
２６０３７ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４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）

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

２２ � ホットファッション 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６４＋ ２１：１０．５ １．８�

４４ �� スナークユーチャン 牡２黒鹿５４ 中舘 英二杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４４２＋ ２ 〃 アタマ ２８．８�
３３ キングデオキシス 牡２栗 ５４ 横山 典弘嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 服部 牧場 ４９０＋１４ 〃 ハナ ５．１�
５６ � クリノアドベンチャ 牡２黒鹿５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４５０＋１４１：１０．７１� ２６４．６�
８１２ ロイヤルクリーク 牡２黒鹿 ５４

５２ △大野 拓弥後藤 繁樹氏 秋山 雅一 浦河 中村 雅明 B４７０＋ ２１：１１．０２ ９２．３�
７９ マイスペース 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５６＋ ６ 〃 アタマ １０．２�
８１１� グリーンキャッスル 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４０２－ ２１：１１．２� ２２３．０	
１１ � リ ラ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３８＋２０ 〃 ハナ ８．８

７１０ ホワイトアロー 牡２芦 ５４ 石神 深一�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４４６＋ ６１：１１．３� ２４０．０�
６８ カシノチーフ 牝２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 静内（有）石川牧場 ４３０－ ８１：１１．４クビ １３０．６
５５ タケデンヴィーナス 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 博康武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４３２＋ ４１：１１．６１� ４２８．７�
６７ � ダイワグランボー 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５４４＋１６１：１１．８１� ４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，３３０，１００円 複勝： ２０，７４４，５００円 枠連： １９，０３１，９００円

普通馬連： ６９，５２２，２００円 馬単： ８５，８１６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５１６，７００円

３連複： ９９，５７２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３３３，５３４，４００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ４００円 � １４０円 枠 連（２－４） １，９８０円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １９０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８３３０１ 的中 � ８０３５９（１番人気）
複勝票数 計 ２０７４４５ 的中 � ６７４８１（１番人気）� ７９１２（６番人気）� ４２９９０（２番人気）
枠連票数 計 １９０３１９ 的中 （２－４） ７１２５（９番人気）
普通馬連票数 計 ６９５２２２ 的中 �� ３０６３０（８番人気）
馬単票数 計 ８５８１６５ 的中 �� ２９３５３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５１６７ 的中 �� ８８００（６番人気）�� ３４８８７（１番人気）�� ３１１７（１５番人気）
３連複票数 計 ９９５７２５ 的中 ��� ３５８４３（７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．５―１１．９―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．９―４５．８―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３６．６
３ ・（１，７）（４，９）（２，３，１２）（８，１０）６－１１＝５ ４ ・（１，７）（４，９）２，３（６，１２，１０）８－１１＝５

勝馬の
紹 介

�ホットファッション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．９．３ 新潟３着

２００４．１．２９生 牝２鹿 母 シンシンパッション 母母 ビューチフルロマン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 タケデンヴィーナス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ホットファッション号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。



２６０３８ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４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

５９ ベルモントエース 牡３鹿 ５６ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ５２８＋１４１：１２．９ ２．５�

８１６� ア ル マ ー ジ 牝３栗 ５４ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４９０＋１０１：１３．１１ ２．５�
７１４ ロードフィーバー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �ロードホースクラブ 加藤 征弘 三石 幌村牧場 ５０２＋ ７１：１３．５２� ９．６�
７１３ オンワードカルマ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４８０－ ４１：１３．６� ７．３�
２４ � エルトンクィーン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �レーシングホース

ジャパン 鈴木 勝美 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８１：１４．３４ １２．７�
５１０� スプリングシャモニ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠加藤 春夫氏 上原 博之 浦河 川越牧場 ４３２＋ ２１：１４．６１� １５．５	
６１２ ロードオブワン 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 昇氏 武藤 善則 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４７８± ０１：１４．９２ １２７．１

６１１ ウェディングギフト 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 白老ファーム ４３２－１８１：１５．０� １２６．７�
１２ ローリエインパクト 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭山本 精一氏 南田美知雄 門別 湯浅 一夫 ４８０－ ６１：１５．３２ ２０８．１�
１１ スイートアラベスク 牝３鹿 ５４ L．イネス シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 和田農林（有） ４７４－ ４１：１５．６１� ２０９．０

（新）

２３ � ハクシンフリーダム 牡３鹿 ５６ 吉永 護新井原 博氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 ４３０－ ６１：１５．９２ ７４．５�
８１５ イゾラトウショウ 牝３栗 ５４

５２ △大野 拓弥トウショウ産業� 萱野 浩二 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６４＋ ８１：１６．２２ ２４０．８�

３６ アミフジウラノス 牡３栗 ５６
５３ ▲的場 勇人�内藤牧場 鈴木 勝美 茨城 内藤牧場 ４４２＋ ４１：１６．３クビ ４９７．９�

３５ �� カルチョビット 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 柴田 政人 千歳 社台ファーム ４５２ ― 〃 ハナ １３９．６�
４７ アンバーエイト 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行袴田 精一氏 佐藤 吉勝 静内 三宅牧場 ５２８ ―１：１７．７９ １２８．９�
４８ � フォアザフラッグ 牡３栗 ５６

５５ ☆津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６８ ― （競走中止） ３５１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４６０，６００円 複勝： ２２，８５６，７００円 枠連： ３１，３２６，６００円

普通馬連： ９５，７８７，１００円 馬単： １０２，６４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３９４，５００円

３連複： １２７，４００，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４２３，８６８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（５－８） ２３０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３２０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９４６０６ 的中 � ６３１６１（１番人気）
複勝票数 計 ２２８５６７ 的中 � ６５５４５（１番人気）� ６２３７１（２番人気）� ２１６９８（４番人気）
枠連票数 計 ３１３２６６ 的中 （５－８） １０２８８７（１番人気）
普通馬連票数 計 ９５７８７１ 的中 �� ２９７９００（１番人気）
馬単票数 計１０２６４３０ 的中 �� １５２８９３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３９４５ 的中 �� ５８２１６（１番人気）�� １６０４６（４番人気）�� １２４０６（５番人気）
３連複票数 計１２７４００４ 的中 ��� １５１３６４（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．４―１２．２―１２．７―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．９―４６．１―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３９．０
３ ・（１６，９）（１０，１４）（３，４）（１３，１５）－（１，１２）－１１（６，２）＝８－（５，７） ４ ・（１６，９）－１４（４，１３）３，１５（１２，１０）－１（１１，２）６＝８（５，７）

勝馬の
紹 介

ベルモントエース �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ア ル カ ン グ デビュー ２００６．１．８ 中山７着

２００３．３．１８生 牡３鹿 母 ベルフラワー 母母 ユーワマドマアゼル １１戦１勝 賞金 １６，９００，０００円
〔競走中止〕 フォアザフラッグ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アルマージ号の騎手北村宏司は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 アンバーエイト号は，４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。
〔３走成績による出走制限〕 ローリエインパクト号は，平成１８年１０月１７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ヘクターハイツ号
※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。



２６０３９ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４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）

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

５９ スプリングザスパ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 B４２８± ０１：５６．８ １０．７�

７１２� ケイジーウィザード 牡３栗 ５６ 岩田 康誠鹿倉 勝�氏 小笠 倫弘 三石 山腰 義忠 B４６２＋ ２１：５７．２２� ４．５�
６１０� ベルベットボクサー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二会田 満雄氏 杉浦 宏昭 静内 石川牧場 ４９６－１０１：５７．５２ １．８�
３５ � ブラッシュボール 牡３栗 ５６ 田中 勝春島田 久氏 小西 一男 門別 今井牧場 ４５４± ０１：５８．０３ １０．３�
７１３� ミウラフェニックス 牡３黒鹿５６ 大西 直宏佐藤 明氏 佐々木亜良 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５０＋ ６１：５８．１� ４１２．０�
５８ グランドタイガー 牡３鹿 ５６ 吉永 護�グランド牧場 松山 康久 静内 グランド牧場 ４９０＋ ６１：５８．３１� ２１．６�
２３ � ケーライアン 牡３鹿 ５６ 鈴木 慶太馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ５３６＋ ４１：５９．１５ １１３．７	
４７ ストロングザイオン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 千代田牧場 ４６８＋ ６１：５９．４１� １６．９

８１５� セイウンノセイセン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊西山 茂行氏 浅野洋一郎 門別 下河辺牧場 ４７４－ ４１：５９．５� ５３９．４�
２２ ウエスタンハイパー 牡３黒鹿 ５６

５４ △大野 拓弥西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４６０＋ ６１：５９．６� １８．６�
３４ デュークトーゴー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝河合 克俊氏 小西 一男 新冠 北星村田牧場 B４８４－ ６１：５９．７� ７６．３
６１１ ナムラキャラバン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４８０－ ４１：５９．９� １７．４�
８１４ ジョージョーカズン 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎齊藤四方司氏 栗田 博憲 門別 下河辺牧場 ４７６＋１６２：００．７５ １７６．７�
１１ � エフテークリニック 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也深野 茂雄氏 根本 康広 三石 前田 宗将 ５２８－１６２：０１．５５ ６６．７�
４６ ベストオブゴールド 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人 �グリーンファーム 奥平 真治 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ５２２＋ ２２：０２．７７ １４０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，４６０，５００円 複勝： ３０，２１２，４００円 枠連： ３１，２４７，７００円

普通馬連： １０１，１４７，３００円 馬単： １１５，００１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０４８，４００円

３連複： １３９，４５６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４７２，５７４，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（５－７） １，４８０円

普通馬連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ５，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２８０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５４６０５ 的中 � １８８６９（４番人気）
複勝票数 計 ３０２１２４ 的中 � ２８３８１（３番人気）� ５２０７５（２番人気）� １１６５３８（１番人気）
枠連票数 計 ３１２４７７ 的中 （５－７） １５６５５（６番人気）
普通馬連票数 計１０１１４７３ 的中 �� ３０５９９（８番人気）
馬単票数 計１１５００１８ 的中 �� １６１６１（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００４８４ 的中 �� ９８５０（８番人気）�� ２６４９８（２番人気）�� ４９１４５（１番人気）
３連複票数 計１３９４５６０ 的中 ��� １０１８４１（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１２．９―１３．３―１２．７―１２．７―１３．２―１３．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３７．８―５１．１―１：０３．８―１：１６．５―１：２９．７―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．３
１
３
１２（５，１１）（４，２，１０）７（３，８）（１，６，１４）９－（１５，１３）・（１２，５，１１）１０（４，２）（９，７）（１，３，８，１４）－１３－（６，１５）

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

勝馬の
紹 介

スプリングザスパ �
�
父 エイシンワシントン �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００５．６．２５ 函館８着

２００３．４．４生 牡３鹿 母 スプリングジニア 母母 カツクインカール １５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔発走状況〕 ベストオブゴールド号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。

ナムラキャラバン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ベストオブゴールド号・ナムラキャラバン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エフテークリニック号・ベストオブゴールド号は，平成１８年１０月１７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〕 セイウンノセイセン号は，平成１８年１０月１７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 グランドエスケープ号（疾病〔両前肢挫創〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キクノポロロッカ号



２６０４０ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （ダート・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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

８１６ セントラルボーイ 牡２青鹿５４ 江田 照男玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社
飯田牧場 ４６６ ―１：１４．０ ２０．５�

４８ レインボールシファ 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹飯田総一郎氏 柴崎 勇 門別 千葉飯田牧場 ４７８ ― 〃 クビ ５３．４�
２４ � マルターズドーラ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Yoshio Fujita ４５６ ―１：１４．４２� ３．２�
２３ � ミ ザ ル ー 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝�瀬 真尚氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６６ ―１：１４．７１	 ３．４�
３６ � アイアムレギュラー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４７４ ― 〃 クビ ７．５�
５９ 
 ディオンローズ 牝２青鹿 ５４

５２ △大野 拓弥田中 昇氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 ４８０ ―１：１５．０１�＋� ２４．２�
８１５ サムデイシュアー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義	ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４５６ ―１：１５．２１� １１．１

３５ ラッキークロフネ 牡２栗 ５４ 岩田 康誠井手 義裕氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４４６ ― 〃 ハナ １６．３�
４７ � ジェイキング 牡２鹿 ５４ 木幡 初広松尾 正氏 石毛 善彦 英 Darley ４７８ ― 〃 アタマ ８．３�
５１０ クロコレーヌ 牝２鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４７６ ―１：１５．４１ ２０．６
７１３
 ジョイントゥジョイ 牝２鹿 ５４ 菊沢 隆徳�コオロ 萱野 浩二 門別 庄野牧場 ４３６ ― 〃 ハナ ２１３．９�
７１４ コスモシウテクトリ 牡２黒鹿５４ 武 幸四郎 �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 浦河 林農場 ４７０ ―１：１５．５� ７４．８�
１１ � エスデイブレイク 牡２鹿 ５４ 高山 太郎斉藤 猛氏 本郷 一彦 門別 中川 浩典 ４２６ ―１：１６．０３ ２５０．３�
１２ 
� アポロターボ 牡２黒鹿５４ 池田 鉄平アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 門別 門別 敏朗 ４９０ ―１：１６．２１� １９０．７�
６１２ ヨシヴァーティカル 牡２鹿 ５４ 中舘 英二田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４１８ ―１：１９．２大差 ４３．０�
６１１ マルターズダコダ 牡２鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人藤田与志男氏 斎藤 誠 新冠 村上 雅規 ４６６ ― （降着） ２５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２０９，６００円 複勝： ２０，１００，３００円 枠連： ４０，０１７，９００円

普通馬連： ８６，８２０，３００円 馬単： ８９，９１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８０９，７００円

３連複： １１３，０２９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，９０１，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ４７０円 � １，０７０円 � １５０円 枠 連（４－８） ２，４００円

普通馬連 �� ４５，６４０円 馬 単 �� ８６，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，６４０円 �� １，３７０円 �� ３，０５０円

３ 連 複 ��� ６４，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２０９６ 的中 � ７４１０（７番人気）
複勝票数 計 ２０１００３ 的中 � ９３０２（７番人気）� ３７０１（１２番人気）� ５２５４６（１番人気）
枠連票数 計 ４００１７９ 的中 （４－８） １２３２７（９番人気）
普通馬連票数 計 ８６８２０３ 的中 �� １４０４（７６番人気）
馬単票数 計 ８９９１４０ 的中 �� ７６８（１３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８０９７ 的中 �� ５７０（６７番人気）�� ４２３１（１３番人気）�� １８３２（３７番人気）
３連複票数 計１１３０２９８ 的中 ��� １２９３（１４８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．５―１２．５―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．２―４７．７―１：００．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．８
３ ・（４，８）７，１６，１２（３，９）６（５，１１）－１０（１，２，１４）１５－１３ ４ ・（４，８）（７，１６）－（３，９）（５，６）１１－１２（１，２，１０）１４－（１３，１５）

勝馬の
紹 介

セントラルボーイ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ヴァレンティ 初出走

２００４．５．１０生 牡２青鹿 母 トゥモローブリッジ 母母 サラトガフラッシュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ディオンローズ号・マルターズダコダ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔降着〕 マルターズダコダ号は，６位〔タイム１分１４秒９，着差１�馬身〕に入線したが，発走直後に急に外側に斜行して

「ヨシヴァーティカル」号，「ジョイントゥジョイ」号，「コスモシウテクトリ」号および「サムデイシュアー」号の走行を妨害したため１６着
に降着。

〔制裁〕 マルターズダコダ号の騎手吉田隼人は，発走直後に急に外側に斜行したことについて平成１８年９月２３日から平成１８年９月
２４日まで騎乗停止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 マルターズダコダ号は，平成１８年９月１８日から平成１８年１０月８日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

〔その他〕 ヨシヴァーティカル号は，発走直後に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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 サーキットレディ号・スキップザデュー号・タロウヒサワン号・トーセンアポロン号・ヒシプレミア号・

ベルモントエルフ号・ベルモントムーラン号・レイクヘリオス号



２６０４１ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：３３．４
１：３３．４

良

良

５５ �� スガノキング 牡２黒鹿５４ 木幡 初広菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 沖田 哲夫 ４８８ ―１：３６．７ １６．５�

２２ � ホクトスルタン 牡２芦 ５４ 柴田 善臣布施壽賀子氏 加藤 和宏 三石 ダイイチ牧場 ４７６ ― 〃 クビ ２２．３�
４４ � カタマチボタン 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３６．８� １４．１�
８１１� ラッシュモア 牡２鹿 ５４ 吉田 豊齊藤四方司氏 浅野洋一郎 静内 千代田牧場 ４６６ ― 〃 ハナ ９．０�
３３ 	 エレクトロベル 牡２青鹿５４ 岩田 康誠青山 洋一氏 池江 泰寿 米 David S.

Milch ４３６ ―１：３７．４３
 １．８�
１１ スプリングレリア 牝２栗 ５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 清水 誠一 ４４０ ―１：３７．５クビ ７７．６�
７１０� マドリードシチー 牡２栗 ５４ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 中野渡清一 浦河 上山牧場 ４４８ ―１：３７．８１� １１４．７	
６８ � ダッシュタイカン 牡２黒鹿５４ 藤田 伸二石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７８ ―１：３８．２２
 ２３．４

８１２	 ワンダフルドーラ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Yoshio Fujita ５２６ ―１：３８．３クビ ４．０�
７９ リンガスビート 牡２鹿 ５４ 田中 勝春伊藤 巖氏 境 征勝 静内 服部 牧場 ４７０ ―１：３８．５１
 １４．２�
５６ ビカムアレジェンド 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４６６ ― 〃 クビ ２０６．９
６７ マザーピクシー 牝２鹿 ５４ 中舘 英二金田 成基氏 嶋田 潤 様似 清水スタッド ４５４ ―１：３８．７１
 ２３５．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，７０５，３００円 複勝： ２２，９８３，７００円 枠連： ２９，７９０，６００円

普通馬連： ８３，４３０，６００円 馬単： １０９，２６９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６２９，２００円

３連複： １１２，７２１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４０３，５３０，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ３７０円 � ５５０円 � ４４０円 枠 連（２－５） １０，３２０円

普通馬連 �� ８，１００円 馬 単 �� １８，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５４０円 �� １，７１０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ２３，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７０５３ 的中 � １１３４６（６番人気）
複勝票数 計 ２２９８３７ 的中 � １７０４８（５番人気）� １０６８１（７番人気）� １３９４３（６番人気）
枠連票数 計 ２９７９０６ 的中 （２－５） ２１３２（２１番人気）
普通馬連票数 計 ８３４３０６ 的中 �� ７６０７（２５番人気）
馬単票数 計１０９２６９９ 的中 �� ４３５１（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６２９２ 的中 �� ２０８０（２７番人気）�� ３１４６（１９番人気）�� ２５７３（２３番人気）
３連複票数 計１１２７２１６ 的中 ��� ３５３９（５２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．０―１２．２―１２．４―１２．２―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．１―４８．３―１：００．７―１：１２．９―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０

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

・（１，１２）（２，８）－５（３，６，７）１０－１１，４，９・（１，２，１２）（８，５，４）３（６，７，１０）１１－９
勝馬の
紹 介

�
�
スガノキング �

�
父 キングヘイロー �

�
母父 Tasso 初出走

２００４．４．３生 牡２黒鹿 母 スピードスルー 母母 スルーシーツー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０４２ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第６競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

６１１�� トーセンクルーズ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 ４６６± ０２：１５．２ ２．９�

４８ � シルクヴェルディ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一有限会社シルク清水 英克 新冠 ムラカミファーム B４６６± ０２：１５．３� ６．０�
３６ リアルリアル 牝３鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 嶋田 潤 静内 田中 裕之 ４４４＋ ４２：１６．１５ ２１５．７�
４７ � リ ス ペ ッ ト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松下 征弘氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４５２－ ４２：１６．２� ２３．９�
５９ � ミツアキファイヤー 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 新冠 グラッドホースパーク B５２４± ０ 〃 ハナ ２５．２�
２４ �� マイネルアントス 牡３芦 ５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ヤマタケ牧場 ５１６＋ ２２：１６．５１� ７．４	
２３ レディジュピター 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４１２＋ ２ 〃 ハナ １５．９

８１６ ローリエビレッジ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠山本 精一氏 岩城 博俊 三石 原口牧場 ４５４± ０２：１７．０３ ６３．０�
７１５� サクラキセキ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B５０８＋ ４２：１７．２１� １８．５�
７１３� ヒシカツテイオー �３鹿 ５６ 伊藤 直人阿部 雅英氏 小林 常泰 早来 田口 廣 ４１４＋ ２ 〃 アタマ １８２．７
１２ � ニシノツバメ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４５２＋ ８２：１７．４１	 １７４．６�
８１８� レ セ パ セ 牡３栗 ５６ 松岡 正海�ターフ・スポート相沢 郁 浦河 ミルファーム ４５０＋ ４２：１７．６１� １５２．３�
１１ � ダイワアデオス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 追分 追分ファーム ５２８－ ６ 〃 アタマ ２．９�
６１２ ミツバシーケンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也尾野 敬次氏 根本 康広 平取 池田牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ２８０．０�
３５ � モールドコウスケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水出 大介小西 秀男氏 松山 康久 青森 北村 守彦 ４５２± ０ 〃 アタマ １８４．２�
８１７�� トーセンスノーマン 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳島川 �哉氏 奥平 真治 門別 柴田 節子 ４５０－ ２２：１７．９１� ２８７．０�
５１０ ミスユニコーン 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康ジョイ・レースホース� 高橋 祥泰 浦河 杵臼牧場 ４１４－ ６２：１８．５３� ５１２．５�
７１４� ピックアウト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�前川企画 伊藤 正徳 青森 太田ファーム ４７２＋ ２２：１８．８１� １２３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，０７７，２００円 複勝： ３２，１００，１００円 枠連： ３８，３１４，２００円

普通馬連： １１７，０８４，４００円 馬単： １０８，１１１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５０６，８００円

３連複： １４３，８６５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４９４，０５９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２，７１０円 枠 連（４－６） ５４０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ６，２５０円 �� １２，５１０円

３ 連 複 ��� ４３，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０７７２ 的中 � ７３２５１（１番人気）
複勝票数 計 ３２１００１ 的中 � ９０４８１（１番人気）� ４０２５９（３番人気）� １９６１（１３番人気）
枠連票数 計 ３８３１４２ 的中 （４－６） ５２４１６（２番人気）
普通馬連票数 計１１７０８４４ 的中 �� １１３５７８（２番人気）
馬単票数 計１０８１１１３ 的中 �� ５６９７９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５０６８ 的中 �� ２４７０８（２番人気）�� １０３１（４４番人気）�� ５１２（６５番人気）
３連複票数 計１４３８６５２ 的中 ��� ２４３３（９０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１２．０―１２．６―１２．９―１２．５―１２．２―１２．１―１２．０―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２３．９―３５．９―４８．５―１：０１．４―１：１３．９―１：２６．１―１：３８．２―１：５０．２―２：０２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
１
３

１１（１３，１６）（１，７，１０，１４）５，８，１２（６，１５）４，３（９，１８）－（２，１７）
１１（１３，１６）（１，７，１４）（５，１５，１０，８，１２）（６，３，１８）（４，９，１７，２）

２
４

１１（１３，１６）（１，７，１０，１４）（５，８）１２（６，１５）４，３（９，１８）－（２，１７）
１１，１６（１，１３，８）７（５，６，１５）（４，３）（９，１４，１２）（１０，２）－（１７，１８）

勝馬の
紹 介

�
�
トーセンクルーズ �

�
父 ステイゴールド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００５．１２．１１ 中山７着

２００３．３．２６生 牡３鹿 母 ターフオーシャン 母母 カミノポイント ９戦１勝 賞金 １３，５５０，０００円
〔騎手変更〕 ニシノツバメ号の騎手宗像徹は，調教中の負傷のため小野次郎に変更。
〔発走状況〕 ダイワアデオス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔３走成績による出走制限〕 ミスユニコーン号は，平成１８年１０月１７日まで平地競走に出走できない。



２６０４３ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１６ アーマメント 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝ロイヤルファーム� 国枝 栄 鵡川 ロイヤルファーム ５１２－ ４１：１２．５ ２．２�

２４ � ナウシカトウショウ 牝５鹿 ５５ L．イネス トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４３４＋ ４１：１３．０３ ８０．７�

（新）

１１ � タ マ マ リ ア 牝３青鹿５３ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８０＋ ４１：１３．３１� ２０．８�
６１２ ジェイケイボストン �３黒鹿５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４９６＋ ８ 〃 ハナ ４．５�
５１０ トレトレジョリ 牝６鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５０４－１０１：１３．６２ １０．７�
７１３� ローレルハンバーバ 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲水出 大介 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４８０＋１０１：１３．９１� １１３．１	
１２ � サウスオーカン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４９２± ０１：１４．２１� １３２．５

８１５� スガーフォーティー 牡４鹿 ５７ 江田 照男菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 田上 稔 ４４６＋ ８ 〃 アタマ ３１．９�
４８ 	 フレンチティー 牝４栗 ５５

５３ △大野 拓弥 �社台レースホース萱野 浩二 追分 追分ファーム ５０８＋ ８ 〃 アタマ １２０．３�
３５ ベルモントバレット 牡３鹿 ５５ 石橋 脩 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４２８－ ２１：１４．３
 １９．９
４７ ウメノレイメイ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹楳津 繁氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 ４９０－１２ 〃 ハナ １１６．４�
３６ ジェットバニヤン 牡３鹿 ５５ 田中 勝春津村 靖志氏 河野 通文 千歳 ロイヤルファーム ４７４－ ２１：１４．４� ４．２�
５９ グレートモア 牡３鹿 ５５ 伊藤 直人堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４７６± ０１：１４．６１
 ４２．１�
７１４	 ジーガーアジュール 牝５鹿 ５５ 小林 淳一�ジーガー 清水 英克 新冠 須崎牧場 B５００－１０１：１４．７
 １０２．６�
２３ シノワールド 牝３鹿 ５３ 高山 太郎志野 昭夫氏 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４７４＋１０１：１６．０８ ４２．８�
６１１� スーパーパンサー 牡３鹿 ５５ 中舘 英二浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 片田 保 ４７４＋ ６１：１６．１
 １８３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７３５，５００円 複勝： ３２，９７７，８００円 枠連： ３９，４８７，２００円

普通馬連： １５２，５００，６００円 馬単： １３０，５０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４４７，６００円

３連複： １７４，１７４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５９２，８３３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � １，２３０円 � ６２０円 枠 連（２－８） ３，２７０円

普通馬連 �� ７，２６０円 馬 単 �� ９，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１２０円 �� ９６０円 �� １０，６４０円

３ 連 複 ��� ３６，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７７３５５ 的中 � １０３３４３（１番人気）
複勝票数 計 ３２９７７８ 的中 � １０２２７６（１番人気）� ５０１４（１１番人気）� １０５７９（８番人気）
枠連票数 計 ３９４８７２ 的中 （２－８） ８９３６（１０番人気）
普通馬連票数 計１５２５００６ 的中 �� １５５１６（２０番人気）
馬単票数 計１３０５０９６ 的中 �� １０３６０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４４７６ 的中 �� ４１０７（２１番人気）�� ９４９８（９番人気）�� ７９２（６５番人気）
３連複票数 計１７４１７４９ 的中 ��� ３５４９（８７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１２．５―１２．８―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４６．１―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．９
３ ・（３，６）（１０，１６）（５，１２）１４，１１（９，１３）（２，４）７－（１，８，１５） ４ ３（６，１０，１６）（５，１２）－（１３，１４，４）２（９，１１，１，７）（８，１５）

勝馬の
紹 介

アーマメント �
�
父 ブ ロ ッ コ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００５．４．１７ 福島３着

２００２．４．９生 牡４栗 母 シンプルザベスト 母母 Larida ９戦３勝 賞金 ３０，１３８，０００円
〔騎手変更〕 トレトレジョリ号の騎手津村明秀は，第２競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔３走成績による出走制限〕 ウメノレイメイ号は，平成１８年１０月１７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 レオベルリン号
※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。



２６０４４ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５９ �� ドラゴンキャプテン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二�テンジン 矢野 照正 門別 長田ファーム ５０２＋ ８１：４８．８ ５．８�

７１２ ドクターグリム 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４５２－ ２１：４８．９クビ ３．３�
６１１ ビュレットライナー 牡４黒鹿 ５７

５５ △大野 拓弥 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４６２＋ ２１：４９．０	 １９．１�
３４ �
 アイアムザヒロイン 牝５鹿 ５５ 田中 剛堀 紘一氏 奥平 雅士 様似 清水スタッド ４７４＋ ２１：４９．１� １５３．４�
６１０ ショウナンアルス 牝３青 ５２ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４２＋１０１：４９．３１� １１．５�
４７ マイネシャーナ 牝５鹿 ５５ 小野 次郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 門別 白井牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ８．４	
４６ � ワインアドバイザー 牡３青鹿５４ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B４６６＋ ８１：４９．４クビ ２５．３

３５ � ドッグソウレインボ 牡４鹿 ５７ 江田 照男北所 直人氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４３２－ ６ 〃 クビ ７７．５�
２２ � ドリームパラソル 牝３鹿 ５２ 横山 典弘飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４２８＋ ２１：４９．８２	 １４．６�
７１３� ヤマニンイグナイト 牡３栗 ５４ 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４２２－ ６１：５０．０１	 ３．７
８１４� シルクアワード 牝５黒鹿５５ 南田 雅昭有限会社シルク佐々木亜良 新冠 石田牧場 ４２０＋ ４１：５０．２１� ３８５．０�
８１５� マキノタキシード 牡３鹿 ５４ 北村 宏司島宮 萬喜氏 土田 稔 浦河 桑田 正己 ４３０－ ４１：５０．７３ ３２．２�
２３ �� テツタイソン 牡３青鹿５４ 郷原 洋司高村 伸一氏 武藤 善則 門別 野島牧場 ４７０＋２０ 〃 クビ ９５．８�
５８ ムーヴスター 牡３青鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５８－ ４１：５０．８クビ １６．９�
１１ � マイネルネオス 牡３鹿 ５４ 大西 直宏 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－１２１：５３．５大差 ３４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３２８，３００円 複勝： ３１，５２１，０００円 枠連： ４６，０１７，５００円

普通馬連： １４１，９１２，５００円 馬単： １１８，７８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４６３，７００円

３連複： １７７，１８８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５７４，２１３，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � ４３０円 枠 連（５－７） ５５０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２，１００円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３２８３ 的中 � ３３４２４（３番人気）
複勝票数 計 ３１５２１０ 的中 � ２６２５６（４番人気）� ８６７３３（１番人気）� １４６５０（８番人気）
枠連票数 計 ４６０１７５ 的中 （５－７） ６２０４７（１番人気）
普通馬連票数 計１４１９１２５ 的中 �� ８２７９６（３番人気）
馬単票数 計１１８７８１８ 的中 �� ３２４７５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４６３７ 的中 �� １９０１５（３番人気）�� ３７９９（２７番人気）�� ９４１３（９番人気）
３連複票数 計１７７１８８６ 的中 ��� ２４８４９（１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．４―１２．０―１２．０―１２．２―１１．９―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．８―４８．８―１：００．８―１：１３．０―１：２４．９―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３
１１，１０（６，１５）１３（２，９）（４，８，１２）（３，１４）（５，７）－１
１１，１０（６，１５）（９，１３）（２，８，１２）（４，１４）３，７，５－１

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

勝馬の
紹 介

�
�
ドラゴンキャプテン �

�
父 アンバーシヤダイ �

�
母父 リアルシヤダイ （５戦０勝 賞金 ６，５４４，０００円）

２００１．４．１７生 牡５鹿 母 ラグーナブランカ 母母 ヒメヒロイン １１戦２勝 賞金 ２５，４００，０００円
地方デビュー ２００３．９．２１ 高崎

〔騎手変更〕 ワインアドバイザー号の騎手津村明秀は，第２競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルネオス号は，平成１８年１０月１７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〕 シルクアワード号は，平成１８年１０月１７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スーパーキャノン号・プレザントレイク号・ユキノマーメイド号
（非抽選馬） ３頭 イッテン号・カツヨカムトゥルー号・シャチョマンユウキ号



２６０４５ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

え ど が わ

江 戸 川 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．９．１７以降１８．９．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４８ ワキノエクセル 牡４青鹿５５ 北村 宏司脇山 良之氏 音無 秀孝 追分 追分ファーム ４９４± ０１：５３．９ ４．０�

７１４ グランドハリケーン 牡５鹿 ５５ 吉永 護�グランド牧場 松山 康久 静内 グランド牧場 ４６４－１２１：５４．０� ２５．３�
３６ � ハルクバニヤン 牡４栗 ５５ 柴田 善臣津村 靖志氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８８－ ６１：５４．４２� ６．７�
３５ � ダイヤモンドスター 牡６栗 ５３ 吉田 隼人ジョイ・レースホース� 鈴木 伸尋 新冠 長浜 秀昭 ４７０－ ４ 〃 アタマ ６６．１�
８１５ ホーマンオブジェ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠久保 久人氏 安田 隆行 浦河 大島牧場 ５０４－１０ 〃 アタマ ２９．４�
６１２	 セプターレイン 牡４鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５２＋ ２１：５４．７１
 ２５．８	
５１０ ダイワオンディーヌ 牝３芦 ５０ 武士沢友治大城 敬三氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４４８＋２０１：５４．８
 ８２．２

７１３ ピサノバンキッシュ 牡３鹿 ５４ 藤田 伸二市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５２０－ ４ 〃 ハナ ５．７�
８１６ アラビアンナイト 牡５鹿 ５４ 石橋 脩 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 森 牧場 ４８６－１０１：５４．９
 ３４．０�
１２ ホーマンラフィット 牡４栗 ５４ 吉田 豊久保 久人氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４５８－ ４１：５５．０� ３１．４
５９ � フィールドオアシス 牡３鹿 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４３４－ ６ 〃 ハナ ６．１�
１１ �	 バイオレットボス 牡７鹿 ５１ 石神 深一中野 銀十氏 境 直行 浦河 市川牧場 ４５４－ ４１：５５．３１
 ８５．４�
２４ � チザルピーノ 牡５鹿 ５５ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム B５２０－１０ 〃 クビ １９．１�
６１１ リワードジオン 牡４栗 ５４ 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 B５１４－ ４１：５５．４� ５６．７�
２３ � ハードオブプレイ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義津田 一男氏 西橋 豊治 静内 藤川フアーム B４９６－ ６ 〃 ハナ ４．６�
４７ 	 フローリッシュ 牝５栗 ５４ 村田 一誠�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４６４＋ ２１：５６．４６ ３９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５５８，６００円 複勝： ６０，７５７，９００円 枠連： ５４，８４４，４００円

普通馬連： ２４１，６４９，３００円 馬単： １５９，８３６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，１９１，５００円

３連複： ２１３，４９０，８００円 ３連単： ５００，０６１，８００円 計： １，３２０，３９１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ９３０円 � ２２０円 枠 連（４－７） １，０１０円

普通馬連 �� １２，５４０円 馬 単 �� ２２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５１０円 �� ６５０円 �� ４，９３０円

３ 連 複 ��� ２７，１６０円 ３ 連 単 ��� １７５，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３４５５８６ 的中 � ６８５４０（１番人気）
複勝票数 計 ６０７５７９ 的中 � １１８１７９（１番人気）� １２７０４（１２番人気）� ７６２１０（５番人気）
枠連票数 計 ５４８４４４ 的中 （４－７） ４０４６２（２番人気）
普通馬連票数 計２４１６４９３ 的中 �� １４２２２（４０番人気）
馬単票数 計１５９８３６８ 的中 �� ５２２４（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５１９１５ 的中 �� ３７４７（４０番人気）�� ２２６６８（６番人気）�� ２６５３（５４番人気）
３連複票数 計２１３４９０８ 的中 ��� ５８０２（８２番人気）
３連単票数 計５０００６１８ 的中 ��� ２１０５（４９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．４―５０．４―１：０２．８―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．７
１
３

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

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

ワキノエクセル �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Danzig デビュー ２００４．１０．１７ 京都８着

２００２．２．２６生 牡４青鹿 母 ク ロ ー ズ 母母 Far ９戦４勝 賞金 ４３，３９１，０００円
〔騎手変更〕 ダイヤモンドスター号の騎手津村明秀は，第２競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エプソムボス号・ニシノグレイシャ号・ボスポラス号・リュウゴールド号



２６０４６ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�

か ず さ

上 総 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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ � マ シ ュ リ ク 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：３３．６ ２．０�

８１４ ビッグカポネ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４６－１０１：３３．９１� ３．３�
８１３�	 グレートバルサー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４６４－ ８ 〃 クビ ２６．３�
７１２ ジュラナスリング 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４４８－ ４１：３４．０� ４１．８�
４５ � レインボーロマンス 牝５鹿 ５５ 石神 深一 �賀張中川牧場 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ６５．６�
２２ � カームブレイカー 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４６＋ ８１：３４．１クビ ９９．９�
７１１� サクライナセ 
５鹿 ５７ 藤田 伸二	さくらコマース的場 均 静内 八田ファーム ５０６± ０１：３４．３１� ８．６

４６ オークルーム 牝６青 ５５ 村田 一誠岡田 牧雄氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４５８＋ ４ 〃 クビ ３１７．４�
６１０ サイレントアスク 牝５栗 ５５ 横山 典弘	ティーエイチ 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ １０．０�
３４ エピストラー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 隆栄牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ２１５．０
５８ オートゼウス 牡７黒鹿５７ 小林 淳一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４８４＋１０ 〃 アタマ ４２．５�
３３ � エ ミ ナ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 和田 正道 愛 M. H. Ings B４６４＋１４１：３４．６１� １５．３�
６９ マイネルアルバ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 真歌田中牧場 ４７６± ０１：３４．７� １１８．６�
５７ � ディアプルーデンス 牡４鹿 ５７ 江田 照男阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 ムラカミファーム ４４０± ０１：３５．５５ ３８．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，９８１，４００円 複勝： ５４，１４９，２００円 枠連： ５９，８３６，８００円

普通馬連： ２７１，３８３，７００円 馬単： ２０５，００９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，７６３，９００円

３連複： ２１５，９８８，２００円 ３連単： ５８６，９６０，９００円 計： １，４９８，０７３，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（１－８） ３１０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ７１０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� ３，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４４９８１４ 的中 � １８５６８８（１番人気）
複勝票数 計 ５４１４９２ 的中 � １６７０１５（１番人気）� １２７８２９（２番人気）� ３０２６７（５番人気）
枠連票数 計 ５９８３６８ 的中 （１－８） １４７１４５（１番人気）
普通馬連票数 計２７１３８３７ 的中 �� ５３８４４６（１番人気）
馬単票数 計２０５００９８ 的中 �� ２６５２１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９７６３９ 的中 �� １１３３４８（１番人気）�� １７５１８（９番人気）�� １７７９７（７番人気）
３連複票数 計２１５９８８２ 的中 ��� ８９１７４（４番人気）
３連単票数 計５８６９６０９ 的中 ��� １１３７１８（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３４．６―４６．２―５８．１―１：０９．８―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

�マ シ ュ リ ク �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．５ 中山１着

２００３．５．３生 牡３鹿 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン ４戦３勝 賞金 ３４，８９８，０００円



２６０４７ ９月１７日 曇 良 （１８中山４）第４日 第１１競走 ��
��２，２００�第６０回ラジオ日本賞セントライト記念（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
ラジオ日本賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２４６，０００円 ３５６，０００円 １７８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５９ トーセンシャナオー 牡３栗 ５６ L．イネス 島川 �哉氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４３８－２０２：１３．１ ６７．８�
（新）

３５ � トウショウシロッコ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６２－ ２２：１３．３１� １１．３�

２４ ミストラルクルーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９０＋ ４２：１３．４� ２８．５�
２３ �� テンシノゴールド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ４０．０�
１２ �� キストゥヘヴン 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４４２＋２０２：１３．５クビ １１．８	
７１３� フサイチジャンク 牡３青鹿５６ 岩田 康誠関口 房朗氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ２．４

６１２ トロフィーディール 牡３鹿 ５６ 田中 勝春青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４５２－ ４２：１３．６� ５５．３�
４７ � ニシノアンサー 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ １４１．８�
７１４� インテレット 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ １２．２
８１７	 ミレニアムウイング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Western

Bloodstock B４８０＋ ２２：１４．０２� ４．２�
８１６ パッシングマーク 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６２：１４．２１� ４５．４�
１１ ダイワバゼラード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６８－１６２：１４．３� １９４．４�
３６ � ユキノアサカゼ 牡３栗 ５６ 小野 次郎馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５０６－ ８２：１４．４� ２００．４�
５１０� ニシノフリーダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３２＋ ４２：１４．５� ３６．３�
８１５� マイネルハイアップ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀 宣行 新冠 中村農場 B４７０－ ８２：１４．８２ ２２４．２�
４８ � ネヴァブション 牡３黒鹿５６ 石橋 脩�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７４＋１０ （競走中止） ８０．８�
６１１ マツリダゴッホ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４７０－ ４ （競走中止） ６．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １４１，３１８，６００円 複勝： １７９，２７２，５００円 枠連： １９８，７７７，１００円

普通馬連： １，０６７，５６２，２００円 馬単： ７１３，９４８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０４，８９０，８００円

３連複： ８５９，９１３，０００円 ３連単： ２，０４７，９２８，４００円 計： ５，４１３，６１１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６，７８０円 複 勝 � １，４４０円 � ２９０円 � ６２０円 枠 連（３－５） ５，８２０円

普通馬連 �� １８，４１０円 馬 単 �� ４８，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６００円 �� ９，１２０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ７４，３７０円 ３ 連 単 ��� ５１６，０１０円

票 数

単勝票数 計１４１３１８６ 的中 � １６４４７（１２番人気）
複勝票数 計１７９２７２５ 的中 � ２９２１５（１２番人気）� １８９４２２（４番人気）� ７４２８２（７番人気）
枠連票数 計１９８７７７１ 的中 （３－５） ２５２３６（２２番人気）
普通馬連票数 計１０６７５６２２ 的中 �� ４２８０９（４８番人気）
馬単票数 計７１３９４８５ 的中 �� １０７９３（１０６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０４８９０８ 的中 �� １０９４８（４７番人気）�� ５４７４（６７番人気）�� ２０７８８（２６番人気）
３連複票数 計８５９９１３０ 的中 ��� ８５３４（１６２番人気）
３連単票数 計２０４７９２８４ 的中 ��� ２９２９（９４３番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．６―１１．９―１２．２―１２．５―１２．４―１２．２―１２．０―１２．０―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．０―２３．６―３５．５―４７．７―１：００．２―１：１２．６―１：２４．８―１：３６．８―１：４８．８―２：００．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
１
３
７（９，１５，１７）（５，６，１４）（２，１１）（４，８，１２）（１３，１６）（３，１０）－１
７（９，１７，６，１４）（１５，１１，１２）５（２，８，１３，１６）４（１，３，１０）

２
４
７（９，１７）１５（５，６）（２，１４）（４，１１，１２）８（１３，１６）３，１０－１・（７，９）（５，１７，１４）（６，１２）（４，１５，１３，１６）（２，３，１０）１

勝馬の
紹 介

トーセンシャナオー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００５．９．１０ 阪神８着

２００３．３．２４生 牡３栗 母 ジョウノエンジェル 母母 ザ ン ベ ー ジ １０戦１勝 賞金 ７０，４９８，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔競走中止〕 マツリダゴッホ号は，４コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ネヴァブション号は，４コーナーで，落馬した「マツリダゴッホ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※一般事項Ⅴ－２の（４）によりトーセンシャナオー号・トウショウシロッコ号・ミストラルクルーズ号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走でき
る。
※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。



２６０４８ ９月１７日 小雨 良 （１８中山４）第４日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６１２� ダンスフォーウィン 牡３青鹿５５ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４６６－１０１：３４．５ １．６�

３６ � マイネルスカット 牡３黒鹿５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４８４± ０１：３４．８１� ５２．８�

７１４ ピサノアリュメール 牝４青 ５５ 岩田 康誠市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０＋ ８１：３５．０１� １５．５�
２４ シーユーサンデー 牝３栃栗５３ 田中 勝春 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４７８－ ４１：３５．１� ４．９�
３５ ウエスタンクィーン 牝４黒鹿５５ 吉田 豊西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４３０＋ ６ 〃 ハナ ２２．９�
１２ 	 トウショウタイタン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１４＋ ２１：３５．３１� １３８．９	
４７ 
	 コスモラバンジン 牡３鹿 ５５ 大西 直宏 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４５４＋１４１：３５．５１� ４１．３

２３ 	 ラ ム グ レ ス 牝３鹿 ５３ 木幡 初広水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ ６５．９�
８１６
 タ マ ヒ カ ル 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 新冠 村上牧場 ４６８＋１６ 〃 アタマ ６０．７�
１１ クリスタルローズ 牝３栗 ５３ 村田 一誠野澤 智氏 内藤 一雄 新冠 田渕牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １７７．２�
８１５� ミヤコタイガー 牡３栗 ５５ 北村 宏司吉田喜代司氏 古賀 慎明 青森 明成牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ５７．６�
６１１� バウンシングボマー 牡３栗 ５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ １７．１�
５１０� テントゥワン 牡３黒鹿５５ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３０＋ ２１：３５．９２� １３３．６�
４８ �
 ダンツバクシンオー 牡３鹿 ５５ 小野 次郎山元 哲二氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 ５０４＋１０１：３６．１１� ２０３．１�
５９ � タイキクラリティ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 大樹 大樹ファーム B５００＋ ４ 〃 ハナ ９．４�
７１３ アサクサブラボー 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二田原源一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：３６．２� ２４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，６２９，４００円 複勝： ４９，２３３，８００円 枠連： ６６，７２９，２００円

普通馬連： ２３９，７４６，０００円 馬単： １９３，６４６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，６４２，５００円

３連複： １８５，５１７，８００円 ３連単： ５１１，８２１，７００円 計： １，３４７，９６７，０００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � ６１０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ８３０円

普通馬連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ５，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ５６０円 �� ６，６２０円

３ 連 複 ��� １３，９６０円 ３ 連 単 ��� ６２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ４７６２９４ 的中 � ２３６００８（１番人気）
複勝票数 計 ４９２３３８ 的中 � １８６７１２（１番人気）� １３７７３（９番人気）� ２９９１８（４番人気）
枠連票数 計 ６６７２９２ 的中 （３－６） ５９３８４（４番人気）
普通馬連票数 計２３９７４６０ 的中 �� ４６５４３（１４番人気）
馬単票数 計１９３６４６６ 的中 �� ２６８２０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３６４２５ 的中 �� ９４９８（１３番人気）�� ２５６９８（４番人気）�� １８７９（５３番人気）
３連複票数 計１８５５１７８ 的中 ��� ９８０８（４２番人気）
３連単票数 計５１１８２１７ 的中 ��� ６００９（１７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１１．４―１２．０―１２．０―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．１―５８．１―１：１０．１―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．４

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

勝馬の
紹 介

�ダンスフォーウィン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Housebuster デビュー ２００５．１０．２９ 東京２着

２００３．４．２７生 牡３青鹿 母 エムジーピッコロ 母母 Orseno ７戦２勝 賞金 ３１，４０４，０００円
〔騎手変更〕 マイネルスカット号の騎手津村明秀は，第２競走での落馬負傷のため安藤勝己に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グランデゴール号



（１８中山４）第４日 ９月１７日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２６７，０８０，０００円
２０，６８０，０００円
３，３１０，０００円
１，１４０，０００円
２，７２０，０００円
２８，４７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，３６０，０００円
５，０２１，０００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
４５２，７９５，１００円
５５６，９０９，９００円
６５５，４２１，１００円
２，６６８，５４６，２００円
２，１３２，４８９，６００円
５９１，３０５，３００円
２，５６２，３１８，８００円
３，６４６，７７２，８００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 １３，２６６，５５８，８００円

総入場人員 ４２，０８８名 （有料入場人員 ３９，２７１名）




