
２６０１３ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （芝・右・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

３６ �� ノボスイーツ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣�池ばた 阿部 新生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０２＋ ２１：０８．９ ６．０�

５１０ ジョウノオアシス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４４４－ ２１：０９．０� ７．６�
７１４�� エイワンキセキ 牝２青鹿５４ 小林 淳一荒木 榮一氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４７８－ ２１：０９．１� ８．２�
１１ � アポロティアラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４５４＋ ４１：０９．４１� ３．２�
７１３� ア ラ バ マ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�タイヘイ牧場 国枝 栄 青森 タイヘイ牧場 ４３２＋１０１：０９．７２ ２．６�
２３ � エアロバティックス 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４２４＋ ８１：１０．０２ ７４．８	
４８ � テッシューヒカリ 牝２青鹿５４ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４４０－ ６１：１０．１� ７４．６

３５ サフラントウショウ 牝２栗 ５４

５２ △大野 拓弥トウショウ産業� 奥平 真治 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ２９９．４�

８１５� ナンヨーミドル 牝２鹿 ５４
５３ ☆吉田 隼人中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 富田牧場 ４５６＋ ６１：１０．３１� ４５．４�

１２ エイワンテースト 牝２鹿 ５４ 中舘 英二荒木 榮一氏 高市 圭二 三石 本桐牧場 ４５８－ ４１：１０．４� ３４．９
４７ ハ ナ リ ュ ウ 牝２鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬内藤 好江氏 田子 冬樹 静内 静内フジカ
ワ牧場 ３８４－ ４１：１０．５� ４９７．０�

６１１ ダズリングピアス 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司山内 広氏 郷原 洋行 浦河 鈴木 武蔵 ４２４± ０ 〃 アタマ ９８．８�
８１６ オーシャンルミナス 牝２鹿 ５４ 木幡 初広大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 ４６２－ ６ 〃 アタマ ５４．３�
２４ � パ ラ イ ッ ソ 牝２栗 ５４ 武士沢友治田中 晴夫氏 笹倉 武久 平取 有限会社中

田牧場 ４２４－ ６１：１０．８１� ５０．９�
５９ クールローレライ 牝２鹿 ５４ 田面木博公川上 哲司氏 蛯名 信広 門別 竹中 哲 ４３６－ ６１：１１．４３� １７８．７�
６１２ ジャッキードリーム 牝２芦 ５４ 石神 深一藤田与志男氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４５４－ ４１：１２．１４ １８４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５７６，４００円 複勝： ２０，０１３，９００円 枠連： ２３，８８２，２００円

普通馬連： ７４，６９１，３００円 馬単： ７８，７６１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５７５，０００円

３連複： ９５，２４２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３２７，７４２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２４０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（３－５） １，６２０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ８７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５７６４ 的中 � ２０７４２（３番人気）
複勝票数 計 ２００１３９ 的中 � ２１９６０（５番人気）� ２５５８０（３番人気）� ２２７８６（４番人気）
枠連票数 計 ２３８８２２ 的中 （３－５） １０９１５（７番人気）
普通馬連票数 計 ７４６９１３ 的中 �� ２７１８６（８番人気）
馬単票数 計 ７８７６１４ 的中 �� １４３９１（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５７５０ 的中 �� ６４６７（９番人気）�� ５４９４（１０番人気）�� ７０３９（８番人気）
３連複票数 計 ９５２４２７ 的中 ��� １７１３０（１０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．２―１１．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．７―４５．３―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．２
３ ・（１，１０）６，１３（５，１４）－（３，１５）（９，１１）（８，４，１２）－（２，１６）－７ ４ ・（１，１０，６）（５，１４，１３）－（３，１５）（８，９，４，１１）１２（２，１６）７

勝馬の
紹 介

�
�
ノボスイーツ �

�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００６．７．８ 函館８着

２００４．１．２０生 牝２芦 母 タ バ サ 母母 ダイナサマンサ ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャッキードリーム号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。



２６０１４ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１４� バッドフォーチュン 牡３鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 安藤牧場 ４４０± ０１：１４．５ ７．９�

８１５� ヤマニンアマランス 牝３青鹿５４ 安藤 勝己土井 肇氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４１２＋ ４ 〃 クビ ２．１�
４６ � サクライヤーワン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�さくらコマース藤原 辰雄 静内 カタオカステーブル ４６２＋ ２１：１４．６クビ ３．８�
３４ � ケイアイカルディナ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠亀田 守弘氏 尾形 充弘 三石 原口牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ １０．４�
２３ セイウンアパッチ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４７６ ―１：１５．３４ １４０．４�
２２ ウェルスビューロウ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４７２＋ ４１：１５．６１� ２０８．２�
４７ シンボリハレー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５８－１２１：１５．７クビ １３．２	
６１０� フサイチハヤト �３鹿 ５６ 嘉藤 貴行関口 房朗氏 田中 清隆 鵡川 西山牧場 ４９２ ―１：１５．８� １５４．０

７１２� ピースリング 牝３芦 ５４ 小野 次郎吉村 敏治氏 柴田 政人 静内 藤沢牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ２６０．１�
７１３� キッズアルタイル �３鹿 ５６ 中舘 英二瀬谷 �雄氏 松山 康久 平取 坂東牧場 ５５４＋ ２１：１６．１１� ７．６
６１１ ブルックリン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二加藤 厚子氏 松永 勇 静内 野坂牧場 ４６０ ―１：１６．３１	 ２４．９�
５９ � シルクスナイパー �３栗 ５６ L．イネス 有限会社シルク上原 博之 新冠 ラツキー牧場 ４７６－ ４１：１６．５１	 ９１．８�

（新）

５８ ロングモニー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲高野 和馬永井 廣司氏 田子 冬樹 三石 大塚牧場 ４８４＋ ８１：１７．０３ ６３７．７�

３５ グランドビースト 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 ４５０－ ３１：１７．６３� ２９２．２�
１１ ライブリーエース 牝３栗 ５４ 田中 勝春�原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４３６－ ８１：１８．４５ １２６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，７２１，４００円 複勝： １９，８７２，７００円 枠連： ３０，３４１，９００円

普通馬連： ８１，７４８，３００円 馬単： ８８，１１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０９９，６００円

３連複： １０１，８２２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，７１８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（８－８） ６１０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３２０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７２１４ 的中 � １７７８１（４番人気）
複勝票数 計 １９８７２７ 的中 � ２７１３８（３番人気）� ６８６３７（１番人気）� ４１０３６（２番人気）
枠連票数 計 ３０３４１９ 的中 （８－８） ３６８３４（３番人気）
普通馬連票数 計 ８１７４８３ 的中 �� １０１８５６（２番人気）
馬単票数 計 ８８１１２８ 的中 �� ４０７８０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０９９６ 的中 �� ２５２３６（２番人気）�� １３６６５（４番人気）�� ３６８８８（１番人気）
３連複票数 計１０１８２２０ 的中 ��� １１８９９３（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．６―１２．８―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．５―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．３―３F３９．６
３ ・（４，７，１５）６（２，１３）１４－９（３，１１）（８，１２）（５，１０）＝１ ４ ・（４，７，１５）６－（２，１４）１３，９（３，１１）１２（５，１０）８＝１

勝馬の
紹 介

�バッドフォーチュン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００６．１．１５ 中山３着

２００３．６．３生 牡３鹿 母 ノースピンク 母母 ピンクサンズ １０戦１勝 賞金 １１，２００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ピースリング号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マルタカギャラン号（疾病〔疝痛〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウェディングギフト号・ミツアキトレジャー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０１５ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１１� オーウイナー 牝３芦 ５４ 北村 宏司馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５６＋１２１：５８．１ ３．４�

３６ ヤマニンアルテミス 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４３０－ ４１：５９．２７ ２３．４�
７１４� ラフェニーチェ 牝３黒鹿５４ 柄崎 将寿�ターフ・スポート古賀 慎明 三石 土田 扶美子 ４７２＋ ６１：５９．８３� １０８．２�
５９ � ウィンディータイム 牝３鹿 ５４

５２ △大野 拓弥�ターフ・スポート杉浦 宏昭 門別 谷川畜産 ４７２－ ２１：５９．９クビ ９．６�
６１２ フレンチアガサ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６８＋ ８２：００．０� １９．７�
２３ チャチャリーノ 牝３鹿 ５４ 江田 照男菅原 史博氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４９２＋ ２２：００．２１� ８．７�
３５ � シンセイヘイロ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊伏木田達男氏 嶋田 功 浦河 伏木田牧場 ４４６＋１６ 〃 ハナ ５５．４	
７１３� ブランシュロゼ 牝３芦 ５４ 高橋 智大楠本 勝美氏 保田 一隆 門別 中原牧場 ４０８＋１２２：００．４１� ２２６．９

４８ � ヨシノフローラ 牝３栗 ５４ 宗像 徹吉野 文雄氏 矢野 進 白老 白老大須賀

牧場 ４２８＋１２２：００．７１� １１１．０�
８１５�� ブルーアジサイ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠桜井 欣吾氏 本間 忍 三石 折手牧場 B４３４＋ ２ 〃 クビ １１．１�
５１０� ウエスタンエバー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４２８－ ２２：０１．０１� ９６．６
１１ ヒシヴィビアン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹阿部雅一郎氏 小林 常泰 静内 越田牧場 ４７２＋ ６２：０２．７大差 ４．８�
１２ マツリダママベル 牝３鹿 ５４ 大西 直宏�橋 文枝氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ５１２＋１２２：０２．８� ２３６．７�
２４ � ゴールデンメドウ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二三広 武志氏 成島 英春 門別 森永牧場 ４６２＋ ４２：０２．９� １１．４�
８１６� ミスティルテイン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 ４４６＋ ６２：０４．４９ ５．３�
４７ ライオネスビアンカ 牝３芦 ５４

５１ ▲佐藤 聖也藤田与志男氏 中川 公成 新冠 村上 雅規 ４５６± ０２：０６．５大差 ５９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２５７，９００円 複勝： １７，１９６，５００円 枠連： ３４，１７８，４００円

普通馬連： ７３，１５０，８００円 馬単： ７０，７４５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５１４，４００円

３連複： ９５，６７６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３２４，７１９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ７４０円 � ２，２００円 枠 連（３－６） ３，３８０円

普通馬連 �� ５，０１０円 馬 単 �� ８，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ５，０７０円 �� １６，６００円

３ 連 複 ��� １２６，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５２５７９ 的中 � ３６０５５（１番人気）
複勝票数 計 １７１９６５ 的中 � ３５３５９（１番人気）� ５２６５（９番人気）� １６４０（１４番人気）
枠連票数 計 ３４１７８４ 的中 （３－６） ７４８２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７３１５０８ 的中 �� １０７８３（２３番人気）
馬単票数 計 ７０７４５２ 的中 �� ６０２０（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５１４４ 的中 �� ３３１８（２２番人気）�� ８９０（４４番人気）�� ２６９（８８番人気）
３連複票数 計 ９５６７６６ 的中 ��� ５５７（２１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．１―１３．５―１３．３―１３．６―１４．３―１３．４―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．６―４９．１―１：０２．４―１：１６．０―１：３０．３―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５５．７―３F４２．１
１
３
３（４，１５）－（６，７）１２－（１，１１）１６，５－（２，１４）（９，８）１３－１０
３（４，１５）６－（１，１２）１１，１６，５（９，１４）（７，８，１３）２－１０

２
４
３（４，１５）－６，７（１，１２）（１１，１６）５－（２，１４）－（９，８）－１３－１０・（３，１５）（６，１１）－（９，４，１，１２）（１４，１３）－５－８，１６，２，１０－７

勝馬の
紹 介

�オーウイナー �
�
父 タマモクロス �

�
母父 ア ウ ザ ー ル デビュー ２００６．２．１１ 東京８着

２００３．５．１２生 牝３芦 母 イーアールウィナー 母母 メロディルーレット ９戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ラフェニーチェ号の騎手柄崎将寿は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。

ウィンディータイム号の騎手大野拓弥は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒシヴィビアン号・マツリダママベル号・ゴールデンメドウ号・ミスティルテイン号・

ライオネスビアンカ号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ウエスタンエバー号・ゴールデンメドウ号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シャルウィダンサー号・プラジェラート号・フレッシュチェリー号



２６０１６ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７１３� マルターズクラシカ 牝２鹿 ５４
５３ ☆吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Summer

Wind Farm ４６４ ―１：０９．３ ３．６�

６１０� サープラスシンガー 牡２鹿 ５４ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 米 MGG
Holdings ５２６ ―１：０９．５１ ５．６�

７１２ ア ー ビ タ ー 牡２鹿 ５４ 高山 太郎関 駿也氏 畠山 重則 新冠 八木 常郎 ４２２ ―１：０９．６� ２４．７�
４６ � コスモフトゥーロ 牝２栗 ５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 法理牧場 ４１４ ―１：１０．３４ ２０．９�
２２ 	 トゥインクルタイム 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 奥平 雅士 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５８ ―１：１０．４� ３．６	
６１１	 テイクマイアイズ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：１０．６１
 ５．０

４７ � エーシンラッキー 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４３６ ―１：１１．０２� １４．４�
８１５ マジカルビューティ 牝２栗 ５４

５２ △大野 拓弥ディアレスト 斎藤 誠 浦河 松田 次郎 ４００ ―１：１１．１� ８９．５�
５８ 	 ロディーヒット 牡２栗 ５４ 中舘 英二菅波立知子氏 田村 康仁 静内 大典牧場 ４１４ ― 〃 アタマ ３７．８
８１４ タケイチバン 牡２鹿 ５４ 小林 淳一大湯 幸栄氏 岩城 博俊 浦河 向別牧場 ５１４ ―１：１１．２� １４９．７�
５９ 	 ヒルノファンタジー 牝２鹿 ５４ 沢 昭典蛭川 正文氏 沢 峰次 新冠 タニグチ牧場 ４３４ ―１：１１．４１
 １７．８�
１１ � タワードピーク 牡２鹿 ５４ 吉田 豊前田 幸治氏 和田 正道 米 Hugh Calkin &

Gainesway Farm ４７８ ― 〃 ハナ ２６．７�
３４ カシマミキティ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４０２ ―１：１１．８２� ９６．９�
２３ 	 ビッグバンオーレ 牡２鹿 ５４ 柄崎 将寿近藤 光子氏 柄崎 孝 白老 習志野牧場 ４２８ ―１：１４．７大差 １９６．２�
３５ 	 バトルフィースト 牡２栗 ５４ 江田 照男宮川 秋信氏 山田 要一 三石 高田 幸夫 ４５０ ―１：１４．９１
 １７０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，９０４，７００円 複勝： １６，９４６，９００円 枠連： ３３，６０５，５００円

普通馬連： ６９，７３８，１００円 馬単： ７７，８２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３４１，４００円

３連複： ８９，２３９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２１，５９９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ３９０円 枠 連（６－７） ３６０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，０３０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ６，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９０４７ 的中 � ３７６５４（２番人気）
複勝票数 計 １６９４６９ 的中 � ３２８５９（１番人気）� ２７１５０（３番人気）� ８８２４（６番人気）
枠連票数 計 ３３６０５５ 的中 （６－７） ６９５９９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９７３８１ 的中 �� ４５２０１（５番人気）
馬単票数 計 ７７８２３９ 的中 �� ３０１３９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３４１４ 的中 �� ９３３２（５番人気）�� ４０７９（９番人気）�� ２４２１（２３番人気）
３連複票数 計 ８９２３９２ 的中 ��� １０５２９（２１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．３―１１．６―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．４―４６．０―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．９
３ ・（１０，６，１１）（２，９，１３）１２（７，１４，１５）－８－４（５，１）＝３ ４ ・（１０，６，１１）（２，９，１３）１２，７（１４，１５）８－（４，１）＝５＝３

勝馬の
紹 介

�マルターズクラシカ �
�
父 Belong to Me �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

２００４．２．１０生 牝２鹿 母 Primequest 母母 Primedex １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ヒルノファンタジー号の騎手沢昭典は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグバンオーレ号・バトルフィースト号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。



２６０１７ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．２
１：４６．７

良

良

２２ � ランドフーガ 牡２黒鹿５４ 村田 一誠木村 善一氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４６６ ―１：５２．９ ２３．５�

７１０ ボレロビート 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 草薙 利昭 ４５８ ― 〃 ハナ ２．４�
６９ � ストロングラリー 牡２青鹿５４ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８０ ― 〃 クビ ５．２�
４４ ミウラマリリン 牝２黒鹿５４ 吉田 豊佐藤 明氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４８２ ―１：５３．２１� １０．９�
７１１� ジ ロ ン ド 牡２鹿 ５４ 南田 雅昭岡田 繁幸氏 南田美知雄 門別 ファーミングヤナキタ ４２６ ―１：５３．３� ５６．１�
５６ �� コスモピロリ 牡２鹿 ５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ４８６ ―１：５３．５１� ６７．９�
５７ � クリアーキセキ 牡２鹿 ５４ 小林 淳一石井與四郎氏 斎藤 誠 新冠 長浜 忠 ４８６ ―１：５３．６� ７．８	
６８ � カジュアルヒノデ 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹久野 正弘氏 高橋 義博 新冠 片倉 拓司 ４８６ ―１：５３．８１� ３２．０

３３ ウエスタンメガトン 牡２鹿 ５４ 石橋 脩西川 賢氏 平井 雄二 静内 北西牧場 ４９６ ―１：５３．９� １１．５�
８１２ コスモミッドナイト 牡２芦 ５４

５３ ☆吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４３８ ―１：５４．０クビ ６６．７�
１１ � スズライトアップ 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝サン・ファーム 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４３４ ―１：５４．６３� ４６．９�
８１３� モモタロウザムライ 牡２鹿 ５４ 小野 次郎青山 洋一氏 伊藤 伸一 静内 千代田牧場 ４７８ ―１：５４．７� ２１．６�
４５ � クラッカージャック 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 ４８０ ―１：５８．４大差 ６．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，０５６，６００円 複勝： １８，９７２，０００円 枠連： ２５，５９２，３００円

普通馬連： ７６，２０４，８００円 馬単： ８２，８４０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０７１，２００円

３連複： １００，０４８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３３９，７８５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ３６０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－７） ２，５１０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ６，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� １，０６０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０５６６ 的中 � ５７３５（８番人気）
複勝票数 計 １８９７２０ 的中 � ９４１４（７番人気）� ５３７６８（１番人気）� ３２３７６（２番人気）
枠連票数 計 ２５５９２３ 的中 （２－７） ７５３３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７６２０４８ 的中 �� ３３０４９（６番人気）
馬単票数 計 ８２８４０８ 的中 �� １００００（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０７１２ 的中 �� ６１０３（８番人気）�� ４０３２（１４番人気）�� １９７０８（１番人気）
３連複票数 計１０００４８２ 的中 ��� ２６３５６（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１３．０―１２．７―１３．０―１３．３―１２．７―１１．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３７．８―５０．５―１：０３．５―１：１６．８―１：２９．５―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．１
１
３
１１－１０（４，１３）７，２，１２－（１，９）８，３－６＝５
１１，１０（４，１３）（２，７，９）（１２，３，８）（１，６）＝５

２
４
１１，１０（４，７，１３）２，１２－（１，９）８－３－６＝５・（１１，１０）１３（４，７，９）（２，１２，３，８）６，１＝５

勝馬の
紹 介

�ランドフーガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Fairy King 初出走

２００４．１．２７生 牡２黒鹿 母 キシュウハピネス 母母 ヤ マ マ ー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラッカージャック号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。
※ボレロビート号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０１８ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１２ ベルモントアーサー 牡３鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４９６＋ ４１：５７．９ １．９�

７１４� ドノバンシチー 牡３栗 ５６ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John
O’Meara ４８４＋ ４１：５８．１１� ８３．２�

２３ ティンバージャック 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ５４４＋１２１：５８．３１� ３．４�

５１０� ウルトラボルケーノ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義小林 秀生氏 土田 稔 門別 出口牧場 ５０８＋ ４１：５８．８３ １１．６�
４８ パワフルシチー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 富川田中牧場 ４７６＋１２ 〃 クビ ２５．８�
４７ タマモアテンション 牡３芦 ５６ L．イネス タマモ� 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７６＋１４１：５８．９クビ ６．８	

（新）

３５ � グラスブロード 牝３鹿 ５４ 村田 一誠半沢� 尾形 充弘 米 ClassicStar B４８０± ０１：５９．２２ ２８．５

８１５ セイカブレイズ 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平久米 大氏 稲葉 隆一 静内 タイヘイ牧場 ５０４－ ８１：５９．９４ ６１．３�
１１ ミヤコミラクル 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭吉田喜代司氏 南田美知雄 青森 明成牧場 ４７４＋ ４２：００．４３ １４５．０�
２４ キ ン グ ダ ム 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝木浪 巖氏 岩戸 孝樹 静内 西川富岡牧場 ４６４＋ ６２：００．６１	 ５３．６
６１２� ブ リ ッ ク ス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３４＋ ２２：００．７クビ ３３２．０�
７１３� フルスイング 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康小田切有一氏 矢野 進 三石 川端牧場 B４９０＋ ２２：０１．５５ ２３１．２�
５９ ウエスタンソウル 牡３鹿 ５６

５３ ▲高野 和馬西川 賢氏 成島 英春 静内 北西牧場 ４７０＋１４２：０１．７１	 ５７．０�
８１６� ニシノスカイハイ 
３芦 ５６

５４ △大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８６－ ６２：０２．５５ １３９．６�
６１１� ダイワカトラス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 古賀 慎明 新冠 ハシモトフアーム B４７８－ ２２：０２．７１	 ８１．４�
３６ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４８６－ ６ （競走中止） ３４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３３４，８００円 複勝： １８，９０５，４００円 枠連： ２９，６０７，１００円

普通馬連： ８７，３１３，６００円 馬単： ９２，５０８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８９１，２００円

３連複： １１２，６３３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３８１，１９３，６００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ７００円 � １３０円 枠 連（１－７） ３，６００円

普通馬連 �� ４，５４０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� １７０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９３３４８ 的中 � ８１９３１（１番人気）
複勝票数 計 １８９０５４ 的中 � ７２７３６（１番人気）� ３４７５（１１番人気）� ３８５４３（２番人気）
枠連票数 計 ２９６０７１ 的中 （１－７） ６０７５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８７３１３６ 的中 �� １４２２１（１３番人気）
馬単票数 計 ９２５０８５ 的中 �� １２４０７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８９１２ 的中 �� ３２９８（１６番人気）�� ４２５７０（１番人気）�� １８３４（２５番人気）
３連複票数 計１１２６３３０ 的中 ��� ２０６８１（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．８―１４．０―１３．９―１３．４―１３．１―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．１―５１．１―１：０５．０―１：１８．４―１：３１．５―１：４４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．５
１
３

・（２，５）１０（１，３，１１，１３）１５（７，１４，１６）－（８，１２）＝（４，９）・（２，１０，１４）－（５，３）（１，７，１３，１６）（１１，１５）８，１２－（４，９）
２
４
２（５，１０）（１，３，１１，１３）（７，１５）－１４（８，１６）１２－（４，９）・（２，１０）１４＝３，７（５，８）（１５，１３，１６）１（１２，４，９）１１

勝馬の
紹 介

ベルモントアーサー �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 Private Account デビュー ２００５．１２．１０ 中山２着

２００３．５．８生 牡３鹿 母 エスケイゴールド 母母 Gold Mine ６戦１勝 賞金 １０，４００，０００円
〔競走中止〕 コアレスウォルデン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 タマモアテンション号の騎手L．イネスは，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔その他〕 ニシノスカイハイ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワカトラス号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ミヤコミラクル号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ストロングザイオン号・チャンストゥウィン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０１９ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１１� プリンセスドルチェ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４２０－ ６１：４９．６ ３．１�

６１０� フレンチムード 牝４鹿 ５５
５３ △大野 拓弥原 �子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８０＋ ２１：４９．７� ４１．１�

２２ マイネコンテッサ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 小原 孝夫 ４６０＋ ６１：４９．９１	 ５．７�

５８ � アンジェトワール 牝３栗 ５２ 北村 宏司飯田 良枝氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４２０－ ４１：５０．０クビ ７１．３�
３４ シャドウストリーム 牝３栗 ５２ L．イネス 飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４５０＋１２ 〃 ハナ ４．９�

（新）

３５ 
 タイニーモデル 牝６黒鹿５５ 柴田 善臣薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０＋２０ 〃 クビ １２．５�
７１３� カンファーエルフ 牝４鹿 ５５ 安藤 勝己奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６８＋２８１：５０．３２ ２２．２	
７１２ スロクハイネス 牝３鹿 ５２

５１ ☆吉田 隼人
スロク 矢野 照正 門別 サンシャイン
牧場 ４３４＋１０１：５０．４� ５７．５�

８１４ ショウナンサリーレ 牝３青 ５２ 石橋 脩
湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８２＋４４１：５０．５	 ５９．３�
１１ 
 トミケンラピッド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘冨樫 賢二氏 坂本 勝美 門別 棚川牧場 ４４６± ０ 〃 クビ ３４．７
４６ � シルキーフレンド 牝５栗 ５５

５２ ▲田中 博康有限会社シルク大和田 稔 新冠 早田牧場新
冠支場 ４４２＋ ２ 〃 アタマ ２１５．３�

４７ �� アクティブアクト 牝４黒鹿５５ 木幡 初広南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２６＋ ８ 〃 アタマ １９９．９�
２３ � ノ ン コ 牝３栗 ５２ 蛯名 正義山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：５０．６	 ３．３�
８１５� アネモスダダ 牝４栗 ５５ 武士沢友治
木村牧場 中野渡清一 門別 木村牧場 ４４２＋ ６１：５０．９１� １０１．０�
５９ � ウエスタンミリオン 牝３栗 ５２ 長谷川浩大西川 賢氏 斎藤 宏 静内 北西牧場 ４６６＋ ４１：５１．１１� ８４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，４９９，０００円 複勝： ２９，５８１，５００円 枠連： ３９，９１６，９００円

普通馬連： １１９，８５３，９００円 馬単： １１２，２７２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２２５，０００円

３連複： １３８，９５６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４９２，３０５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ５８０円 � １８０円 枠 連（６－６） ３，１４０円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ３３０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４４９９０ 的中 � ６２６４４（１番人気）
複勝票数 計 ２９５８１５ 的中 � ６９８７３（１番人気）� ９２７４（７番人気）� ４７３２１（３番人気）
枠連票数 計 ３９９１６９ 的中 （６－６） ９４０８（９番人気）
普通馬連票数 計１１９８５３９ 的中 �� ２５１３４（１２番人気）
馬単票数 計１１２２７２８ 的中 �� １９６９９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２２５０ 的中 �� ５６２１（１２番人気）�� ２３７９１（２番人気）�� ３９８７（１６番人気）
３連複票数 計１３８９５６１ 的中 ��� ２４６０９（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．３―１２．６―１２．９―１２．６―１２．４―１１．５―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．８―３７．４―５０．３―１：０２．９―１：１５．３―１：２６．８―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．３
１
３
１４（９，１２）４（７，１５）（５，８）（１１，１３，３）１０，２－６－１
１４（９，３，１０）（４，１２）（７，１５，８）（５，１１，１３）（６，２）－１

２
４
１４（４，９）（７，１２）（５，１５）（１１，３）８（１３，１０）２，６－１・（１４，９，３）（４，１２，１０）８（７，１３）（５，１１）１５（６，２）－１

勝馬の
紹 介

�プリンセスドルチェ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Kris デビュー ２００６．４．２２ 東京２着

２００３．２．８生 牝３鹿 母 ケイティーズファースト 母母 Katies ５戦２勝 賞金 １８，７００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０２０ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１４� セ ン カ ク 牡４栗 ５７ 安藤 勝己中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４７６＋１４２：００．３ ７．２�

３４ マイネルーシッド 牝４鹿 ５５ 石神 深一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 静内 ビツグレツドフアーム ４０４－ ６ 〃 クビ ２７．２�

１１ � ホッカイショコラ 牝４栗 ５５ 吉田 豊神山 幸男氏 坂本 勝美 門別 北海牧場 ４７８＋ ６２：００．７２� ５．０�
３３ � ショウナンアンジュ 牝３黒鹿５２ 中舘 英二国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 鎌田 正嗣 ４８６－ ８２：０１．０１	 ５．９�
５８ 
 エターナルスマイル 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４８２－１０２：０１．２１� ４０．１�
２２ ユーワマクベス 牡４栗 ５７

５５ △大野 拓弥 �ユーワライディング 小林 常泰 新冠 守矢牧場 ４７４＋ ２２：０１．３クビ ５．９	
５７ � シベリアンヒート 牡３芦 ５４

５３ ☆吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米
Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５０６＋ ４ 〃 クビ ２．８

７１２ トーセンバサラ 牡３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也島川 �哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４４６＋ ２２：０１．５１� １０３．４�
４５ ペ リ ー 牡３芦 ５４ 二本柳 壮 �ワールド・パーム 鈴木 康弘 三石 斉藤スタッド ４３４－ ２２：０１．６� ４５．２
８１３ トウショウコーラル 牡７芦 ５７ 蛯名 正義トウショウ産業� 大久保洋吉 静内トウショウ牧場 ４９４－１６２：０１．７� ５２．３�
７１１� ダイワカーメル 牡５黒鹿５７ 武士沢友治大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 上山牧場 ４４４＋ ８ 〃 クビ １１３．７�
６１０� ヤマニンアジャスト 牡６芦 ５７ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ４０．７�
４６ サンエルキャピタン 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣築地 榮一氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 ５０８－ ４２：０２．１２� ３５．９�
６９ �
 マイネルブラジリエ 牡４青鹿５７ 横山 義行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４４０－ ６ 〃 ハナ ２５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９３７，０００円 複勝： ２７，３７１，９００円 枠連： ３４，７１７，１００円

普通馬連： １１８，６５２，０００円 馬単： １１２，９０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０９６，８００円

３連複： １４２，１４２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４８２，８２６，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２８０円 � ４９０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ２，０２０円

普通馬連 �� １０，２００円 馬 単 �� ２１，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３８０円 �� １，０００円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� １６，９６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９３７０ 的中 � ２３０３１（５番人気）
複勝票数 計 ２７３７１９ 的中 � ２６３６０（５番人気）� １２６８７（６番人気）� ３９０５３（２番人気）
枠連票数 計 ３４７１７１ 的中 （３－８） １２７１４（９番人気）
普通馬連票数 計１１８６５２０ 的中 �� ８５８５（３０番人気）
馬単票数 計１１２９０８６ 的中 �� ３８６３（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０９６８ 的中 �� ２６５６（２３番人気）�� ６６４４（８番人気）�� ３４９０（２１番人気）
３連複票数 計１４２１４２９ 的中 ��� ６１８８（４９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．９―１２．４―１２．６―１２．５―１２．４―１２．０―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．０―３４．９―４７．３―５９．９―１：１２．４―１：２４．８―１：３６．８―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．５
１
３
２，７－（３，９，１２）（１，１４）－（４，１１）－１３，５－（６，１０）８
２（７，９）３（１４，１２）１（４，１１）１３，５，１０，６，８

２
４
２，７－（９，１２）３－（１，１４）－（４，１１）－（５，１３）１０，６－８・（２，７）（３，１４，９）４（１，１２）（５，１１）１３（８，１０，６）

勝馬の
紹 介

�セ ン カ ク �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Exuberant デビュー ２００４．７．１７ 新潟７着

２００２．４．３０生 牡４栗 母 セ イ メ イ 母母 Proud Entrance １９戦２勝 賞金 ３０，３５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ダイワカーメル号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。



２６０２１ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第９競走 ��
��１，２００�

う ら や す

浦 安 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１４ サンアディユ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９２－ ６１：１１．９ ３．３�

１２ ダイワインディアナ 牡５栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：１２．５３� ２８．５�
１１ � イチライタッチ 牡４黒鹿５７ 吉永 護市来 静夫氏 吉永 正人 浦河 鈴木 武蔵 ５０６－ ２１：１２．６クビ ３８．０�
２４ 	
 モエレアドミラル 牡４栗 ５７ 蛯名 正義中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７８－ ４１：１２．７� ４．０�
２３ � ブルーチェイサー 牝５黒鹿５５ 武士沢友治篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７０－ ２１：１２．９１� １８９．４�
５９ 
 チョウカイモンド �４栗 ５７ 小野 次郎�平田牧場 中野 隆良 浦河 酒井牧場 ４８２＋ ８ 〃 クビ １４．７�
３６ ハニーハント 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 	サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４４０＋１４１：１３．０クビ ２７．８

６１２ リメンバードリーム 牝４青 ５５ 木幡 初広 	社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４７０＋１０ 〃 クビ １４８．７�
３５ ウィストラム 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：１３．３１� ３．６�
７１３ アントニオマグナム 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

５００－ ８１：１３．９３� ７．５
５１０�	 サンデーフラッパー 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝村島 昭男氏 高橋 裕 浦河 冨岡牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ３６．４�
４７ ガ イ ヤ ー ル 牝５芦 ５５ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４７０＋ ６１：１４．１１� ３５．２�
６１１ ハンナフレグランス 牝３黒鹿５３ 中舘 英二窪田 芳郎氏 戸田 博文 米 Sharon A.

Maloney B４９２＋１０１：１４．２クビ ２７．３�
４８ シルクヒュージ 牡４栗 ５７ 長谷川浩大有限会社シルク大根田裕之 鵡川 ロイヤルファーム ５００＋ １１：１４．３� ６１．５�
８１５	 ブライティアカーム 牝５青鹿５５ 村田 一誠小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５１６＋２８１：１６．５大差 ２２７．２�

（１５頭）
８１６ ドリームソニック 牡５黒鹿５７ L．イネス 細谷 典幸氏 国枝 栄 米 North

Wales LLC ― （出走取消）
（新）

売 得 金

単勝： ３１，８８３，２００円 複勝： ４５，７３０，２００円 枠連： ５４，３３９，８００円

普通馬連： ２０５，９９２，７００円 馬単： １４０，８７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，９４９，４００円

３連複： １６５，４５５，２００円 ３連単： ４２２，４１３，１００円 計： １，１１０，６３３，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ５４０円 � ９００円 枠 連（１－７） １，９２０円

普通馬連 �� ４，６９０円 馬 単 �� ６，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ２，１００円 �� ５，６２０円

３ 連 複 ��� ３８，９３０円 ３ 連 単 ��� １６４，６９０円

票 数

単勝票数 差引計 ３１８８３２（返還計 ２９９） 的中 � ７７８３２（１番人気）
複勝票数 差引計 ４５７３０２（返還計 ３１１） 的中 � １０６１７８（２番人気）� １８９７５（６番人気）� １０５４６（１１番人気）
枠連票数 差引計 ５４３３９８（返還計 ３ ） 的中 （１－７） ２０９７０（８番人気）
普通馬連票数 差引計２０５９９２７（返還計 ４９８０） 的中 �� ３２４６６（１４番人気）
馬単票数 差引計１４０８７０３（返還計 ２２９９） 的中 �� １５４３７（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４３９４９４（返還計 ９３３） 的中 �� ７２６４（１４番人気）�� ５１７５（２１番人気）�� １８８６（５０番人気）
３連複票数 差引計１６５４５５２（返還計 ６１９６） 的中 ��� ３１３７（１０３番人気）
３連単票数 差引計４２２４１３１（返還計 ２１２６１） 的中 ��� １８９３（４２６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．６―１２．４―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．３―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．６
３ ・（１４，１５）（１，１０）８，２（３，１３）（４，７，６，１２）９－（５，１１） ４ １４，１０，１（２，１５）（３，８）（６，１２）４，９（５，１３）１１，７

勝馬の
紹 介

サンアディユ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．４．１７ 阪神４着

２００２．３．２６生 牝４鹿 母 シ ェ リ ー ザ 母母 Sharaya ９戦４勝 賞金 ３９，９３５，０００円
〔出走取消〕 ドリームソニック号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアカーム号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 コリントシチー号・シュウザンコンドル号・ショウグンエックス号・ゼンノエキスプレス号・マグネティックマン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０２２ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２２ ピサノグラフ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４７０＋ ６１：０８．２ ３．１�

４４ �� ケイアイボイジャー 牡７栗 ５７ 蛯名 正義亀田 守弘氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７０± ０１：０８．３	 １３．８�
７８ ジョウノオーロラ 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣小川 義勝氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４５６－ ８１：０８．４	 ３．８�
１１ � コスモスカイライン 牝３栗 ５３ 北村 宏司 �ビッグレッドファーム 矢野 進 門別 松平牧場 ４１８＋ ４１：０８．５
 １０．４�
３３ �� シゲルダイハッカイ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４５０± ０１：０８．６	 ４．７�
８９ フレンドリースピカ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊増山 武志氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ５１０± ０１：０８．９２ １８．８�
６６ � バードントロフィー 牡５栗 ５７ 木幡 初広 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４８８－ ４ 〃 アタマ ３５．８

８１０ ピンクガーター 牝６鹿 ５５ 江田 照男金子真人ホール

ディングス	 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４８４－ ４１：０９．３２	 ６８．９�
７７ フィンマックール 牡３黒鹿５５ 後藤 浩輝伊藤 伸一氏 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ４８０－ ４１：０９．４	 ５．５�
５５ ローランコングレ 牡４栗 ５７ 田中 勝春斉藤 敏博氏 河野 通文 浦河 桑田牧場 ４６４＋１０１：１０．６７ ４９．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，００６，８００円 複勝： ３８，８３１，１００円 枠連： ４５，６６８，７００円

普通馬連： １８８，１９２，４００円 馬単： １４２，３９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３６５，４００円

３連複： １３５，９９９，７００円 ３連単： ４１９，１７１，２００円 計： １，０３７，６３４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � １４０円 枠 連（２－４） １，６３０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ２４０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３１００６８ 的中 � ７８９３１（１番人気）
複勝票数 計 ３８８３１１ 的中 � ８３９４６（２番人気）� ２９８４０（６番人気）� ８５７１６（１番人気）
枠連票数 計 ４５６６８７ 的中 （２－４） ２０７２２（８番人気）
普通馬連票数 計１８８１９２４ 的中 �� ７８６９３（８番人気）
馬単票数 計１４２３９９０ 的中 �� ３７５７９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３６５４ 的中 �� １３３４１（９番人気）�� ４４４４３（１番人気）�� １６９７５（６番人気）
３連複票数 計１３５９９９７ 的中 ��� ６６１４９（３番人気）
３連単票数 計４１９１７１２ 的中 ��� ３６３２５（２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．０―１１．３―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．５―４４．８―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．７
３ ３，６（１，５，９，７）－（２，１０，８）４ ４ ３（１，６）（２，５，９，７）（１０，８）４

勝馬の
紹 介

ピサノグラフ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Caerleon デビュー ２００４．１０．２４ 東京２着

２００２．３．２１生 牝４鹿 母 シンコウラブリイ 母母 Happy Trails １９戦４勝 賞金 ７６，４０７，０００円



２６０２３ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第５１回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１７．９．１０以降１８．９．３まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４８ � ステキシンスケクン 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４５６－ ２１：３２．０ １９．０�

３６ � カンファーベスト 牡７黒鹿５７ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７８＋１２ 〃 ハナ １１．８�
７１４� マイネルスケルツィ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５０６＋ ６１：３２．３１	 ４．９�
１１ ローエングリン 牡７栗 ５８ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２ 〃 ハナ ７．７�
５１０ マイネルモルゲン 牡６鹿 ５７．５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 松浦牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ １８．０�
２４ マイネサマンサ 牝６鹿 ５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 静内 小原 孝夫 ４６８－１０ 〃 ハナ １６．６	
３５ サイドワインダー 牡８栗 ５７．５ 長谷川浩大�協栄 瀬戸口 勉 門別 タバタファーム ５０２－ ４１：３２．４
 ５７．３

１２ � スクールボーイ 牡６黒鹿５３ 小野 次郎後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４９８± ０１：３２．６１
 ３７．５�
７１３ ペールギュント 牡４黒鹿５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ２ 〃 クビ １０．３�
２３ フォーカルポイント 牡５鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース河野 通文 白老 白老ファーム ５００＋１０１：３２．８１
 ９．９
５９ � マイネルハーティー 牡４青鹿５５ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４８４－ ６１：３３．０１� ４６．３�
４７ ワ デ ィ ラ ム 牝５青鹿５３ 中舘 英二 �社台レースホース松田 博資 追分 追分ファーム ４３２－ ４１：３３．２１� １３．０�
８１５� キネティクス 牡７栗 ５５ 勝浦 正樹 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 笹島 政信 ４６６＋ ６１：３３．５２ ４３．９�
６１１ インセンティブガイ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：３３．６
 ３．９�
６１２�� ストーミーカフェ 牡４鹿 ５６ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４７８－ ６１：３５．４大差 ２０．６�

（１５頭）
８１６� ダイワバンディット 牡５鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０６，４４９，６００円 複勝： １３６，７０５，８００円 枠連： １８１，１９６，２００円

普通馬連： ９７９，９３２，７００円 馬単： ５６６，１２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６８，５５９，９００円

３連複： ８００，４９６，４００円 ３連単： １，７３３，１０１，７００円 計： ４，６７２，５７１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，９００円 複 勝 � ６４０円 � ３７０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ３，３８０円

普通馬連 �� １２，３３０円 馬 単 �� ２７，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２００円 �� ２，０３０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ２１，９５０円 ３ 連 単 ��� １９３，６５０円

票 数

単勝票数 差引計１０６４４９６（返還計 ０ ） 的中 � ４４３１１（１０番人気）
複勝票数 差引計１３６７０５８（返還計 １ ） 的中 � ４８８７０（１０番人気）� ９４１３９（７番人気）� １９５９５９（２番人気）
枠連票数 差引計１８１１９６２（返還計 ０ ） 的中 （３－４） ３９５６６（１８番人気）
普通馬連票数 差引計９７９９３２７（返還計 ２３２） 的中 �� ５８６９８（４７番人気）
馬単票数 差引計５６６１２８８（返還計 ４４） 的中 �� １５０８７（１０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１６８５５９９（返還計 ５４） 的中 �� ９６８０（５８番人気）�� ２０４７５（２９番人気）�� ３２２３１（１２番人気）
３連複票数 差引計８００４９６４（返還計 １７５） 的中 ��� ２６９２０（７５番人気）
３連単票数 差引計１７３３１０１７（返還計 ４４３） 的中 ��� ６６０５（６６２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１０．８―１１．０―１１．４―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３４．３―４５．３―５６．７―１：０８．５―１：２０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３５．３

３ ８，１４（４，７，１２）（１１，１５）（１０，１３）（２，６）（３，５）（１，９）
２
４
８，１４（４，７，１１，１２，１５）（２，１０）（６，１３）（１，３，５）９・（８，１４）（４，７）（１０，１１）（２，６，１３，１２）（５，１５）（３，９）１

勝馬の
紹 介

�ステキシンスケクン �
�
父 Danzig �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．１２．４ 中京１着

２００３．３．１０生 牡３鹿 母 Autumn Moon 母母 Lypatia ８戦３勝 賞金 １０３，２８９，０００円
〔出走取消〕 ダイワバンディット号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔制裁〕 カンファーベスト号の騎手江田照男は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オーゴンサンデー号・シンボリウエスト号・ムーンシャイン号



２６０２４ ９月１０日 晴 良 （１８中山４）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１１� カナハラグリーン 牡３芦 ５４ 蛯名 正義寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４６２－ ２１：５５．５ ２．９�

７９ � マイネエムロード 牝３鹿 ５２ 北村 宏司 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 戸川牧場 ４７６－１２１：５６．５６ ５１．５�

５５ フォーカルハイパー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース古賀 史生 白老 白老ファーム ５２４－ ２ 〃 アタマ １４．８�
７１０ マイネルギルト 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５１６－ ４１：５７．１３� １．８�
５６ キングバッハ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７６＋ ６１：５７．４１� ３４．７�
２２ モンプランス 牡５栗 ５７

５５ △大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小笠 倫弘 門別 槇本牧場 ４７２＋ ７ 〃 ハナ ８０．４	

６８ � ア ル ゲ ニ ブ 牡３栗 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 静内 武岡牧場 ４５８± ０１：５７．５� １０５．０


３３ � ジェネラスボーイ 牡３鹿 ５４ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 越湖牧場 ４９４＋３２１：５７．７１	 ９１．４�
４４ �
 エイユーウィークス 牡５鹿 ５７ 五十嵐雄祐笹部 和子氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４７４＋ ４ 〃 クビ ２０１．４�
６７ ウインドストーム 牡３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４９２＋１４１：５８．５５ １３．８
８１２�
 エプソムセイレーン 牝５鹿 ５５

５２ ▲田中 博康 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 笹倉 武久 三石 前川 隆則 ４６２± ０２：０１．５大差 １５４．４�

１１ � オースミダイケン 牡４黒鹿５７ 田中 勝春�オースミ 成島 英春 浦河 白老ファーム ４８２± ０ （競走中止） ８．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３５，１６０，９００円 複勝： ３０，６６７，４００円 枠連： ４９，４０１，４００円

普通馬連： １８３，３８５，９００円 馬単： １６９，０１９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７７３，２００円

３連複： １４５，０６５，６００円 ３連単： ４７５，２４７，７００円 計： １，１２６，７２２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １８０円 � ７６０円 � ４２０円 枠 連（７－８） ２５０円

普通馬連 �� ５，８４０円 馬 単 �� ８，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� ８４０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ９，３４０円 ３ 連 単 ��� ９５，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３５１６０９ 的中 � ９６６７４（２番人気）
複勝票数 計 ３０６６７４ 的中 � ５７５７４（２番人気）� ８７３８（７番人気）� １７４３７（５番人気）
枠連票数 計 ４９４０１４ 的中 （７－８） １５０９７１（１番人気）
普通馬連票数 計１８３３８５９ 的中 �� ２３１８４（１５番人気）
馬単票数 計１６９０１９９ 的中 �� １４１１０（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７７３２ 的中 �� ５６２７（１６番人気）�� １１８９０（８番人気）�� ２１８５（３０番人気）
３連複票数 計１４５０６５６ 的中 ��� １１４７２（２６番人気）
３連単票数 計４７５２４７７ 的中 ��� ３６７９（１９６番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１３．０―１３．３―１３．４―１２．９―１２．４―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．６―５０．９―１：０４．３―１：１７．２―１：２９．６―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３
５，７（３，８）（４，１１）（２，９）１２－（１０，６）
５（７，８，１１）（３，９）４（２，６）１０＝１２

２
４
５，７（３，８）（４，１１）（２，９）１２（１０，６）・（５，１１）（３，７，９）（４，８）－２（１０，６）＝１２

勝馬の
紹 介

�カナハラグリーン �
�
父 マチカネフクキタル �

�
母父 シエイデイハイツ デビュー ２００６．２．５ 東京７着

２００３．４．１９生 牡３芦 母 カナハラオラクル 母母 ミナガワローマン ６戦２勝 賞金 １４，３９０，０００円
〔発走状況〕 オースミダイケン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 オースミダイケン号は，発走直後に坐り，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 オースミダイケン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エプソムセイレーン号は，平成１８年１０月１０日まで平地競走に出走できない。



（１８中山４）第２日 ９月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２４０，８８０，０００円
１４，５００，０００円
３，５２０，０００円
１，０００，０００円
１，７１０，０００円
２５，４８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，９８６，０００円
４，７２７，０００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
３５１，７８８，３００円
４２０，７９５，３００円
５８２，４４７，５００円
２，２５８，８５６，５００円
１，７３４，３９２，０００円
４５７，４６２，５００円
２，１２２，７７７，６００円
３，０４９，９３３，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，９７８，４５３，４００円

総入場人員 ３７，３３５名 （有料入場人員 ３４，６８６名）




