
２６００１ ９月８日 晴 重 （１９中山４）第１日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

４４ ジェイラッカー 牡２栗 ５４ 安藤 光彰アローネットサービス� 清水 英克 浦河 酒井 源市 ４５６－ ２１：１３．１ １．３�

５５ チャームキャップ 牝２黒鹿５４ 小野 次郎タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５６＋ ６１：１３．４１� ３７．９�
２２ アリージェンス 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝田中 春美氏 河野 通文 浦河 安原 実 ４９２－ ８１：１３．７１� １４．２�
６６ ローレルウェンス 牡２鹿 ５４ 中舘 英二 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４５８－ ６１：１４．８７ ５．６�
７８ ヴァンリュミエール 牡２鹿 ５４ 郷原 洋司 �エヌ・アール・ユー 郷原 洋行 門別 シンコーファーム ４５０± ０１：１４．９クビ ３３．４�
１１ � スマートマインド 牝２栗 ５４ 木幡 初広�グランド牧場 	田 研二 静内 グランド牧場 ４２８＋ ２１：１５．６４ １０．３

３３ �� カシノジュリア 牝２芦

５４
５２ △田中 博康柏木 務氏 天間 昭一 浦河 惣田 英幸 ４４０± ０１：１５．９２ ９１．２�

８９ �� センゴクカイドウ 牡２黒鹿５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 門別 法理牧場 ４７２＋ ２１：１７．３９ ６５．３�
７７ �� ロスアンゼルス 牡２鹿 ５４ 二本柳 壮坂田 行夫氏 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋ ２１：１７．５１	 ４６．３
８１０ ラムタラボス 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次菊地 捷士氏 	田 研二 新冠 ヒノデファーム ４４４＋ ４１：１７．８２ ２３５．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，３７４，５００円 複勝： １３，５２７，７００円 枠連： １３，４９５，８００円

普通馬連： ４６，４９４，８００円 馬単： ６４，５６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５５１，４００円

３連複： ６７，４１８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２３５，４２３，８００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � ２３０円 枠 連（４－５） １，２４０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ３３０円 �� ２，１９０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５３７４５ 的中 � ９８５４７（１番人気）
複勝票数 計 １３５２７７ 的中 � ５６３９３（１番人気）� ５７７５（５番人気）� １１６２０（４番人気）
枠連票数 計 １３４９５８ 的中 （４－５） ８０７２（５番人気）
普通馬連票数 計 ４６４９４８ 的中 �� ２８６７５（５番人気）
馬単票数 計 ６４５６０７ 的中 �� ３０７７７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５５１４ 的中 �� ７６１５（４番人気）�� １１９７３（３番人気）�� １４５０（２０番人気）
３連複票数 計 ６７４１８９ 的中 ��� １６３５７（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．３―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．０―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイラッカー �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２００７．７．２８ 新潟２着

２００５．３．２４生 牡２栗 母 グランドレイル 母母 カガミレール ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センゴクカイドウ号・ロスアンゼルス号は，平成１９年１０月８日まで平地競走に出走できない。

ラムタラボス号は，平成１９年１１月８日まで平地競走に出走できない。



２６００２ ９月８日 晴 良 （１９中山４）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・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

１：４８．２
１：４６．７

良

良

６６ ネオスピリッツ 牡２鹿 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２１：４９．０ １．７�

８１０ シンティッリーオ 牡２黒鹿５４ 松岡 正海大澤 金信氏 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ２１：４９．６３� ５．８�
７７ �� レッズフィールド 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ３７．２�
２２ � ファストオーカン 牡２栗 ５４ 北村 宏司平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８２＋ ６１：５０．０２� ５０．８�
３３ マルタカシャトル 牡２栗 ５４ 柴田 善臣高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 ５１０± ０１：５０．１� ６．３�
１１ � マルタカスカイ 牡２栗 ５４ 吉田 隼人高橋 義和氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４３０＋ ２ 〃 ハナ ６０．５	
７８ � スギノバンディエラ 牡２黒鹿５４ 吉田 豊杉山 忠国氏 鈴木 康弘 三石 明治牧場 ４４０＋ ２１：５０．６３ ４．６

４４ � パッサージュ 牡２黒鹿５４ 石橋 脩染谷 幸雄氏 中川 公成 新冠 駒沢 明憲 ４１６－１８１：５１．３４ ２３０．５�
５５ トーセンノーブレス 牡２黒鹿５４ 木幡 初広島川 �哉氏 古賀 史生 門別 三城牧場 ４８０＋ ４１：５１．５１� ３６．５
８９ � エイワヒデタダ 牡２黒鹿 ５４

５２ △田中 博康永井公太郎氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４９２＋ ６１：５３．９大差 ４５．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，７６１，９００円 複勝： １７，４３７，２００円 枠連： １５，２４８，３００円

普通馬連： ５６，６２４，６００円 馬単： ６９，１３０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３１９，６００円

３連複： ７２，５４９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２６３，０７１，６００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ５４０円 枠 連（６－８） ３８０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ７８０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ３，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７６１９ 的中 � ７４１７１（１番人気）
複勝票数 計 １７４３７２ 的中 � ６６５１９（１番人気）� ３１５０５（２番人気）� ４４４９（７番人気）
枠連票数 計 １５２４８３ 的中 （６－８） ２９９２０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５６６２４６ 的中 �� ８５０７３（３番人気）
馬単票数 計 ６９１３０７ 的中 �� ７０４２１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３１９６ 的中 �� ２１５３６（３番人気）�� ４７２５（８番人気）�� １７６２（２５番人気）
３連複票数 計 ７２５４９３ 的中 ��� １４４６０（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１１．６―１２．２―１２．２―１２．７―１２．１―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３６．１―４８．３―１：００．５―１：１３．２―１：２５．３―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
１
３

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

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

ネオスピリッツ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２５ 札幌３着

２００５．２．１１生 牡２鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイワヒデタダ号は，平成１９年１０月８日まで平地競走に出走できない。



２６００３ ９月８日 晴 重 （１９中山４）第１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

３４ � サンライトプリティ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣酒井 祐三氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４２－ ２１：５６．３ １．３�

６１１� ニシノシンワ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 B４３６＋ ４１：５６．８３ １１．２�
２２ ネイチャートレイル 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人吉田 勝己氏 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４６２＋１２１：５６．９� ３４．１�
４６ � シルクピクシー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク大和田 稔 新冠 奥山牧場 ３９６＋ ２１：５７．１１� １０．７�
７１２� マキハタセンシブル 牝３鹿 ５４ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４０８－ ２ 〃 アタマ ３７．９�
５８ シールックスイープ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３６＋ ４１：５７．３１� ５９．１�
２３ コワイモノシラズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司北所 直人氏 中川 公成 静内 飛野牧場 ４８２＋１２１：５７．６１� ６７．４	
６１０ フジマサレインボー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海藤原 正一氏 斎藤 誠 静内 前田牧場 ４１６－ ６１：５８．３４ １７．９

８１５� ディアビューティー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治寺田千代乃氏 伊藤 正徳 新冠 オリエント牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ５７．９�
１１ � ヤマニンアジュール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０６＋１４１：５８．９３� １４７．５�
４７ � アサクサシャトル 牝３芦 ５４

５２ △田中 博康田原 慶子氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６ 〃 ハナ ２２．４
３５ エプソムラヴソング 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 根本 康広 静内 田原橋本牧場 ４０２＋１０１：５９．５３� １１４．２�
８１４ セレブレイトコール 牝３栗 ５４

５３ ☆大野 拓弥 �社台レースホース柴崎 勇 白老 追分ファーム ４７６－ ２１：５９．６� ３６．４�
７１３� シャルムシチー 牝３鹿 ５４ 石神 深一 �友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 浦河 北光牧場 ４５２－ ６２：００．７７ ７５．５�
５９ � ラ ク エ ン 牝３芦 ５４ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４４６＋ ６２：０２．１９ １１４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，７３２，７００円 複勝： １６，２５３，１００円 枠連： ２０，３３２，１００円

普通馬連： ５７，３１４，２００円 馬単： ７４，３９７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０６８，０００円

３連複： ９０，０５９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３０８，１５７，１００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ４３０円 枠 連（３－６） ２６０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５５０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０７３２７ 的中 � １９７１５８（１番人気）
複勝票数 計 １６２５３１ 的中 � ６９８７０（１番人気）� ２２９６８（２番人気）� ５２８８（８番人気）
枠連票数 計 ２０３３２１ 的中 （３－６） ５９６７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７３１４２ 的中 �� ９５６２１（１番人気）
馬単票数 計 ７４３９７１ 的中 �� １０５２９１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０６８０ 的中 �� ２１８１８（１番人気）�� ８３１８（６番人気）�� １９２１（２３番人気）
３連複票数 計 ９００５９９ 的中 ��� ２３８６１（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．６―５１．０―１：０４．１―１：１７．０―１：２９．９―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�サンライトプリティ �
�
父 シンボリルドルフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１０．７ 東京２着

２００４．３．３１生 牝３鹿 母 トップアイレン 母母 ライトオンタイム １０戦１勝 賞金 １５，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャルムシチー号・ラクエン号は，平成１９年１０月８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〕 ヤマニンアジュール号・エプソムラヴソング号・ラクエン号は，平成１９年１０月８日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 イースタンクイン号（疾病〔左寛跛行〕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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウェディングフジコ号・フィールフィット号・ミサトシャープ号
（非抽選馬） ６頭 アーバンスイーツ号・スズカエンジェル号・ニシノナデシコ号・ハートオンスマイル号・ビカムアレジェンド号・

マザーピクシー号



２６００４ ９月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （１９中山４）第１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

５７ � サムライジョーイ �５黒鹿６０ 山本 康志加藤 信之氏 天間 昭一 新冠 セントラルスタツド ４６６＋ ６３：１７．２ １８．９�

３３ � グローリージョン 牡６黒鹿６０ 水出 大介醍醐ホース� 星野 忍 三石 レースホース ４７０＋１４３：１８．１５ ９．６�
７１２ エプソムフォルテ 牡４黒鹿６０ 石神 深一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４５４＋ ６３：１８．３１ ６６．７�
４６ � オンワードワンダー 牝５栗 ５８ 沢 昭典�オンワード牧場 沢 峰次 浦河 オンワード牧場 ４６０＋１２３：１８．７２� ４．９�
４５ 	 マイネルプログレス 牡６鹿 ６０ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 浦河 福岡 広行 ４８２＋ ８３：１９．１２� ３５．２�
３４ タケデンノネガイ 牡６栗 ６０ 柴田 大知武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４６６＋１０３：１９．２
 ３５．６�
８１４� ミツバシーケンス 牡４鹿 ６０ 穂苅 寿彦尾野 敬次氏 根本 康広 平取 池田牧場 ４７４＋ ２３：１９．４１ ４．４	
７１１ シャコーバニラ 牝４鹿 ５８ 浜野谷憲尚グレイドレーシング組合 矢野 照正 門別 白井牧場 ４６０＋１８３：１９．７２ ４５．１

６１０� テイエムマーチ 牡４鹿 ６０ 柴田 未崎竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４７４± ０３：２１．２９ ３４．７�
２２ � フリーダムブラウン 牡４鹿 ６０ 横山 義行清進電設� 戸田 博文 米

Taylor Made
Farm, Inc. &
Brian Kahn

４９６－ ８３：２２．５８ ２６．２�
５８ �	 ナムラゼウス 牡７栗 ６０ 矢原 洋一奈村 信重氏 南田美知雄 青森 村上 勝治 ４３６± ０３：２２．８２ １５７．２
８１３� レオブライト �４鹿 ６０ 高野 和馬田中 博之氏 田子 冬樹 三石 土田 扶美子 ４６２＋ ８３：２８．２大差 ２０９．８�
６９ ゴールドスナイパー 牡４栗 ６０ 大庭 和弥�谷川牧場 小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 ５１８＋ ４３：３０．８大差 ５１．９�
１１ � マイネルジェム 牡８栗 ６０ 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 コスモビューファーム ４７０± ０ （競走中止） ２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，５６１，１００円 複勝： １４，００８，１００円 枠連： １７，９４７，８００円

普通馬連： ５２，４１２，８００円 馬単： ５２，４５７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７７９，２００円

３連複： ８１，６４１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２４５，８０７，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ６００円 � ２８０円 � １，３５０円 枠 連（３－５） ４，３９０円

普通馬連 �� ７，３８０円 馬 単 �� １８，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� １２，２７０円 �� ３，６００円

３ 連 複 ��� １０９，１６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２５６１１ 的中 � ５２５５（５番人気）
複勝票数 計 １４００８１ 的中 � ５９４２（５番人気）� １５２２６（４番人気）� ２４４４（１２番人気）
枠連票数 計 １７９４７８ 的中 （３－５） ３０２４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ５２４１２８ 的中 �� ５２４２（２３番人気）
馬単票数 計 ５２４５７３ 的中 �� ２１４５（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７７９２ 的中 �� ２２５８（１７番人気）�� ２９１（６９番人気）�� １００９（３７番人気）
３連複票数 計 ８１６４１３ 的中 ��� ５５２（１７３番人気）

上り １マイル １：４９．８ ４F ５３．４－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サムライジョーイ �
�
父 シンボリルドルフ �

�
母父 オサイチジョージ デビュー ２００４．８．２２ 新潟９着

２００２．２．２６生 �５黒鹿 母 オサイチジョウ 母母 リユウマイテー 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 マイネルジェム号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 シルクサラマンダー号・スガノロイヤル号・フジノリサコ号
（非抽選馬） １頭 オープンガーデン号



２６００５ ９月８日 晴 良 （１９中山４）第１日 第５競走 ��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４４ スターオブアフリカ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 武田牧場 ４４８ ―１：１０．８ ３．６�

５５ � シャドウランズ 牡２青鹿 ５４
５３ ☆大野 拓弥山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４８４ ―１：１１．１２ １２．５�

８１１� ミカヅキカムイ 牡２鹿 ５４ 岩部 純二小� 芳男氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４２６ ―１：１１．５２� ５６．６�
８１０�� ロッキーローレル 牡２栗 ５４ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 門別 千葉飯田牧場 ４４８ ―１：１１．６� ２２．７�
１１ スウェプトスルー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 武 牧場 ４４４ ―１：１１．８１� ３．９�
２２ イングヴェイ 牡２芦 ５４ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 青森 オオタ牧場 ４４６ ―１：１２．２２� ７．０�
７８ � コスモザグレート 牡２栗 ５４ 池田 鉄平 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 塚尾牧場 ４４２ ―１：１２．６２� ９２．３

７９ � レ オ バ ベ ル 牡２栗 ５４ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 ４９２ ―１：１２．７� ７．０�
３３ ファインプレーチェ 牝２栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗	三嶋牧場 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ８６．９�
６７ ピエナプリンセス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義本谷 兼三氏 萱野 浩二 静内 フジワラフアーム ４４４ ―１：１２．９１� ３．８
６６ � テイエムヤンキー 牡２栗 ５４ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 門別 松平牧場 ４６６ ―１：１３．３２� ７９．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，１８０，３００円 複勝： １５，６０９，８００円 枠連： １５，６７２，７００円

普通馬連： ５６，５９１，０００円 馬単： ６０，０７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４９７，６００円

３連複： ７３，４０８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２５０，０３２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ３５０円 � １，１６０円 枠 連（４－５） ２，８９０円

普通馬連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ２，７００円 �� ４，９００円

３ 連 複 ��� ３０，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４１８０３ 的中 � ３１１５４（１番人気）
複勝票数 計 １５６０９８ 的中 � ２８７６４（３番人気）� １１１３６（６番人気）� ２８１９（８番人気）
枠連票数 計 １５６７２７ 的中 （４－５） ４００４（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５６５９１０ 的中 �� １７９１０（１１番人気）
馬単票数 計 ６００７２６ 的中 �� １１１７０（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４９７６ 的中 �� ４８１１（１１番人気）�� １２９５（２４番人気）�� ７０５（２９番人気）
３連複票数 計 ７３４０８５ 的中 ��� １７８７（６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．９―１１．９―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３５．４―４７．３―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターオブアフリカ �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Woodman 初出走

２００５．５．８生 牝２鹿 母 ウ ー ジ ャ 母母 Cinegita １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 イングヴェイ号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。

シャドウランズ号の騎手大野拓弥は，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１０，０００円。
スウェプトスルー号の騎手松岡正海は，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。
ミカヅキカムイ号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。



２６００６ ９月８日 晴 良 （１９中山４）第１日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１２ �� ジャガーメイル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４７０ ―２：００．６ １４．４�

８１７� タケデンシルヴァン 牝３芦 ５４ 大庭 和弥武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ３９６－ ６２：００．７� ２５．６�
２３ ラードロキングリー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝村中 徳広氏 鈴木 伸尋 様似 様似堀牧場 ４７６－ ４２：００．８クビ ３．４�
７１４� デルマステファニー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーフレンズファーム ４０６＋ ６２：００．９� １８．８�
７１５� コスモアンファング 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 堀 宣行 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋ ６２：０１．０� ４．２�
３６ エーブダンシング 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４５２± ０２：０１．３２ １１．７	

３５ � サンベルナール 牡３鹿 ５６ 石神 深一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新冠 斉藤 安行 ４３６± ０２：０１．４クビ ４７．８


６１２� フリスビーカフェ 牡３黒鹿５６ 田面木博公西川 恭子氏 蛯名 信広 千歳 社台ファーム B４６０＋ ８２：０１．７２ ３．８�
６１１� ミュージックアワー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４８＋２０２：０１．９１ ９．５�
５１０ キャプテンロー 牡３栗 ５６ 村田 一誠新木 鈴子氏 郷原 洋行 門別 ナカノファーム B４７６＋ ２２：０２．３２	 １９１．１
７１３ モリトホマレ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘石橋 忠之氏 後藤 由之 様似 上田 一 B４６８＋２６２：０２．４� ４８．１�
１１ � アーモンドグランス 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４８＋ ２２：０２．６１
 １２３．２�
４８ � ア レ イ オ ン 牡３栗 ５６ 武士沢友治吉田 修氏 山田 要一 門別 大江牧場 ４８８＋ ８２：０３．１３ １６０．４�
８１６� リバーアンダルシア 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 丹羽牧場 ４９４＋１０２：０３．５１
＋１
 ６２．９�
８１８� シルキーメイン 牝３栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４２２－ ４２：０４．３５ １６０．６�
４７ � ゲッツザナゲット 牡３青鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗竹本いずみ氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４５８－ ４２：０４．９３	 ２０８．３�

２４ � スマートシガー �３黒鹿５６ 中舘 英二大川 徹氏 畠山 吉宏 米
Marvin Delfiner,
Ted Folkerth &
Brookdale

４７６＋ ４ （競走中止） １２４．５�
５９ テンジンリュウセー �３鹿 ５６ 田中 剛�テンジン 矢野 照正 静内 見上牧場 ４５４＋ ６ （失格） ２１１．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，４３７，２００円 複勝： ２０，７８１，４００円 枠連： ２６，０４８，５００円

普通馬連： ７５，７９４，４００円 馬単： ６４，４６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８４１，７００円

３連複： ９５，７０４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，０６８，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ４００円 � ６４０円 � １８０円 枠 連（１－８） ６，７７０円

普通馬連 �� ９，０８０円 馬 単 �� １９，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８１０円 �� ８４０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� １４，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６４３７２ 的中 � ９０５１（６番人気）
複勝票数 計 ２０７８１４ 的中 � １２３３７（６番人気）� ７０９８（８番人気）� ３９７１０（２番人気）
枠連票数 計 ２６０４８５ 的中 （１－８） ２８４３（１７番人気）
普通馬連票数 計 ７５７９４４ 的中 �� ６１６１（２８番人気）
馬単票数 計 ６４４６０９ 的中 �� ２４４０（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８４１７ 的中 �� １６７７（３０番人気）�� ６０４６（８番人気）�� ４１７２（１４番人気）
３連複票数 計 ９５７０４３ 的中 ��� ５０２０（４８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．２―１１．６―１２．２―１２．２―１３．１―１２．１―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．６―４７．２―５９．４―１：１１．６―１：２４．７―１：３６．８―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３５．９
１
３

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

・（１３，１２）－１８（３，５，１６）－（１４，１５）４，６（９，１７）８－１０（１，１１）－（２，７）・（１３，１２）（３，１５）（５，２）（１４，１８，１６）６（１７，１１）（４，９，１０）８，１＝７
勝馬の
紹 介

�
�
ジャガーメイル �

�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００４．５．８生 牡３鹿 母 ハヤベニコマチ 母母 ターンツーダイナ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 スマートシガー号は，最後の直線コース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。
〔失格〕 テンジンリュウセー号は，１４位〔タイム２分０３秒３，着差１
馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「スマートシガー」号の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 テンジンリュウセー号の騎手田中剛は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成１９年９月１５日から

平成１９年９月２２日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲッツザナゲット号は，平成１９年１１月８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〕 キャプテンロー号・モリトホマレ号・アーモンドグランス号・ゲッツザナゲット号は，平成１９年１０月８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） ３頭 カゼノマイ号・クロスマシェリ号・シルクオニキス号



２６００７ ９月８日 晴 稍重 （１９中山４）第１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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５９ シルキーキュート 牝３黒鹿５３ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ４８０＋ ４１：１２．８ ３１．１�

２４ � ピーチドラフト 牝３青鹿５３ 木幡 初広 �エムアンドアール 矢野 進 新冠 斉藤 安行 ４９８＋ ２１：１３．０１� ３．４�
６１１ ガールズポップ 牝３鹿 ５３ 石橋 脩 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋１２１：１３．４２� １４．４�
１２ スキャットナンバー 牝３鹿 ５３ 高山 太郎富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４４４＋ ２１：１３．７１� ２０１．１�
８１５� ヨイチトレジャー 牝４鹿 ５５ 田中 勝春加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４５４＋１０１：１３．９１� ８５．６�
７１３	 ヒカリマーガレット 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝當山 	則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ ７．９

４８ � カサデアンジェラ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ８１：１４．０� ２．９�
７１４� ジパングエンジェル 牝６鹿 ５５ 横山 典弘吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ １１．２�
１１ � ワンダフルライフ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人�ターフ・スポート嶋田 功 浦河 谷川牧場 ４８４＋ ３１：１４．１� １３５．８
６１２� トゥインクルタイム 牝３鹿 ５３ 中舘 英二 �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 ４４８－ ２１：１４．３１� １２．１�
４７ ヤマニンジャルダン 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮土井 肇氏 畠山 重則 新冠 錦岡牧場 ４５４－ ８１：１４．４クビ １１．３�
３５ 
 セルジューク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司皆川 博文氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４３２± ０１：１４．６１ ７０．３�
８１６
 オードリーローズ 牝４鹿 ５５

５３ △田中 博康�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４４８＋１６ 〃 ハナ １４０．９�
２３ 
 マ タ タ キ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４６４＋ ６１：１４．８１� １９７．５�
５１０�
 キラキラボシ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 門別 豊郷牧場 ４２０－２３１：１５．５４ ５６．０�
３６ テンカジョウ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣河内 孝夫氏 柴田 政人 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６６－ ４１：１５．９２� １５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９７７，４００円 複勝： ２３，６９０，５００円 枠連： ３０，０４４，４００円

普通馬連： ９０，１６２，７００円 馬単： ７８，２６１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２２７，９００円

３連複： １０５，９８５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，３４９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３，１１０円 複 勝 � ７４０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（２－５） ３，８９０円

普通馬連 �� ５，４７０円 馬 単 �� １６，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ４，０３０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １６，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９７７４ 的中 � ５３２３（９番人気）
複勝票数 計 ２３６９０５ 的中 � ５９６３（９番人気）� ６８７８３（１番人気）� １７２７８（５番人気）
枠連票数 計 ３００４４４ 的中 （２－５） ５７０６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ９０１６２７ 的中 �� １２１６５（２１番人気）
馬単票数 計 ７８２６１５ 的中 �� ３４００（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２２７９ 的中 �� ３２０１（２５番人気）�� １３１８（３７番人気）�� ５９６５（１１番人気）
３連複票数 計１０５９８５０ 的中 ��� ４６６４（５８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．７―１２．３―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．６―４６．９―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．２
３ ４（６，７，８，１２，１３）９，１０－２（１，１５，１６）（３，１１）（１４，５） ４ ４（７，８，１２，１３）９－１０，６，２（１，１５，１１）－（３，１６）５，１４

勝馬の
紹 介

シルキーキュート �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００７．３．４ 中山１２着

２００４．４．２２生 牝３黒鹿 母 ツキノレディー 母母 アローマリア ７戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 テンカジョウ号は，平成１９年１０月８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 フサイチミライ号・ブラックバッカラ号



２６００８ ９月８日 晴 稍重 （１９中山４）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５５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

６１０� シルクデュエリスト 牡４黒鹿５７ 木幡 初広有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４６８＋ ２１：５３．７ ８．８�

２３ � ロトブルースター 牡４鹿 ５７ 中舘 英二國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４６６＋ ４１：５３．９１� ２．３�
８１４� ホットストック 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム B４６０－１２１：５４．２１� ３．９�
２２ ヴァケイション 牡５鹿 ５７ 田中 勝春渡邊 隆氏 手塚 貴久 浦河 三好牧場 ５４０＋２０１：５４．６２� １０．５�
５８ � エ バ ー モ ア 牡３鹿 ５４ 江田 照男永野千枝子氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８８－１０１：５４．７クビ ５．５�
１１ �� エクロジオン 牡４栗 ５７ 松岡 正海吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ２２．６�
６１１	� バックスラッシュ 牡８鹿 ５７ 石橋 脩薗部 博之氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２１：５５．３３� ７２．９	
４６ ホーネットアーミー 
５黒鹿５７ 水出 大介 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：５６．０４ １０９．６

７１２� カーデナルポイント 牡３鹿 ５４ 田中 剛柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８８＋ ４１：５６．２１� １６．１�
３４ ゼ ウ ス 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人神林 幸一氏 小西 一男 浦河 小島牧場 ４５６－ ８１：５６．４１� １５２．９�
４７ �� マ ン ダ レ ー 牡５栗 ５７ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ５１０＋ ６１：５７．０３� ２６８．７
７１３� トーアキンボシ 牡４鹿 ５７ 横山 義行東亜駿馬� 岩城 博俊 豊浦トーア牧場 B４６６－ ２１：５７．１� ２１２．４�
３５ � ローレルエルドラド 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �ローレルレーシング 久保田貴士 門別 タバタファーム ４２４－ ６１：５７．９５ ８７．５�
５９ パレスソルジャー 牡４鹿 ５７ 村田 一誠西村 豊氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 B４６４－ ８ 〃 アタマ ２９８．８�
８１５ キンセイミラージュ 牡３栗 ５４ 安藤 光彰山田 裕仁氏 清水 英克 様似 山本 和彦 B４５２＋ ２１：５８．０クビ ２７９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，０５９，０００円 複勝： ２６，９１２，２００円 枠連： ２８，０５４，３００円

普通馬連： １０７，００４，４００円 馬単： ９８，０８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４３８，３００円

３連複： １２４，０１６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４３３，５７２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－６） ６００円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ５２０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０５９０ 的中 � ２２４８７（４番人気）
複勝票数 計 ２６９１２２ 的中 � ３４６７９（３番人気）� ９３８７９（１番人気）� ４００７６（２番人気）
枠連票数 計 ２８０５４３ 的中 （２－６） ３４８８９（３番人気）
普通馬連票数 計１０７００４４ 的中 �� １１７２２７（２番人気）
馬単票数 計 ９８０８７５ 的中 �� ３５９１０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４３８３ 的中 �� ２０４０３（３番人気）�� １０４９４（７番人気）�� ２３５００（１番人気）
３連複票数 計１２４０１６８ 的中 ��� ８１４７９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．５―４９．２―１：０１．９―１：１４．５―１：２７．３―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

�シルクデュエリスト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Private Account デビュー ２００６．３．１１ 中山１着

２００３．２．２８生 牡４黒鹿 母 ロイヤルイントリギュー 母母 Regal Actress ５戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ゼウス号は，平成１９年１０月８日まで平地競走に出走できない。



２６００９ ９月８日 晴 良 （１９中山４）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

し ろ い

白 井 特 別
発走１４時３０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１８．９．９以降１９．９．２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

白井市長賞（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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１０� マイネルキーロフ 牡３青鹿５４ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４９８＋１４１：４７．８ ３．４�

５６ � エーピーチャージ 牡６黒鹿５６ 吉田 隼人松浦 太郎氏 中川 公成 新冠 佐藤 信広 ５２０＋ ４１：４７．９� ７．２�
１１ � カレンナサクラ 牝３栗 ５２ 武士沢友治北所 直人氏 保田 一隆 静内 見上牧場 ４５０－ ６１：４８．０� ６．８�
５５ � スーパーキャノン 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４５８＋ ２ 〃 ハナ １０．４�
３３ 	 セプターレイン 牡５鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５６＋ ２１：４８．１クビ １７．１�
６７ ジュラナスリング 牡７鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ４ 〃 アタマ ５４．４	
７９ � ケイアイケイマン 牡３鹿 ５４ 中舘 英二亀田 守弘氏 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４６８± ０１：４８．２� ３．０

８１１	 シュルードパーソン 牡６鹿 ５３ 後藤 浩輝 �ユートピア牧場 根本 康広 登別 ユートピア牧場 ４８６－ ４１：４８．４１� ４５．７�
８１２� シャドウムーン 牝５黒鹿５１ 安藤 光彰飯塚 知一氏 斎藤 誠 新冠 川上 悦夫 ４６８＋ ４１：４８．５� ６５．７�
６８ �	 アミュレット 牝６鹿 ５３ 田中 勝春 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４２６－ ２１：４８．７１
 ９．５
２２ �	 レッドスターライト 牝５鹿 ５０ 大野 拓弥 �社台レースホース沢 峰次 追分 追分ファーム B４５４＋ ４１：４９．２３ １３１．５�
４４ 	 フレアリングベスト 牡６鹿 ５５ 石橋 脩山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５２０＋ ２１：４９．６２� ３４．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，３８７，１００円 複勝： ３３，５０７，６００円 枠連： ３５，５９０，２００円

普通馬連： １４２，７９１，１００円 馬単： １００，０４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２８１，６００円

３連複： １１６，９５８，８００円 ３連単： ３３２，４４２，８００円 計： ８１７，００６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（５－７） ３９０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４４０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １１，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２６３８７１ 的中 � ６１３０５（２番人気）
複勝票数 計 ３３５０７６ 的中 � ５００５６（３番人気）� ４３４８９（４番人気）� ５０７４５（２番人気）
枠連票数 計 ３５５９０２ 的中 （５－７） ６８６３７（１番人気）
普通馬連票数 計１４２７９１１ 的中 �� ８９１３０（４番人気）
馬単票数 計１０００４７３ 的中 �� ２８８６０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２８１６ 的中 �� １０４０７（８番人気）�� １７２２５（３番人気）�� １３３２７（５番人気）
３連複票数 計１１６９５８８ 的中 ��� ３５４４９（６番人気）
３連単票数 計３３２４４２８ 的中 ��� ２１６２８（２４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１１．８―１２．５―１２．１―１２．３―１１．５―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３６．４―４８．９―１：０１．０―１：１３．３―１：２４．８―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルキーロフ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．８．２０ 小倉３着

２００４．３．２３生 牡３青鹿 母 ウメノダンサー 母母 ウメノアスコット ７戦３勝 賞金 ３４，２８５，０００円



２６０１０ ９月８日 晴 稍重 （１９中山４）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

う ら や す

浦 安 特 別
発走１５時０５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

６１１� ヤマノルドルフ 牡６栗 ５７ 松岡 正海澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 ５８２＋ ６１：１１．７ ５．０�

７１４ リンリンリン 牡３鹿 ５５ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４７０± ０１：１１．８� ８．０�
６１２ ハ ナ パ ッ ク 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ５２２＋１８１：１２．２２	 １４．４�
４７ ジェイケイボストン 
４黒鹿５７ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１４＋ ６１：１２．５２ １１．９�
２３ トワイニングイモン 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４６８＋１２１：１２．７� ８１．５�
１２ � ハギノセレクション 牡５栗 ５７ 中舘 英二日隈 良江氏 和田 正道 英 Cheveley Park

Stud Ltd B４９２＋ ６１：１２．９１	 ２２５．８�
３６ �� サキノリュウオー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４９０－ ６１：１３．１１	 ２４．４	
７１３ ポライトストーン 牝５栗 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 下河辺牧場 ４８８＋ ８１：１３．２クビ ６．４

８１６ トーセンラヴ 牡５黒鹿５７ 田中 博康島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４６２＋ ２１：１３．４１� ２３．３�
８１５� ワンダフルドーラ 牝３栗 ５３ 吉田 隼人藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Yoshio Fujita ５４８＋１８１：１３．７１� ２．５
１１ プリンコックス 牡７鹿 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 沢 峰次 浦河 上田 精三 ４９０＋ ４１：１３．８クビ ２９．４�
５９ ワンモアフリート 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４２６－１０ 〃 アタマ １１１．８�
２４ ケイアイハクスイ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４９６＋１４ 〃 アタマ ２３．０�
５１０ レザムルーズ 牝５栗 ５５ 郷原 洋司�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ５００－ ２１：１３．９	 １０４．５�
３５ フジマサビューティ 牝５芦 ５５ 安藤 光彰藤原 正一氏 菊川 正達 門別 シンコーファーム ４６６＋ ６ 〃 クビ １７２．１�
４８ ガ イ ヤ ー ル 牝６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 ４５２－ ６１：１４．６４ ７０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，８４４，１００円 複勝： ３６，６１７，７００円 枠連： ４３，３８２，８００円

普通馬連： １８７，４２７，９００円 馬単： １１５，５２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，６７９，６００円

３連複： １５４，８５６，９００円 ３連単： ４０７，２１９，７００円 計： １，０１２，５５７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ２８０円 � ５２０円 枠 連（６－７） ６８０円

普通馬連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ５，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� １，３５０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １１，４１０円 ３ 連 単 ��� ６８，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２７８４４１ 的中 � ４４１１８（２番人気）
複勝票数 計 ３６６１７７ 的中 � ５８６４４（２番人気）� ３３７７１（４番人気）� １５８９９（８番人気）
枠連票数 計 ４３３８２８ 的中 （６－７） ４７１５６（３番人気）
普通馬連票数 計１８７４２７９ 的中 �� ４９６０６（１１番人気）
馬単票数 計１１５５２８８ 的中 �� １５３５３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９６７９６ 的中 �� ９３３３（１１番人気）�� ７２４７（１７番人気）�� ４６４２（２７番人気）
３連複票数 計１５４８５６９ 的中 ��� １００２０（３７番人気）
３連単票数 計４０７２１９７ 的中 ��� ４３９２（２０６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．４―１２．３―１１．９―１３．０

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．２
３ １２（１４，１１）７（１，９，１３）１５（４，１６）３，１０（２，８，６）５ ４ １２（１４，１１）７，１３（１，３）（９，１５）（４，１６）（２，１０）（８，６）－５

勝馬の
紹 介

�ヤマノルドルフ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００３．１２．１４ 中山１４着

２００１．５．７生 牡６栗 母 ヤマノセンプー 母母 ホーマンプリンセス ２９戦５勝 賞金 ９２，３２８，０００円
※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 トーセンセイント号・ホワイトリーベ号



２６０１１ ９月８日 晴 良 （１９中山４）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�

し お ん

紫苑ステークス
発走１５時４０分 （秋華賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２４ � アルコセニョーラ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２２＋ ２１：５９．６ １３．０�

２３ � ラ ブ カ ー ナ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人増田 陽一氏 中村 均 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ４．０�
５９ アスクデピュティ 牝３栗 ５４ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：５９．８１� １４．３�
６１２� トップエクセレント 牝３黒鹿５４ 木幡 初広中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ５３．４�
８１５� ミラクルハニー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４２４± ０２：００．０１ ６６．３�
８１６	 エーシントゥルボー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５１６＋ ２ 〃 アタマ ２８．８�
５１０� プリティダンス 牝３栗 ５４ 北村 宏司横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６０－ ８２：００．１
 ３２．３�
１２ � ニシノブルームーン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １４．８	
４７ �� ミンティエアー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義
RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ８２：００．２クビ ３．３�
４８ � クィーンスプマンテ 牝３栗 ５４ 松岡 正海 
グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４４－ ８ 〃 アタマ １７．５�
１１ � トウカイオスカー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋２２２：００．３
 ７．４
６１１� ショウナンタレント 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４６０＋１４２：０１．３６ ６．４�
３５ � ビーアデビル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４２－１０ 〃 クビ １８９．５�
７１３� スペシャルフロート 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５０－ ６２：０１．４クビ ８８．８�
７１４� サンアイブライト 牝３鹿 ５４ 江田 照男福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８８＋ ８２：０１．５
 １２６．８�
３６ クロコレーヌ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４７８－ ８２：０１．７１ ４３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６９，８０５，９００円 複勝： ９２，８４７，５００円 枠連： ８９，５３３，４００円

普通馬連： ４５６，１７４，２００円 馬単： ２７５，０３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９６，７５６，２００円

３連複： ４１６，８３５，９００円 ３連単： ９９３，５１１，２００円 計： ２，４９０，４９７，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ３２０円 � １７０円 � ４２０円 枠 連（２－２） ２，０３０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，８３０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ６，３７０円 ３ 連 単 ��� ３５，４００円

票 数

単勝票数 計 ６９８０５９ 的中 � ４２４４７（５番人気）
複勝票数 計 ９２８４７５ 的中 � ７０３５５（５番人気）� １８０４３４（２番人気）� ５００４６（６番人気）
枠連票数 計 ８９５３３４ 的中 （２－２） ３２５７６（９番人気）
普通馬連票数 計４５６１７４２ 的中 �� １８２１１０（６番人気）
馬単票数 計２７５０３２９ 的中 �� ５３９０８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６７５６２ 的中 �� ３２３１６（６番人気）�� １２６６７（２０番人気）�� ２２７４７（１０番人気）
３連複票数 計４１６８３５９ 的中 ��� ４８３２５（１６番人気）
３連単票数 計９９３５１１２ 的中 ��� ２０７１４（８６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．９―１２．１―１２．４―１２．３―１２．３―１１．７―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２２．６―３４．５―４６．６―５９．０―１：１１．３―１：２３．６―１：３５．３―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
５，１１（８，１３）（６，７）１２（１，３，１４）（１０，１６）（２，４）－１５＝９・（５，１１）１３（８，７，１４，１６）１２（６，３，１０，４）１（２，１５）＝９

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

勝馬の
紹 介

�アルコセニョーラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 モ ガ ン ボ デビュー ２００６．８．５ 新潟２着

２００４．３．１７生 牝３黒鹿 母 サ イ レ ー ン 母母 ジョイデソアー １５戦３勝 賞金 ５５，８３４，０００円
〔制裁〕 クロコレーヌ号の騎手高橋智大は，２コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。

ラブカーナ号の騎手吉田隼人は，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１００，０００円。
ビーアデビル号の騎手大野拓弥は，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１０，０００円。

※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアルコセニョーラ号・ラブカーナ号は，秋華賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



２６０１２ ９月８日 晴 良 （１９中山４）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５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

２４ � ユウターヴェール 牡３鹿 ５５ 北村 宏司上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ４７４＋ ８１：３３．７ ２６．２�

４７ ポパイザセーラマン 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 大北牧場 ４９０－ ６ 〃 クビ ８．９�
３５ � フュノンガルウ 牡４黒鹿５７ 横山 義行伊達 秀和氏 郷原 洋行 門別 サンシャイン

牧場 ５０４＋１６１：３３．９１	 ７．０�
１２ ショウナンアルス 牝４青 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４８－ ４１：３４．０	 ８．４�
８１６�
 ヤエノアカハチ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ ８．８�
８１５� マイネルゴーシュ 牡５芦 ５７ 土谷 智紀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 荻伏三好フ
アーム ４５６＋ ２１：３４．１クビ ２２．２	

４８ � マイネルパラシオ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４８２－ ４ 〃 クビ ３．７


７１４ アマミスウィフト 牡３鹿 ５５
５４ ☆大野 拓弥鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４３２＋ ６１：３４．２� ８０．３�

２３ サクラオールイン 牡４黒鹿５７ 田中 剛�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４７０± ０１：３４．５１� ６５．１�
５９ 
 マイネトップレディ 牝４鹿 ５５ 郷原 洋司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 えりも 上島牧場 ４８２＋ ６１：３４．７１ ４７．９
５１０� グッドヘラクレス 牡３鹿 ５５ 木幡 初広栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 駿河牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ １４１．８�
６１１ ビュレットライナー 牡５黒鹿 ５７

５５ △田中 博康 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４５８－ ２１：３５．１２	 ４．０�
３６ � エアロバティックス 牝３栗 ５３ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４３０＋ ２ 〃 クビ １１７．３�
７１３�� ウインリアライズ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣�ウイン 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４６６－１２１：３５．４１� ５０．２�
１１ � フラワータキシード 牡３鹿 ５５ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 ４４６－１２１：３５．６１� １５．３�
６１２
� ツカサオウカ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春江連 智司氏 本間 忍 三石 前川 隆則 ５０２＋ ４１：３７．３大差 ６５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７１３，９００円 複勝： ３８，１０９，４００円 枠連： ４８，３０６，３００円

普通馬連： １６５，３７８，６００円 馬単： １０８，７２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，９７６，８００円

３連複： １５０，３７７，９００円 ３連単： ３６７，０８３，０００円 計： ９４５，６６６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，６２０円 複 勝 � ５８０円 � ３００円 � ２５０円 枠 連（２－４） ２，１３０円

普通馬連 �� ８，４３０円 馬 単 �� １９，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４００円 �� ２，４２０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� １９，９８０円 ３ 連 単 ��� １５１，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２８７１３９ 的中 � ８６５０（９番人気）
複勝票数 計 ３８１０９４ 的中 � １５４５９（９番人気）� ３４７１３（５番人気）� ４４５１２（３番人気）
枠連票数 計 ４８３０６３ 的中 （２－４） １６７５２（１１番人気）
普通馬連票数 計１６５３７８６ 的中 �� １４４８３（２９番人気）
馬単票数 計１０８７２０９ 的中 �� ４２０８（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８９７６８ 的中 �� ３９７１（２６番人気）�� ３９３０（２７番人気）�� ７１４３（１６番人気）
３連複票数 計１５０３７７９ 的中 ��� ５５５５（６３番人気）
３連単票数 計３６７０８３０ 的中 ��� １７９４（４４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．０―１１．７―１２．２―１１．８―１２．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．０―４５．７―５７．９―１：０９．７―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８

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

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

勝馬の
紹 介

�ユウターヴェール �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００６．１１．５ 東京３着

２００４．３．２５生 牡３鹿 母 タカイロドリゴ 母母 パ ラ ダ ７戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 サクラオールイン号は，平成１９年１０月８日まで平地競走に出走できない。



（１９中山４）第１日 ９月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２０２，５３０，０００円
６，３００，０００円
１３，４７０，０００円
８９０，０００円
１，５１０，０００円
２１，５４０，０００円
５９，７３７，０００円
５，０４２，８００円
１，６９６，８００円

勝馬投票券売得金
３０３，８３５，１００円
３４９，３０２，２００円
３８３，６５６，６００円
１，４９４，１７０，７００円
１，１６０，７５８，２００円
３５０，４１７，９００円
１，５４９，８１３，５００円
２，１００，２５６，７００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 ７，６９２，２１０，９００円

総入場人員 ２５，０７３名 （有料入場人員 ２２，８０５名）




