
２６０６１ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６日 第１競走 ��１，６００�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

１：３３．４
１：３３．４

良

良

５８ � マイネルブリアー 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 B４９４＋１０１：３６．３ ３．２�

２２ クロスホーリー 牡２栗 ５４ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７２－ ４ 〃 クビ ２１９．３�
６１０ ゲラウトマイウエイ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４４８－ ６１：３６．４� ７．２�
７１３�� オークロイヤル 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹後藤 繁樹氏 池上 昌弘 静内 泊 寿幸 ４５８± ０１：３６．９３ １４５．８�
２３ � コスモエターナル 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 浦河 田中 哲実 ４５４－ ２１：３７．１１� ３６．８�
８１５ ボレロビート 牝２黒鹿５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 草薙 利昭 ４５４－ ４ 〃 ハナ １．９	
４７ �� カヤドーブラン 牝２鹿 ５４ 小野 次郎黒澤 尚氏 根本 康広 三石 下屋敷牧場 ４３８± ０１：３７．２� １６．８

５９ � シンボリブラームス 牡２芦 ５４ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 門別 シンボリ牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ １６．１�
６１１ コスモミッドナイト 牡２芦 ５４ 柴田 善臣 �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± ０１：３７．３クビ １８０．３�
８１４�� リファーザベスト 牡２芦 ５４ 二本柳 壮村田 哲朗氏 鈴木 康弘 浦河 大柳ファーム ４２２± ０１：３７．５１� １５１．２
４６ � アンカラシチー 牡２鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４２０－ ６ 〃 ハナ １５７．０�
１１ アンブルソレール 牝２芦 ５４ 田中 勝春柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５２－１２１：３７．６� ２８．５�
７１２� トーセンダッシュ 牝２栗 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中野 栄治 浦河 金成吉田牧場 ４８０－ ２１：３７．７� １５．２�
３５ クリノマジョリカ 牡２栗 ５４ 五十嵐冬樹栗本 博晴氏 高橋 義博 門別 浦新 徳司 ４３０－ ４１：３８．１２� ２７８．５�

（北海道）

３４ � ショウブナンバー 牡２鹿 ５４ 石神 深一長塩 豊氏 加藤 和宏 青森 一山牧場 ４３２＋１４ 〃 クビ ３１７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，０５４，６００円 複勝： １６，７７６，５００円 枠連： ２０，９１４，０００円

普通馬連： ６７，０３８，５００円 馬単： ６８，４３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９１０，３００円

３連複： ８４，４７０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２９０，５９６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ３，４２０円 � ２４０円 枠 連（２－５） ３，３８０円

普通馬連 �� ４０，７６０円 馬 単 �� ５７，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，３３０円 �� ４５０円 �� ２０，９９０円

３ 連 複 ��� ７９，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５０５４６ 的中 � ３７２５２（２番人気）
複勝票数 計 １６７７６５ 的中 � ４５０６３（２番人気）� ８４８（１３番人気）� １７９３９（３番人気）
枠連票数 計 ２０９１４０ 的中 （２－５） ４５６９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６７０３８５ 的中 �� １２１４（４０番人気）
馬単票数 計 ６８４３２２ 的中 �� ８７２（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９１０３ 的中 �� ３６６（４６番人気）�� １１１１３（３番人気）�� １９７（６６番人気）
３連複票数 計 ８４４７０５ 的中 ��� ７８２（１００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３６．０―４７．９―５９．９―１：１１．９―１：２３．６

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルブリアー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．３０ 新潟８着

２００４．４．２０生 牡２黒鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 ロディーヒット号（疾病〔創傷性右角膜炎〕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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コウヨウトレロス号・パンプアップ号
（非抽選馬） ４頭 アクセルホッパー号・クリノトレジャー号・フィールフィット号・ユーワロンシャン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０６２ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６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

７１３ ヒカルラブハート 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 奥平 真治 早来 ノーザンファーム ５１８－１６１：１２．９ ２．９�

２３ ユウタージパング 牡３栗 ５６ 蛯名 正義上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ５１０＋ ６１：１３．１１� ２．９�
２２ セルジューク 牝３鹿 ５４ 中舘 英二皆川 博文氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４３４＋ ２１：１３．５２� １２２．４�
４７ � レーヌフレイバー 牝３栗 ５４ 小野 次郎松本 俊廣氏 西塚 安夫 新冠 タニグチ牧場 ４５８＋ ８１：１３．７１� ４．６�
７１２ サクラレスター 牡３芦 ５６ 五十嵐冬樹�さくらコマース藤原 辰雄 静内 新和牧場 ４８６－ ２１：１４．０２ ２２．２�

（北海道）

８１４ グラスビーナス 牝３黒鹿５４ 幸 英明半沢� 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４６８± ０１：１４．２１ １６１．８	
１１ � カンセイルーセント 牡３青鹿５６ L．イネス 山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 蛯名牧場 ４６０＋ ８ 〃 アタマ ７２．１


（新）

３４ � ヤマテプログレス 牡３栗 ５６ 石橋 脩崔 日坤氏 松永 勇 新冠 越湖牧場 ４８８＋１２１：１４．３� ３８．４�
５８ �� レイトレーサー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム ５１８－１８１：１４．４� １２．４�
６１０� ニシノジュリエッタ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４５０－ ２１：１４．８２� ３１４．４
６１１ ダイワダイハード 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 飛渡牧場 ５０２＋ ８１：１５．４３� ２２．９�
５９ オリエンタルバレー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４９６ ―１：１５．５� ８．８�
３５ � オウダシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 門別 山本 通則 ５１８ ―１：１５．７� ２１５．５�
８１５ ロリーポッパー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司畑 清介氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４５８－ ８１：１６．１２� ３６３．５�
４６ � ナモンゼウス 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�南原商事 本間 忍 浦河 近藤牧場 ５０２ ―１：１６．４２ ７３０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，６６５，９００円 複勝： ２０，９９２，６００円 枠連： ２４，９３８，９００円

普通馬連： ７８，１５０，４００円 馬単： ７９，７３４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２７２，１００円

３連複： ９７，０２５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３４１，７７９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １，５１０円 枠 連（２－７） ３３０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４，１２０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� ９，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６６５９ 的中 � ５６４７８（２番人気）
複勝票数 計 ２０９９２６ 的中 � ４８１４４（２番人気）� ５７９２３（１番人気）� １９９８（１０番人気）
枠連票数 計 ２４９３８９ 的中 （２－７） ５５９５６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８１５０４ 的中 �� １３７４９１（１番人気）
馬単票数 計 ７９７３４５ 的中 �� ６８１５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２７２１ 的中 �� ２９７０１（１番人気）�� １０３８（３３番人気）�� １４０８（２７番人気）
３連複票数 計 ９７０２５５ 的中 ��� ７２４０（２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．５―１２．６―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．２―４６．８―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルラブハート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Gulch デビュー ２００６．３．２５ 中山５着

２００３．２．１４生 牡３栗 母 スペシャルアラート 母母 So Cozy ４戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
※出走取消馬 ミツアキトレジャー号（疾病〔右肩跛行〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アイノヤマト号・アルファチャングミ号・コルサトウショウ号
（非抽選馬） １頭 ホウイツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２６０６３ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６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

１１ � ビービーファング 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４７０＋ ４１：５８．５ １．７�

３６ 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 ５４０－ ４１：５８．６� ４．１�

７１４ マーカッシン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊荒井 壽明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン
牧場 ４５６＋１６１：５９．０２� １８．９�

６１２� キクノポロロッカ 牡３鹿 ５６ 岩部 純二佐々木幸子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 ５４８－ ６１：５９．７４ ５５．０�
４８ � レオヴァーサス 牡３栗 ５６ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 三石 筒井 征文 ５０６＋１６２：００．１２� ５１．１�
７１３ サイレントベッド 牝３黒鹿５４ 幸 英明ディアレスト 田村 康仁 静内 八田ファーム ４５４－１０２：００．２� ３９．８	
２４ ニシノフラッシュ �３栗 ５６

５３ ▲水出 大介西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４４＋ ６２：００．５２ ２３８．８

５１０ ライトブルー 牡３鹿 ５６ L．イネス 野島 春男氏 星野 忍 門別 佐々木 直孝 ５１２ ―２：００．６クビ ７１．５�

（新）

２３ � ハセノテンマ 牡３栗 ５６ 北村 宏司長谷川�一氏 大江原 哲 静内 藤沢牧場 ４３４＋ ４ 〃 ハナ １３６．９�
３５ 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 ４８２＋ ６２：０１．０２� １４．０
１２ ノ ー ダ ウ ト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春土井 康資氏 小林 常泰 三石 斉藤 正男 ５０２－１４２：０１．１� ８．０�
５９ �� スマートビジョン 牡３鹿 ５６ 五十嵐冬樹大川 徹氏 畠山 吉宏 静内 高橋 誠次 ４６２± ０２：０１．９５ １８．７�

（北海道）

４７ ア ロ ー ン 牝３黒鹿５４ 小林 久晃�大道牧場 加藤 和宏 浦河 大道牧場 B４５０－ ６２：０２．６４ ４６８．０�
８１５�� エプソムリキシオー 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 岩城 博俊 静内 藤沢牧場 ４７０－１０２：０４．９大差 ７１５．０�

６１１� レイクエスパー 牡３鹿 ５６ 穂苅 寿彦 �ルーラル・オカダ 和田 正道 門別 大西牧場 ５１０－１０２：０７．４大差 ３４７．０�
８１６� マイベストホース 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮佐々木 勇氏 中野 隆良 浦河 鎌田 正嗣 ５４８＋１４２：１２．８大差 ４６９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８７４，９００円 複勝： １９，５９８，１００円 枠連： ２８，７５６，５００円

普通馬連： ８０，１１１，７００円 馬単： ９６，４９８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０５６，０００円

３連複： １０５，３９０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，２８６，２００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � ３２０円 枠 連（１－３） １９０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ５７０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８７４９ 的中 � ８７４９９（１番人気）
複勝票数 計 １９５９８１ 的中 � ８３５０９（１番人気）� ４３５２６（２番人気）� ７４８５（６番人気）
枠連票数 計 ２８７５６５ 的中 （１－３） １１３９２５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０１１１７ 的中 �� ２６４２８１（１番人気）
馬単票数 計 ９６４９８７ 的中 �� ２２２１１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０５６０ 的中 �� ７０１９８（１番人気）�� ７４４６（８番人気）�� ４４３６（１２番人気）
３連複票数 計１０５３９０３ 的中 ��� ５０４５９（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．２―１３．８―１３．７―１３．３―１２．８―１３．０―１２．６―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―３８．８―５２．５―１：０５．８―１：１８．６―１：３１．６―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．９
１
３
８（９，１０）（５，１３）（１１，１４）（２，６）－（４，１）（３，７）－１６－１２－１５
８（９，１０，１４）（５，１３，６，１）－（２，３）（４，７）１２－１１＝１５＝１６

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ビービーファング �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．９．２４ 中山４着

２００３．５．７生 牡３鹿 母 ルックアットミー 母母 マリーンパレス １４戦１勝 賞金 １６，０００，０００円
〔発走状況〕 キクノポロロッカ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アローン号・マイベストホース号は，平成１８年１０月２４日まで平地競走に出走できない。

エプソムリキシオー号・レイクエスパー号は，平成１８年１１月２４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 フルスイング号・マイティマイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２６０６４ ９月２４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８中山４）第６日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

１１ � ジ ャ ガ ー 牡５栗 ６０ 金子 光希飯田 正氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B５００＋１０３：１３．９ ７．０�

５６ マイネルゼスト 牡５栃栗６０ 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 様似 小田 誠一 ４６０＋ ４３：１５．１７ １２．４�

６８ マイネルシルバート 牡４青鹿６０ 大庭 和弥 �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 ４８８＋２６３：１６．８９＋１� ２２．４�

８１２ クリアーザコースト 牡５黒鹿６０ 岩崎 祐己臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４７８－ ２３：１８．０７ ５．０�
７９ フレンドリーステラ 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４６８－ ２３：２０．０大差 ８．４�
８１１� リバルドボーイ 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４９２＋１２ 〃 クビ ３５．９�
４４ � スガーペンタイア 牡４黒鹿６０ 蓑島 靖典菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ４８８± ０３：２４．３大差 １２０．８	
５５ � アジュデショーケン 牡４鹿 ６０ 出津 孝一田畑 法賢氏 崎山 博樹 新冠 川上牧場 ５４６－ ６３：２５．８９ ５３．０

２２ � ニッシンノホシ 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐星野 清	氏 星野 忍 新冠 武田牧場 ４６６－ ８３：３０．７大差 １３５．２�
３３ � ノアティアラ 牝５鹿 ５８ 平沢 健治佐山 公男氏 郷原 洋行 鵡川 第一ノア

ファーム ５０８＋１２ （競走中止） ４．１�
７１０ シルクラスティ 牡５鹿 ６０

５７ ▲高野 和馬有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９２－ ４ （競走中止） ５１．３

６７ � ベネディクタス 牡５栗 ６０ 林 満明 �ノースヒルズマネ
ジメント 福永 甲 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ２ （失格） ２．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，３１６，５００円 複勝： １０，７２６，１００円 枠連： ２３，５０４，８００円

普通馬連： ５５，４１７，３００円 馬単： ６１，５１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４２４，８００円

３連複： ８２，０７５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２５８，９７７，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２５０円 � ３５０円 � ６１０円 枠 連（１－５） ３，１７０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ６，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� １，６５０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ２３，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２３１６５ 的中 � １４０２０（４番人気）
複勝票数 計 １０７２６１ 的中 � １３０２３（４番人気）� ８０７９（５番人気）� ４１１４（７番人気）
枠連票数 計 ２３５０４８ 的中 （１－５） ５４８８（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５５４１７３ 的中 �� １２７７５（１２番人気）
馬単票数 計 ６１５１２５ 的中 �� ７４６２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４２４８ 的中 �� ２８７２（１３番人気）�� ２００２（２０番人気）�� １３７６（２５番人気）
３連複票数 計 ８２０７５３ 的中 ��� ２５５７（６２番人気）

上り １マイル １：４８．８ ４F ５３．５－３F ４０．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�

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

勝馬の
紹 介

�ジ ャ ガ ー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Soviet Star デビュー ２００３．８．２ 新潟１１着

２００１．４．１４生 牡５栗 母 ボヘミアグラス 母母 リーディングロウル 障害：９戦１勝 賞金 １４，９００，０００円
〔競走中止〕 シルクラスティ号は，１周目４号障害〔竹柵〕飛越の際に前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ノアティアラ号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔失格〕 ベネディクタス号は，３位〔タイム３分１６秒５，着差９馬身〕に入線したが，１周目４号障害を外側に斜飛して「シルクラスティ」号

の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 ベネディクタス号の騎手林満明は，１周目４号障害を外側に斜飛したことについて平成１８年９月３０日から平成１８年１０月８日

まで騎乗停止。
※クリアーザコースト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０６５ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６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 �� ツバサドリーム 牡２栗 ５４ 岩田 康誠�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：５２．３ ２．８�

５６ � コスモリリー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４２４ ―１：５２．４� ７．２�
４５ �� マイネルコルモ 牡２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 門別 荒井ファーム ４５６ ―１：５２．６１ １８．７�
１１ � オンワードテイト 牝２鹿 ５４

５１ ▲田中 博康樫山 ハル氏 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４４０ ―１：５２．７	 ４４．９�
７１０ アソビゴコロアワー 牝２栗 ５４ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４５０ ―１：５３．２３ １４．４�
５７ � ミヤギペガサス 牡２栗 ５４ 武士沢友治菅原 光博氏 笹倉 武久 静内 三宅牧場 ４８４ ― 〃 クビ １１．８	
８１３� ダイワバイロン 牡２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ５００ ― 〃 ハナ ５．２

６８ � アイサダドラゴン 牡２栗 ５４ 田中 勝春平野 岩夫氏 中野 隆良 新冠 森田 芳男 ５１６ ―１：５３．４１
 ６５．４�
６９ マイネルアワグラス 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �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 ４９８ ―１：５３．７１� ４．０�
４４ �� レオナルドバローズ 牡２黒鹿５４ 中舘 英二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 様似 様似渡辺牧場 ４７６ ―１：５３．８	 ２５．３
３３ アルベレリファール 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４２ ―１：５３．９� ５９．０�
７１１�� ロードジェントル 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �ロードホースクラブ 高橋 祥泰 穂別 ヤマイチ牧場 ４６８ ―１：５４．１１	 ７７．９�
８１２� アイアムサプライズ 牡２黒鹿５４ 五十嵐冬樹堀 紘一氏 奥平 雅士 門別 山本 通則 ５１６ ―１：５５．４８ １４５．７�

（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，４５３，９００円 複勝： １７，９７４，７００円 枠連： ２６，４３１，２００円

普通馬連： ７４，６４２，７００円 馬単： ７５，３７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４６５，６００円

３連複： ９２，８８０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，２２５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ５１０円 枠 連（２－５） ６１０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，１５０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ９，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４５３９ 的中 � ４９５４８（１番人気）
複勝票数 計 １７９７４７ 的中 � ４０３７９（１番人気）� ２０９３１（４番人気）� ７０９０（７番人気）
枠連票数 計 ２６４３１２ 的中 （２－５） ３２１５２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４６４２７ 的中 �� ４３３８９（４番人気）
馬単票数 計 ７５３７６５ 的中 �� ２８１６８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４６５６ 的中 �� ９６４８（４番人気）�� ３８９４（１４番人気）�� ２１４４（２３番人気）
３連複票数 計 ９２８８０４ 的中 ��� ７５０３（３１番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．７―１３．６―１３．１―１２．５―１２．７―１２．２―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２５．１―３８．７―５１．８―１：０４．３―１：１７．０―１：２９．２―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

�
�
ツバサドリーム �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００４．３．９生 牡２栗 母 フライングカラーズ 母母 オオミシヤダイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０６６ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６日 第６競走 ��
��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２４ �� トーセンピュア 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 堀井 雅広 静内 へいはた牧場 ４２６＋ ２１：０９．８ ７．４�

５９ � ミヤギシンザン 牡３鹿 ５６ 幸 英明菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４８２＋１２１：１０．０１� ５．１�
５１０� ヤマニンアマランス 牝３青鹿５４ 五十嵐冬樹土井 肇氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 B４１０－ ２１：１０．３１	 ３．２�

（北海道）

６１２�� コスモアクチュアル 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 石原牧場 ４５０－ ２１：１０．５１
 ２４．５�
３５ � フジヤマサクラ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠藤本美也子氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４３２－１４１：１０．８１	 １３．３�
７１４� テ ア ド ー ロ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４０８＋１８ 〃 ハナ １２３．６	
８１５ ラフィントレイル 牝３芦 ５４ 吉田 豊吉田 和子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 クビ ６．０

６１１� テイエムマーチ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４７２－ ６１：１０．９	 ４１．２�
１１ � オリエンタルビーチ 牡３栗 ５６ 小林 淳一棚網 基己氏 大江原 哲 追分 追分ファーム ４５４ ― 〃 クビ １５．５�
３６ � コスモレスポワール 牡３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新

Dame Sian Elias, H
A Fletcher, A R Gal-
braith & W M Wilson

４５８－１０１：１１．０クビ ７２．１
１２ � セイウンアグライア 牝３栗 ５４ L．イネス 西山 茂行氏 上原 博之 愛 Gerrardstown

House Stud ４７４ ― 〃 クビ ２６．９�
（新）

２３ � ケンブリッジウィン 牡３黒鹿５６ 村田 一誠谷口 貞保氏 後藤 由之 新冠 グラッドホースパーク ４３６＋ ２ 〃 ハナ ４０７．５�
４８ � クロスベラドンナ 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４９６＋１２１：１１．２１ ９６．６�
４７ マジックトウショウ 牝３青鹿５４ 二本柳 壮トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６＋１２１：１１．３
 ６１．１�
７１３� コスモミエーレ 牡３栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新 Barnaby

& Co Ltd ４６０＋ ４１：１１．５１� ７４．３�
８１６� ラ ム セ ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�瀬 真尚氏 後藤 由之 新冠 パカパカ

ファーム ４４２＋ ６１：１１．９２
 ７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１５０，７００円 複勝： ２４，３１６，３００円 枠連： ３７，６３１，４００円

普通馬連： ８８，６７６，４００円 馬単： ７８，６７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１０４，５００円

３連複： １０５，９７８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７６，５２８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � １３０円 枠 連（２－５） ６４０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ４３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８１５０７ 的中 � １９４９８（５番人気）
複勝票数 計 ２４３１６３ 的中 � ２７８４１（４番人気）� ３８２７５（２番人気）� ６１５９４（１番人気）
枠連票数 計 ３７６３１４ 的中 （２－５） ４３５１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８６７６４ 的中 �� ３２５８７（８番人気）
馬単票数 計 ７８６７０９ 的中 �� １４５７４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１０４５ 的中 �� ８９４８（４番人気）�� １３５４９（３番人気）�� １５９６０（２番人気）
３連複票数 計１０５９７８６ 的中 ��� ４７６７１（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１１．４―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４５．２―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３６．０
３ ・（８，９）（１５，１６）（４，７，１０）１２（２，６）（３，１１，１４）－（５，１３，１） ４ ・（８，９）（４，７，１５）（１０，１６）１２－（２，６）（３，１４）１１（５，１）－１３

勝馬の
紹 介

�
�
トーセンピュア �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００５．１１．５ 東京１２着

２００３．３．２４生 牝３黒鹿 母 ダンシングシャタン 母母 ナプシャルアグリーメント １５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔制裁〕 フジヤマサクラ号の調教師森秀行は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 クロスベラドンナ号は，平成１８年１０月２４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。
（非当選馬） １頭 アフリカンスカイ号
（非抽選馬） ２頭 シンボリジュピター号・ミヤギブレイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２６０６７ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４５ ミネルバサウンド 牝３鹿 ５２ 横山 典弘�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４５８± ０１：５６．２ ８．０�

８１４ スパイラルリング 牝４栗 ５５ 五十嵐冬樹 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 白老ファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ４．８�
（北海道）

１１ パープルプローズ 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：５６．５１� ２．３�
５７ � 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 ４８０＋ ４１：５６．８１� ４６．９�
５８ アライブシチー 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 門別 富川田中牧場 ４１４＋ ２１：５６．９� ２９８．５�
７１２� マーベラスカクテル 牝５青鹿５５ 勝浦 正樹吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 ４７２－ ２１：５７．１１	 １５．５

６１０� プレゼンスウーマン 牝３栗 ５２ 小野 次郎�ターフ・スポート池上 昌弘 門別 ヤナガワ牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ １４．０�
３３ シルクプレシャス 牝３青鹿５２ 岩田 康誠有限会社シルク勢司 和浩 新冠 中地 茂美 ４０２－ ２１：５７．３� ５．８�
２２ � ショウナンバラード 牝３鹿 ５２ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７６－１０１：５７．４� ２５．７
７１１� エプソムデザイアー 牝５青鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 門別 浜本牧場 ４９２－１０１：５７．７１� ２０２．９�

４６ リスティアエナー 牝５黒鹿５５ 中舘 英二村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７０－ ６１：５７．８クビ ２７．０�
８１３�
 アキノロマンス 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝穐吉 正孝氏 角居 勝彦 青森 イズモリファーム ４９０＋ ２１：５８．６５ １５．２�
３４ ライオネスドリーム 牝４鹿 ５５ 石橋 脩藤田与志男氏 萱野 浩二 浦河 荻伏服部牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ７５．９�
６９ フサイチシルヴィ 牝４栗 ５５ 幸 英明関口 房朗氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４３４＋ ６１：５８．８１	 ２７９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，０７０，０００円 複勝： ３４，１５５，８００円 枠連： ３４，４７０，４００円

普通馬連： １２６，４０７，１００円 馬単： １０８，０６４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１６０，６００円

３連複： １４４，３９０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５０２，７１９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � １３０円 枠 連（４－８） １，０１０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ４１０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０７００ 的中 � ２４８５９（４番人気）
複勝票数 計 ３４１５５８ 的中 � ３６５１８（４番人気）� ５４３２３（２番人気）� ８６７７３（１番人気）
枠連票数 計 ３４４７０４ 的中 （４－８） ２５３５４（４番人気）
普通馬連票数 計１２６４０７１ 的中 �� ４３００２（７番人気）
馬単票数 計１０８０６４８ 的中 �� １７３９７（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１６０６ 的中 �� １０９６７（６番人気）�� １８１０８（３番人気）�� ２８４７３（１番人気）
３連複票数 計１４４３９０４ 的中 ��� ５７９９４（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１３．０―１３．０―１２．４―１２．７―１３．１―１３．２―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３７．６―５０．６―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．８―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミネルバサウンド �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．１２．２４ 中山１１着

２００３．５．１０生 牝３鹿 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ ８戦２勝 賞金 １９，４５０，０００円
※アキノロマンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０６８ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６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

５１０ ゴールデンミシエロ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 義昭氏 清水 美波 門別 坂戸 節子 ４７６－ ２２：００．９ ８６．８�

８１７�� ボ ー マ ン ド 牡３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４６４＋１２２：０１．２２ ６．５�
４８ レーザーズエッジ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 グランド牧場 ４９２－ ４２：０１．３クビ ９．６�
５９ コスモプロデュース 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 門別 柏台牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ １５．８�
６１１� ユウタージャック 牡４鹿 ５７ 中舘 英二上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７２＋ ８２：０１．４	 １２．０�
４７ バトルスターボウ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣宮川 秋信氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４２８＋ ４２：０１．５クビ ５．２�
３５ � ワイルドシングス 牡３青鹿５４ 岩田 康誠山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 ４７２－ ４２：０１．８１
 ５．３	
７１４ プレザントレイク 牡５鹿 ５７

５４ ▲水出 大介 �社台レースホース矢野 進 白老 白老ファーム ４６０＋ ２ 〃 アタマ ３４．０

１１ � ケネディーブース 牡３鹿 ５４ 横山 典弘渡邊 隆氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４６４± ０２：０１．９クビ ４．５�
６１２�� エイコーオーカン 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 笹倉 武久 静内 藤平 和実 ４６６－ ４２：０２．３２	 ２４９．５�
８１５�� シャチョマンユウキ 牡３栗 ５４ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 成島 英春 静内 上野 喜代一 ４４２－１６２：０２．４
 １０．４

（北海道）

３６ � ダイワグラム 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 新冠 つつみ牧場 ４６８＋ ６２：０２．６１	 １８．７�
７１３�� カンファーマックス �４青鹿５７ 小林 淳一奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４８０＋ ６ 〃 クビ ２０４．５�
１２ � カツヨカムトゥルー 牡３鹿 ５４ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４４２－ ８２：０２．７	 １３６．２�
２４ � ハイヤーザンヘブン 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４５６－１０２：０２．９１ ７５．１�
２３ � カシノトーマス 牡４鹿 ５７ 吉永 護柏木 務氏 松山 康久 宮崎 田上 勝雄 ４６０－ ２２：０４．０７ １５９．５�
８１６ フウランジョー 牡５栗 ５７ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 門別 浜本牧場 B４５６＋ ２２：０５．７大差 ３８．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１６，０００円 複勝： ３３，４５４，０００円 枠連： ４６，３２６，１００円

普通馬連： １４０，８４３，０００円 馬単： １０８，５０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７７２，９００円

３連複： １６０，８０５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５４３，１２２，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８，６８０円 複 勝 � ２，０８０円 � １８０円 � ２７０円 枠 連（５－８） ２，７２０円

普通馬連 �� ３１，４１０円 馬 単 �� ８３，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，４１０円 �� ８，０３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ７３，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４１６０ 的中 � ２０３７（１３番人気）
複勝票数 計 ３３４５４０ 的中 � ３１８２（１４番人気）� ６１２１３（１番人気）� ３４０３９（５番人気）
枠連票数 計 ４６３２６１ 的中 （５－８） １２５７６（１３番人気）
普通馬連票数 計１４０８４３０ 的中 �� ３３１０（５９番人気）
馬単票数 計１０８５０４８ 的中 �� ９６３（１３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７７２９ 的中 �� １００１（６０番人気）�� ９２３（６５番人気）�� ７４４９（１１番人気）
３連複票数 計１６０８０５３ 的中 ��� １６１１（１６９番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．６―１２．２―１２．１―１１．９―１２．１―１２．８―１２．２―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．４―３５．６―４７．７―５９．６―１：１１．７―１：２４．５―１：３６．７―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．４
１
３
１６＝５，８（３，１４，１３）１（６，７）４，２（１０，１７）（１５，１１）－９－１２
１６－５（８，１４）（３，６，１３）７（１，２，１０）（４，１７）（１５，１１）９，１２

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンミシエロ �
�
父 ミ シ エ ロ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１２．１７ 中山１４着

２００３．６．５生 牡３鹿 母 エックスセン 母母 エックスワイスキー ９戦２勝 賞金 １３，１５０，０００円
〔発走状況〕 フウランジョー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。枠外に出される際に放馬。馬体検査。発走時刻５分遅延。
〔３走成績による出走制限〕 カシノトーマス号は，平成１８年１０月２４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ガンメタルブラック号・キープウイン号・マイネルピカドール号・ランナーズハイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０６９ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１０ マヤノスターダム 牡４鹿 ５７ 松岡 正海田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７２－ ６１：４７．９ １１．０�

６６ �� ソリッドスライダー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６－ ６ 〃 アタマ １．６�
１１ 	 フレアリングベスト 牡５鹿 ５７ 武士沢友治山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１０－ ８１：４８．０
 ３６．１�
３３ ナスノフィオナ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４４０＋ ４１：４８．１� ２１．８�
２２ スルーレート 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４１：４８．３１� ６．９�
７８ � マイネルファーマ 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ４７２＋ ４１：４８．５１� ２５．０

７７ アクトナチュラリー 牡７栗 ５７ 石橋 脩臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ １１．６�
４４ � ミヤビキララ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹村上 義勝氏 �田 研二 静内 田原橋本牧場 ４８６＋ ８１：４８．６� ５２．７
５５ � マイネサンサン 牝３黒鹿５２ 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ２１：４８．８１� ６．５�
８９ ダイワブレスイング 牡６鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム B４５４＋ ８１：４９．４３
 ９４．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３４，０４３，０００円 複勝： ３７，０６２，１００円 枠連： ３８，３５９，１００円

普通馬連： １６２，８３２，３００円 馬単： １３６，１２３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０１２，４００円

３連複： １２０，６１９，９００円 ３連単： ４０５，６８８，９００円 計： ９７３，７４１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（６－８） ６７０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，８９０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� １９，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３４０４３０ 的中 � ２４５１３（４番人気）
複勝票数 計 ３７０６２１ 的中 � ２９２３５（５番人気）� １４６５８７（１番人気）� ２０２６５（６番人気）
枠連票数 計 ３８３５９１ 的中 （６－８） ４２２７３（４番人気）
普通馬連票数 計１６２８３２３ 的中 �� １７２４９３（４番人気）
馬単票数 計１３６１２３４ 的中 �� ４１９３６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０１２４ 的中 �� ３３２０８（４番人気）�� ４５６２（２４番人気）�� １６３９７（７番人気）
３連複票数 計１２０６１９９ 的中 ��� ２４５９０（１６番人気）
３連単票数 計４０５６８８９ 的中 ��� １５０５３（７０番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．９―１１．９―１１．４―１１．４―１１．７―１１．７―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．７―３７．６―４９．０―１：００．４―１：１２．１―１：２３．８―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マヤノスターダム �
�
父 カ ー ネ ギ ー �

�
母父 Greinton デビュー ２００４．１０．９ 京都１着

２００２．４．４生 牡４鹿 母 リファールニース 母母 バーブスボールド １７戦４勝 賞金 ５６，６８９，０００円



２６０７０ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�茨 城 新 聞 杯

発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．９．２４以降１８．９．１８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

茨城新聞社賞（１着）
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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１１ ダイワインディアナ 牡５栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：１１．８ ５．５�

８１４ サンエムウラノス 牡６鹿 ５４ 上村 洋行村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４７４＋ ４１：１２．０１� ４６．６�
５９ ハニーハント 牝５栗 ５２ 田中 勝春 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３２－ ８１：１２．１クビ １２．０�
６１１� エイシンアスワン 牡４鹿 ５５ 小野 次郎平井 豊光氏 川村 禎彦 米 Winches-

ter Farm ４９２－ ２１：１２．２� １３．３�
４６ エプソムボス 牡５栗 ５５ 石神 深一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 田原橋本牧場 ５１６＋ ４１：１２．３クビ ８９．９�
３５ 	 インサイダー 牡３栗 ５２ 勝浦 正樹堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ３１．２	
６１０ ゼンノエキスプレス 牡４栗 ５５ 小林 淳一大迫久美子氏 土田 稔 静内 カタオカステーブル ４７２＋ ４ 〃 アタマ １３．７

５８ ダンシングホーク 牡７黒鹿５２ 池田 鉄平�サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ５１２＋ ４１：１２．４� ９４．８�
２２ マグネティックマン 牡６青鹿５６ 石橋 脩�ターフ・スポート手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４８４± ０ 〃 アタマ ３８．０�
２３ グローバルボンバー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ５．６
３４ リメンバードリーム 牝４青 ５２ 大西 直宏 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ ３６．１�
４７ グリーンアラモード 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５５４－ ２１：１２．７１� ２．７�
７１２� ハンナフレグランス 牝３黒鹿５１ 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 米 Sharon A.

Maloney B４９０－ ２１：１３．１２� １２．３�
８１５ ロードウィズダム 牡４鹿 ５５ 中舘 英二 �ロードホースクラブ 加藤 征弘 森 笹川大晃牧場 ４８２± ０１：１３．２� １８．６�
７１３	 バードントロフィー 牡５栗 ５３ 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 ４８４－ ４１：１３．３クビ ２７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，３０１，０００円 複勝： ４２，９７０，３００円 枠連： ６４，６２８，９００円

普通馬連： ２５３，２９７，５００円 馬単： １６２，８４０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，１９１，３００円

３連複： ２０４，４１５，０００円 ３連単： ４９９，１２０，１００円 計： １，３１２，７６４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � ９４０円 � ３７０円 枠 連（１－８） ３，３９０円

普通馬連 �� １５，４５０円 馬 単 �� ２５，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２２０円 �� １，１１０円 �� ６，４７０円

３ 連 複 ��� ４５，４００円 ３ 連 単 ��� ２６４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３４３０１０ 的中 � ４９６７６（２番人気）
複勝票数 計 ４２９７０３ 的中 � ６５２６７（２番人気）� １００８６（１２番人気）� ２９８０８（５番人気）
枠連票数 計 ６４６２８９ 的中 （１－８） １４０８２（１９番人気）
普通馬連票数 計２５３２９７５ 的中 �� １２１０５（５１番人気）
馬単票数 計１６２８４０５ 的中 �� ４７７４（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１１９１３ 的中 �� ２９４２（５７番人気）�� １１８３９（１０番人気）�� １９０７（７１番人気）
３連複票数 計２０４４１５０ 的中 ��� ３３２３（１４５番人気）
３連単票数 計４９９１２０１ 的中 ��� １３９３（８０９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１２．１―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．２―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワインディアナ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００３．１０．１９ 東京１着

２００１．３．１１生 牡５栗 母 ダンジグエンジェル 母母 Chelseanna ２０戦４勝 賞金 ６３，０３８，０００円
※出走取消馬 シュウマノチカラ号（疾病〔右肩跛行〕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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 エスユーガーデン号・エンゲルジーク号・タマモドン号・チョウカイミッキー号・ブルーチェイサー号・

ミヤギノダンシング号・ワールドドン号



２６０７１ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６日 第１１競走 ��
��２，２００�第５２回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬
２�減，１７．９．２４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１７．９．２３以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，０９２，０００円 ３１２，０００円 １５６，０００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

３５ �� バランスオブゲーム 牡７鹿 ５８ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 ヤマダフアーム ４７４＋ ６２：１２．１ ５．５�

３４ 	 コスモバルク 牡５鹿 ５９ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ ４．２�
（北海道） （北海道）

６１０ ディアデラノビア 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２ 〃 クビ ９．７�
２３ スウィフトカレント 牡５青鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ４．９�
８１４ エアシェイディ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６２：１２．２クビ ４．０�
４７ � ウインジェネラーレ 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹�ウイン 国枝 栄 浦河 中脇 満 ５４６± ０ 〃 クビ １３４．１	
１１ ヴィータローザ 牡６栗 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４２：１２．３
 ７．０

６１１ ドリームパートナー �６鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：１２．４� ２１．２�
８１５ メテオバースト 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６２：１２．６１
 ４３．７�
７１２ メジロマントル 牡９栗 ５７ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４７４－ ２２：１２．８１
 １１６．２
５８ � タイガーカフェ 牡７黒鹿５７ L．イネス 西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４２：１３．０１
 ３３．３�

（新）

４６ グラスポジション 牡７鹿 ５７ 幸 英明半沢� 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４４８－ ２２：１３．２１� １７９．９�
７１３ ラヴァリージェニオ �７鹿 ５７ 北村 宏司村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 安達 洋生 ５０２± ０２：１３．５１� １８７．０�
５９ アルファフォーレス 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２２：１５．５大差 １２４．８�
２２  スプリングシオン 牡９芦 ５７ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 浦河 川越牧場 ５２６－ ８２：１８．６大差 ２７１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２６，４５７，７００円 複勝： １６５，４０９，２００円 枠連： １７５，７８１，５００円

普通馬連： ９５０，５９４，７００円 馬単： ６１９，０２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７１，９９５，８００円

３連複： ７４５，２９７，１００円 ３連単： １，９８０，４４９，９００円 計： ４，９３５，０１０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � ２００円 � ２９０円 枠 連（３－３） １，２１０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ９３０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ４，７４０円 ３ 連 単 ��� ２１，４４０円

票 数

単勝票数 計１２６４５７７ 的中 � １８１８３５（４番人気）
複勝票数 計１６５４０９２ 的中 � ２２３９９１（４番人気）� ２４４５９３（３番人気）� １３５８０８（６番人気）
枠連票数 計１７５７８１５ 的中 （３－３） １０８１０５（８番人気）
普通馬連票数 計９５０５９４７ 的中 �� ６０６８７４（３番人気）
馬単票数 計６１９０２４８ 的中 �� １７５１９２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７１９９５８ 的中 �� ９７４７１（３番人気）�� ４４４９０（１３番人気）�� ４４１７８（１４番人気）
３連複票数 計７４５２９７１ 的中 ��� １１６２２９（１８番人気）
３連単票数 計１９８０４４９９ 的中 ��� ６８１７９（８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．９―１２．６―１２．４―１２．４―１１．７―１１．５―１１．６―１１．８―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２４．１―３６．７―４９．１―１：０１．５―１：１３．２―１：２４．７―１：３６．３―１：４８．１―１：５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．８
１
３
１２－（５，１３）（８，９）１（１０，１４）４（６，７，１５）－（３，１１）－２
１２（１３，９）５，８（１，１４）（１０，７）（４，６）３－１５，１１＝２

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

勝馬の
紹 介

�
�
バランスオブゲーム �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００１．８．１２ 新潟１着

１９９９．４．２２生 牡７鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ ２９戦８勝 賞金 ６１７，６９５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２６０７２ ９月２４日 晴 良 （１８中山４）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５１０� メジロボンズ 牡３黒鹿５５ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５０８＋ ２１：０８．６ ２．６�

７１４ クリノジャンファン 牡３栗 ５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 海馬澤 誠治 ４４４＋ ８１：０９．０２� １３．８�
３５ ダンディーズケア 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５０＋１４１：０９．１� ２．８�
２３ � モエロタケショウ 	３黒鹿５５ L．イネス �ナイト商事 坂本 勝美 浦河 木村牧場 ４７４＋ ６１：０９．２
 ２２．０�

（新）

６１１�� カシノロイヤル 牝３鹿 ５３ 中谷 雄太柏木 務氏 松山 康久 浦河 日優牧場 ４６０－ ２１：０９．３クビ ２６．７�
７１３ レオソレイユ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ６１．７	
１２ レディクローリス 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �ロードホースクラブ 宗像 義忠 門別 シンコーファーム ４６０＋１２１：０９．４クビ ４１．１

５９ �� ファインノユメ 牡４栗 ５７ 幸 英明井山 登氏 嶋田 潤 平取 二風谷ファーム ４８８－２３１：０９．７１
 １０２．３�
３６ ゴールドコースト 	４鹿 ５７ 蛯名 正義居城 要氏 坂本 勝美 新冠 北勝ファーム ５０４± ０１：０９．９１ ３２．６�
４７ ブライティアベスト 牝４鹿 ５５ 田中 勝春小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４３２－ ６１：１０．０
 ７．５
４８ � ヒシリーガル 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮阿部雅一郎氏 中野 隆良 米 Masa-

ichiro Abe B４９２＋ ４ 〃 ハナ １５６．６�
１１ �� スイートローラ 牝４鹿 ５５ 小野 次郎泉 俊二氏 水野 貴広 米 Swetten-

ham Stud ４６６－ ６１：１０．２１ ３４．２�
８１５ スパーブスピリット 牡３鹿 ５５ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４６６－ ８ 〃 ハナ １１．８�
６１２� トーセングレイス 牝４黒鹿５５ 中舘 英二島川 �哉氏 田村 康仁 静内 増本 良孝 ４４４＋１０１：１０．３� １８４．９�
２４ カシマワールド 牡５鹿 ５７ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 様似 富田 恭司 ４１６± ０ 〃 ハナ ３５９．４�
８１６� スターライトルビー 牝３黒鹿５３ 石橋 脩福島 実氏 相沢 郁 浦河 荻伏服部牧場 ４７２＋１２１：１１．１５ ５１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９４３，０００円 複勝： ４０，８５６，９００円 枠連： ５６，０２４，３００円

普通馬連： ２３５，６８１，６００円 馬単： １６１，３５４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４０３，７００円

３連複： １７９，０５２，６００円 ３連単： ４５８，６７０，４００円 計： １，２２０，９８６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（５－７） １，１００円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １９０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３９９４３０ 的中 � １２２８１１（１番人気）
複勝票数 計 ４０８５６９ 的中 � １２０９９６（１番人気）� ３３７６８（４番人気）� ８０９２７（２番人気）
枠連票数 計 ５６０２４３ 的中 （５－７） ３７８５８（４番人気）
普通馬連票数 計２３５６８１６ 的中 �� １１９８４８（３番人気）
馬単票数 計１６１３５４２ 的中 �� ５９４７５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４０３７ 的中 �� ２３５２９（３番人気）�� ８２１３９（１番人気）�� １２８８７（９番人気）
３連複票数 計１７９０５２６ 的中 ��� ７５２０２（３番人気）
３連単票数 計４５８６７０４ 的中 ��� ３４９８２（１６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．０―１１．２―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．４―４４．６―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メジロボンズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００５．９．１１ 中山１着

２００３．３．１７生 牡３黒鹿 母 メジロロベルタ 母母 メジロパンテーラ ９戦２勝 賞金 ２６，０４６，０００円
〔その他〕 スターライトルビー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スターライトルビー号は，平成１８年１０月２４日まで出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 トーセングレイス号は，平成１８年１０月２４日まで平地競走に出走できない。
※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。



（１８中山４）第６日 ９月２４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２８８，３３０，０００円
２，１００，０００円
９，０８０，０００円
２，５３０，０００円
２，３２０，０００円
２，５５０，０００円
３０，１１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，９５９，０００円
５，２８３，２００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
３８３，７４７，２００円
４６４，２９２，６００円
５７７，７６７，１００円
２，３１３，６９３，２００円
１，７５６，１３７，８００円
４８８，７７０，０００円
２，１２２，４００，９００円
３，３４３，９２９，３００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 １１，４５０，７３８，１００円

総入場人員 ３７，９９４名 （有料入場人員 ３５，５２３名）




