
２６００１ ９月１３日 晴 良 （２０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１０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

６１１ ラヴリードリーム 牝２青鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４２８－ ２１：１２．０ ２．４�

７１３� コスモパイレット 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &
Mary R. Broman ５００－ ４１：１２．５３ ２．３�

４７ フェイマステイル 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：１３．１３� ６．１�
８１６ プリティオードリー 牝２鹿 ５４ 石橋 脩横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 近藤牧場 ４２２－ ２１：１３．４２ ８５．１�
８１５ ワ ス ラ フ 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４７０＋ ８１：１３．８２� ８１．０�
２３ レッドジェム 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝藤岡 康男氏 柄崎 孝 新冠 北星村田牧場 ４１８－ ２１：１４．４３� １７．９�
５９ イーサンバブル 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一国本 勇氏 沢 峰次 日高 白瀬 明 ４６８－ ２１：１４．５� ４８．８	
２４ アバトルフジザクラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人宮川 秋信氏 佐藤 全弘 新冠 杉山 義行 ４５６－ ４１：１４．６� ５１．８

３５ マルサンアツヒメ 牝２鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎松井三千年氏 小林 常泰 新ひだか 増本 良孝 ４７０－ ４１：１４．７クビ ３１７．５�
７１４ シルクプルミエール 牝２栗 ５４

５１ ▲黛 弘人有限会社シルク矢野 照正 新冠 ラツキー牧場 ４１６－ ４１：１５．０１� １８０．５�
１１ ニッシンランラン 牝２黒鹿５４ 江田 照男星野 清	氏 星野 忍 新冠 海馬沢 明 ４３２＋ ２ 〃 アタマ １６５．４
４８ マカディシチー 牡２栗 ５４ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 大樹 大樹ファーム ４００＋ ８ 〃 クビ ２２８．９�
３６ クールリターンズ 牡２芦 ５４ 田中 勝春川上 哲司氏 蛯名 信広 鵡川 木下 勉 ４４０＋ ２１：１５．２１� ３６．０�
５１０ ヴィーヴァコルサ 牡２鹿 ５４ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４８０＋ ４１：１５．６２� ２０．９�

（大井）

６１２ カザフジョー 牡２栗 ５４ 穂苅 寿彦河内 孝夫氏 和田 正道 浦河 川越ファーム ４７８＋ ４１：１６．１３ ２９２．３�
１２ フレイグライフ 牡２芦 ５４ 横山 義行藤岡 康男氏 星野 忍 新ひだか 鹿嶋牧場 ４９４－ ８１：１９．０大差 ８１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２１０，３００円 複勝： ３５，５４３，９００円 枠連： １９，０８２，１００円

普通馬連： ６４，８００，６００円 馬単： ５８，７２２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０１９，５００円

３連複： ８０，４２２，４００円 ３連単： １４３，７８６，３００円 計： ４４３，５８７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（６－７） ２４０円

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� １，４３０円

票 数

単勝票数 計 １８２１０３ 的中 � ６２２４７（２番人気）
複勝票数 計 ３５５４３９ 的中 � １２６２７８（２番人気）� １２９９７６（１番人気）� ３５２９３（３番人気）
枠連票数 計 １９０８２１ 的中 （６－７） ６０２０６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４８００６ 的中 �� １９６２４３（１番人気）
馬単票数 計 ５８７２２０ 的中 �� ８６３８０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０１９５ 的中 �� ５５２０２（１番人気）�� ２１１５３（２番人気）�� ２００００（３番人気）
３連複票数 計 ８０４２２４ 的中 ��� １３０８３８（１番人気）
３連単票数 計１４３７８６３ 的中 ��� ７４３７３（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．２―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．８―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ ・（１１，１３）（５，９，１５）（３，１６）１０，４，１，６，７（８，１２）１４＝２ ４ ・（１１，１３）（５，１５）９（３，１６）－（１，４）（１０，７）－（１４，６）（８，１２）＝２

勝馬の
紹 介

ラヴリードリーム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．７．５ 福島２着

２００６．３．２２生 牝２青鹿 母 ドリーミングバード 母母 イ チ ノ ト リ ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カザフジョー号・フレイグライフ号は，平成２０年１０月１３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） １頭 オースチンエブリン号
（非抽選馬） １頭 シルクエスポワール号
※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。



２６００２ ９月１３日 晴 良 （２０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４０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 マ イ ヨ ー ル 牡２芦 ５４ 吉田 隼人岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４７２± ０１：４８．２ １１．４�

４４ トーセンボンヌマル 牡２栗 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１０± ０ 〃 ハナ ２．０�
６７ ホクトグレイン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣布施 光章氏 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ８１：４８．５２ ２１．０�
８１０ ロードアイアン 牡２鹿 ５４ 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４８６－ ２１：４９．３５ ８．０�
８１１ ヒューゴライダー 牡２芦 ５４ 後藤 浩輝島田 久氏 西塚 安夫 日高 今井牧場 ４７０－ ２１：５０．１５ ４．４�
２２ センノバルダー 牡２鹿 ５４ 北村 宏司浅野 正敏氏 蛯名 信広 日高 大沢育成牧場 ４９０－ ２１：５０．７３� ４５．２	
５５ フナベンケイ 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４６０－ ４１：５０．８クビ １４０．５

７８ チュラヌウジ 牡２栗 ５４ 丹内 祐次 �グリーンファーム 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４１８－ ８１：５１．８６ ３５．５�
７９ ドリームサンセール 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 横山 浩司 ４７４－ ４１：５２．４３� ６．３
１１ ダ リ 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎 �天羽�治牧場 堀井 雅広 日高 長田ファーム ４３４－ ２１：５２．８２� １８２．４�
３３ トーセンクリマン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義島川 �哉氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４７４＋ ２ （競走中止） ２３．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，９６８，７００円 複勝： ２５，８８５，９００円 枠連： １６，８８３，７００円

普通馬連： ６０，５４４，１００円 馬単： ５２，３１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９７，６００円

３連複： ６４，２４０，１００円 ３連単： １２０，４３９，７００円 計： ３７５，１７３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � ４１０円 枠 連（４－６） ５９０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，８３０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，０００円 ３ 連 単 ��� ２４，３９０円

票 数

単勝票数 計 １５９６８７ 的中 � １１１２３（５番人気）
複勝票数 計 ２５８８５９ 的中 � ２０１９３（５番人気）� １０２７１３（１番人気）� １０５９４（６番人気）
枠連票数 計 １６８８３７ 的中 （４－６） ２１３１３（３番人気）
普通馬連票数 計 ６０５４４１ 的中 �� ５５３６４（３番人気）
馬単票数 計 ５２３１３２ 的中 �� １６４０３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９７６ 的中 �� １３７０５（３番人気）�� ２３３３（２２番人気）�� ６６２０（９番人気）
３連複票数 計 ６４２４０１ 的中 ��� １１８８０（１３番人気）
３連単票数 計１２０４３９７ 的中 ��� ３６４５（７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３６．４―４８．９―１：００．６―１：１２．４―１：２４．２―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ イ ヨ ー ル �
�
父 セイウンスカイ �

�
母父 Summer Squall デビュー ２００８．７．６ 福島１１着

２００６．４．２７生 牡２芦 母 セイウンミネルバ 母母 Rapunzel Runz ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔競走中止〕 トーセンクリマン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔その他〕 ドリームサンセール号・ダリ号は，１着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。



２６００３ ９月１３日 晴 良 （２０中山４）第１日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

２２ ベルモントバジル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ４４０± ０１：１２．７ ３０．３�

６１０ メジロドーピー �３鹿 ５６
５３ ▲黛 弘人�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４７６＋ ４１：１３．４４ ２１．９�

８１４ ベルモントフレア 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント
ファーム B５３０＋ ２ 〃 クビ ６．８�

４６ スペシャルジョイ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 日田牧場 ４３４－ ４１：１３．７２ １．９�
３５ プレストキララ 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太河合良太郎氏 小笠 倫弘 門別 里深 牧場 ４７８－ ４１：１４．１２� ２７．４�

（大井）

４７ タケデンオー 牡３鹿 ５６
５３ ▲千葉 直人武市 弘氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：１４．３１� ７．５�

５８ タ イ キ ル ナ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム ４２８－ ６１：１４．６１	 １８．７	
５９ ラビシュスペンダー �３鹿 ５６ 江田 照男山上 和良氏 柴崎 勇 三石 筒井 征文 ４７６ ―１：１４．８１� １４２．５

７１２ カモンスタンダップ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ５６８－２２１：１５．１１	 ５．６�
７１３ ダンスシンフォニー 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真有限会社シルク堀井 雅広 静内 見上牧場 ４２６－１６ 〃 アタマ ３６．５�
１１ ノアギャロップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎佐山 公男氏 松山 将樹 静内 三木田 明仁 ４６０＋ ２１：１５．３１� ４５９．９
３４ リンドチャーミング 牝３栗 ５４ 西田雄一郎鳴戸 雄一氏 中島 敏文 浦河 地興牧場 ４２４＋ ５１：１５．６２ １５８．３�
６１１ チ ャ ス キ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６０－１４１：１６．１３ ６１．６�
２３ キョウエイノーブル 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４８２＋ ８１：１６．２� ２５．４�
８１５ プライスレスブルー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗 �ブルーマネジメント武市 康男 新冠 有限会社
ケンブリッジ ５０４－１０１：１６．９４ ２７３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７４，２００円 複勝： ２８，７３７，４００円 枠連： ２１，０５８，９００円

普通馬連： ６９，９０６，９００円 馬単： ５７，４４４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６８３，０００円

３連複： ８０，４７４，５００円 ３連単： １３３，３４９，６００円 計： ４３６，１２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ６７０円 � ５７０円 � ２６０円 枠 連（２－６） ４，１１０円

普通馬連 �� １８，０１０円 馬 単 �� ４０，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５９０円 �� １，７１０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ３７，８６０円 ３ 連 単 ��� ３１１，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２１４７４２ 的中 � ５５９０（９番人気）
複勝票数 計 ２８７３７４ 的中 � １０４３５（９番人気）� １２５６７（６番人気）� ３３９９８（４番人気）
枠連票数 計 ２１０５８９ 的中 （２－６） ３７８５（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６９９０６９ 的中 �� ２８６５（４３番人気）
馬単票数 計 ５７４４４９ 的中 �� １０５７（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６８３０ 的中 �� １２５０（４４番人気）�� ３４６２（１８番人気）�� ２９４４（２３番人気）
３連複票数 計 ８０４７４５ 的中 ��� １５６９（９２番人気）
３連単票数 計１３３３４９６ 的中 ��� ３１６（６３８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１２．２―１２．７―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．７―４５．９―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントバジル �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．７．２６ 新潟１３着

２００５．２．１５生 牝３鹿 母 ペ ラ ド ン ナ 母母 Hushi ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 プライスレスブルー号は，平成２０年１０月１３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６００４ ９月１３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０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４０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 サンエンタティナー �４青鹿６０ 山本 康志加藤 信之氏 岩戸 孝樹 浦河 安藤牧場 ４５２－ ４３：１５．２ ２１．４�

７１１ コアレススイフト 牡４鹿 ６０ 石神 深一小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド ４７６＋ ４ 〃 クビ １０６．２�
２２ サンベルナール 牡４鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４５０＋ ２３：１５．４１� ４１．４�
３４ メジロトンキニーズ 牝６鹿 ５８ 蓑島 靖典�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ５１６＋ ８３：１６．５７ ９．０�
３３ ガッテンヒメ 牝３黒鹿５６ 柴田 大知岩崎 圭市氏 粕谷 昌央 門別 浜本牧場 ４５２－ ６３：１７．８８ １４７．９	
４６ ヤクモオーカン 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 ４７２＋ ４３：１７．９� ６．１

６１０ フェアープロ 牡３青鹿５８ 柴田 未崎キャピタルクラブ 加藤 和宏 静内 坂本 健一 ４８０± ０３：１８．１１ ２４．８�
１１ マイネルグリッツァ 牡５青鹿６０ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ２３：１８．６３ ２．９�
５８ ゴ ス ペ ル 牡３黒鹿５８ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 登別 登別上水牧場 B４８６＋ ６３：１９．８７ １２８．２
４５ ビッグトワイニング 牝７鹿 ５８ 水出 大介関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４８６－１０３：２０．２２� ３２．５�
８１３ ツルガオカハヤテ �８黒鹿６０ 横山 義行松本 兼吉氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４７２＋ ４３：２０．６２� ２．３�
６９ シルクシャングリラ 牝４黒鹿５８ 五十嵐雄祐有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ４２４＋ ６３：２３．７大差 １８０．９�
７１２	 ヨシヴァーティカル 牡４鹿 ６０ 矢原 洋一田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３６＋ ８３：２４．０２ ９３．０�
８１４	 グロリアスヴュー �６栗 ６０ 浜野谷憲尚 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 康利 門別 槇本牧場 ４８４＋１０３：２４．４２� １２０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１３６，５００円 複勝： １８，７４６，９００円 枠連： １７，１４３，５００円

普通馬連： ５０，６２８，３００円 馬単： ４６，４１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３８４，３００円

３連複： ６１，５３３，１００円 ３連単： １１４，４０５，７００円 計： ３４１，３９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１４０円 複 勝 � ５８０円 � ３，２００円 � １，４４０円 枠 連（５－７） １５，１４０円

普通馬連 �� ５３，９２０円 馬 単 �� ９４，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，３６０円 �� ３，９５０円 �� ２５，９９０円

３ 連 複 ��� ２５６，５７０円 ３ 連 単 ��� ２，４８３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １６１３６５ 的中 � ５９５２（５番人気）
複勝票数 計 １８７４６９ 的中 � ９０７４（６番人気）� １４６７（９番人気）� ３３６７（８番人気）
枠連票数 計 １７１４３５ 的中 （５－７） ８３６（２８番人気）
普通馬連票数 計 ５０６２８３ 的中 �� ６９３（５０番人気）
馬単票数 計 ４６４１５６ 的中 �� ３６１（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３８４３ 的中 �� ４３０（４７番人気）�� １０３２（２８番人気）�� １５４（７３番人気）
３連複票数 計 ６１５３３１ 的中 ��� １７７（１９１番人気）
３連単票数 計１１４４０５７ 的中 ��� ３４（１２３７番人気）

上り １マイル １：４９．８ ４F ５３．４－３F ４０．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンエンタティナー �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００６．１０．２１ 福島１着

２００４．４．８生 �４青鹿 母 コメットハンター 母母 ネクストムービー 障害：３戦１勝 賞金 ８，５００，０００円



２６００５ ９月１３日 晴 良 （２０中山４）第１日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

３３ ミスクリアモン 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６４ ―１：３６．３ ７．８�

７１０� リスペクトキャット 牡２黒鹿５４ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Brushwood
Stable ４８４ ―１：３６．８３ １．８�

８１１ サザンスターディ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４８２ ― 〃 アタマ １１．５�
１１ ネイチャーキング 牡２栗 ５４ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 村上 雅規 ４４２ ― 〃 クビ １３．２�
５５ ナカヨキコト 牝２鹿 ５４ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４１８ ―１：３７．０１� ３７．７�
８１２ ラップミュージック 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝後藤 繁樹氏 古賀 慎明 三石 木田牧場 ４４８ ―１：３７．１� ４．６�
５６ オ ル ー ロ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：３７．２� ３１．２	
６８ ロードハロウィン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム ４６８ ―１：３７．４１� ３６．５

２２ トーアナデシコ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊東亜駿馬� 高木 登 豊浦トーア牧場 ４３４ ―１：３７．５	 １２８．６�
６７ ガ ネ ー シ ャ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義石川 博氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４３０ ―１：３８．８８ ２８．２�
７９ � シンボリオナー 牡２芦 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 仏 Mr Taka-

hiro Wada ５１４ ―１：３９．４３� ２５．７
４４ グランカピタン 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行渡邉 満男氏 田子 冬樹 新ひだか 山岸 康 ４６４ ―１：３９．８２� １８９．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，６２８，０００円 複勝： ２７，６６３，８００円 枠連： ２６，２４８，４００円

普通馬連： ６６，２３４，４００円 馬単： ５７，０１６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８４５，５００円

３連複： ６９，９１８，６００円 ３連単： １３２，６４３，５００円 計： ４２３，１９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（３－７） ６２０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ８４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ８，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２１６２８０ 的中 � ２２０６８（３番人気）
複勝票数 計 ２７６６３８ 的中 � ３３３８０（３番人気）� １１７７４８（１番人気）� １９２１０（４番人気）
枠連票数 計 ２６２４８４ 的中 （３－７） ３１４７７（２番人気）
普通馬連票数 計 ６６２３４４ 的中 �� ７９７２７（２番人気）
馬単票数 計 ５７０１６８ 的中 �� ２２８４０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８４５５ 的中 �� ２２１９８（２番人気）�� ５６８０（１１番人気）�� １４５６２（３番人気）
３連複票数 計 ６９９１８６ 的中 ��� ３７４２８（３番人気）
３連単票数 計１３２６４３５ 的中 ��� １１７６７（２０番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

ミスクリアモン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 バ イ ア モ ン 初出走

２００６．４．１１生 牝２鹿 母 ク リ ア モ ン 母母 ク リ ヤ ン グ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※シンボリオナー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６００６ ９月１３日 晴 良 （２０中山４）第１日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

５９ ダイワコルベット 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６２：０１．４ １．９�

４６ ステラカデンテ �３栗 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース後藤 由之 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ６２：０１．５� ２０．２�

２２ マイネルクラール 牡３青鹿 ５６
５３ ▲黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム ４２０＋ ２ 〃 ハナ ９５．０�
２３ ホーリーカップ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４６０－ ６ 〃 クビ ９４．６�
６１０ ソルジャーブルー 牡３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 秋山 雅一 三石 城地 清満 ４６２＋ ２２：０１．６� ３７．６�
１１ カーネルインチーフ 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮 �サンデーレーシング 堀 宣行 門別 中前 義隆 ４２０± ０２：０１．８１� ４．７	
３４ ブラボーデイ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一島田 �樹氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４２６± ０ 〃 ハナ ４６．３

５８ エアベルヴュー 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４４６－ ８２：０２．０１� ５０．１�
８１５ エ ポ カ ル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４２６－ ８ 〃 アタマ １８．９�
６１１ ソアヴェクラシコ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 瀬戸牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ １５．５
８１４ エクセレントレイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４１２＋１２２：０２．４２� ２０．０�
４７ ビービーディーバ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�坂東牧場 土田 稔 平取 坂東牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ９５．１�
３５ カーラプリマ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４２：０２．７１� ８２．７�
７１３ コアレスチャンプ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小林 昌志氏 二ノ宮敬宇 浦河 カナイシスタッド ４５６－ ６２：０３．３３� ７．８�
７１２ アリクシール 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰吉田 和美氏 菊川 正達 浦河 永田 克之 ４１８－ ２２：０３．４� １６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，４３９，３００円 複勝： ２７，５６７，４００円 枠連： ２５，００２，４００円

普通馬連： ７３，９２２，６００円 馬単： ５５，６３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８００，６００円

３連複： ８０，００３，０００円 ３連単： １４０，０２０，８００円 計： ４４９，３９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １４０円 � ４６０円 � １，５５０円 枠 連（４－５） ２，４１０円

普通馬連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ４，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ３，０９０円 �� １５，４７０円

３ 連 複 ��� ４５，１８０円 ３ 連 単 ��� １５１，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２２４３９３ 的中 � ９３９３０（１番人気）
複勝票数 計 ２７５６７４ 的中 � ７６６７７（１番人気）� １２８６９（７番人気）� ３３６３（１４番人気）
枠連票数 計 ２５００２４ 的中 （４－５） ７６８０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７３９２２６ 的中 �� ２１５７１（８番人気）
馬単票数 計 ５５６３６３ 的中 �� １００２８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８００６ 的中 �� ６６８２（７番人気）�� １９５５（３１番人気）�� ３８２（９１番人気）
３連複票数 計 ８０００３０ 的中 ��� １３０７（１２２番人気）
３連単票数 計１４００２０８ 的中 ��� ６８１（４２２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．２―１２．０―１２．５―１２．０―１２．１―１１．８―１２．３―１２．７

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．８
１
３

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

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

ダイワコルベット �
�
父 ダイワテキサス �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．１１．２５ 東京１３着

２００５．４．５生 牡３黒鹿 母 ダイワリプルス 母母 Silken Ripples ７戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円



２６００７ ９月１３日 晴 良 （２０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３０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

２４ リ ュ ウ メ イ 牝３鹿 ５３ 柴田 善臣福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６８＋ ２１：１１．５ ６．８�

３５ フロイデタンツェン 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹生駒 英子氏 小西 一男 三石 タガミファーム ５２２＋ ４１：１１．６� ２３．７�
５９ ウインアンジェラス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ３．４�
１１ ミンナシアワセ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４８４－ ４１：１１．８１ ３５．４�
８１５ シルキーキュート 牝４黒鹿５５ 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 ４９２－ ４１：１２．４３� ６７．１�
８１６ チェルケッティ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 B４６８－１０ 〃 アタマ ４１．３�
３６ グレースエポナ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５１６－１０ 〃 クビ ４．８	
２３ � テ ル ミ ヌ ス 牝４芦 ５５ 小牧 太 
キャロットファーム 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５１８－ １１：１２．５� ５２．６�
６１２ リーガルアミューズ 牝３栗 ５３

５０ ▲千葉 直人有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４６６± ０１：１２．７１� ５．２�
４７ オーシャンルミナス 牝４鹿 ５５ 木幡 初広大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ ２８．５
４８ アルコイリス 牝４芦 ５５ 内田 博幸中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ８．９�
７１３ レティセントガール 牝３黒鹿５３ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０＋ ２１：１２．９１� ４４．３�
５１０ ブルーミンバー 牝３鹿 ５３ 吉田 豊諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：１３．４３ １１．８�
１２ ファディスタ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ８８．７�
６１１ グレイスフルムーヴ 牝３鹿 ５３ 江田 照男有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 ４６０＋１６１：１３．６１ ４６．０�

（１５頭）
７１４ アリージェンス 牝３黒鹿５３ 田中 勝春田中 春美氏 河野 通文 浦河 安原 実 ５０２＋１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，３９２，４００円 複勝： ４０，００４，２００円 枠連： ３１，８２０，７００円

普通馬連： １０２，９９６，３００円 馬単： ６７，０５１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８７３，６００円

３連複： １０５，４２５，０００円 ３連単： １７７，３２３，５００円 計： ５７８，８８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２４０円 � ５１０円 � １６０円 枠 連（２－３） １，０４０円

普通馬連 �� ５，６８０円 馬 単 �� １０，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� ５８０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ９，２２０円 ３ 連 単 ��� ６５，８７０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４３９２４（返還計 １０６９） 的中 � ２８５５２（４番人気）
複勝票数 差引計 ４０００４２（返還計 １８６７） 的中 � ４３０２８（４番人気）� １６０９３（７番人気）� ８３５９６（１番人気）
枠連票数 差引計 ３１８２０７（返還計 ４１２） 的中 （２－３） ２２６４４（４番人気）
普通馬連票数 差引計１０２９９６３（返還計 １２６７９） 的中 �� １３３８８（２０番人気）
馬単票数 差引計 ６７０５１５（返還計 ８５８０） 的中 �� ４８６０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２９８７３６（返還計 ５２７５） 的中 �� ３５２５（２１番人気）�� １３４５７（３番人気）�� ５６７４（１５番人気）
３連複票数 差引計１０５４２５０（返還計 ２３１００） 的中 ��� ８４３９（２５番人気）
３連単票数 差引計１７７３２３５（返還計 ３７４７６） 的中 ��� １９８７（１８２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．９―１１．９―１２．５―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．２―４５．１―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ュ ウ メ イ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．１０．２７ 東京３着

２００５．４．６生 牝３鹿 母 ダイコーフリーマン 母母 スズノフローレンス １０戦２勝 賞金 ２２，１６０，０００円
〔競走除外〕 アリージェンス号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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。
（非抽選馬） ２頭 ブリリアントマリー号・ランブルジャンヌ号



２６００８ ９月１３日 晴 良 （２０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１４時００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

３５ ロットオブカクテル 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：５４．６ ５．８�

２３ ワインアドバイザー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：５４．８１� ２．６�
６１０ リージェントゲスト 牡７鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５２６＋ １１：５４．９� ４３．１�
３４ クラッカージャック 牡４鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８２－ ２１：５５．０� ４．７�
４７ � レイズミーアップ �４黒鹿５７ 吉田 隼人平井 裕氏 秋山 雅一 三石 前川 清彦 ４８８＋ ８ 〃 ハナ ９．７�
２２ � トーセンマンボ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５２８＋ ２１：５５．４２	 ５．１	
７１２ コアレスレーサー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５３２± ０１：５５．５� ５８．９

６１１ サクラハーレー �４鹿 ５７ 石橋 脩�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４９２± ０ 〃 アタマ ４０．５�
５９ キングブライト 牡４鹿 ５７ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド B４７６＋ ２１：５５．７� １２５．６
８１４� ス テ パ ノ ス 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４８８－ ４１：５５．９１� １７．８�
５８ � オンワードオウガ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４５２＋ ２１：５６．０クビ ４９．８�
４６ ヒットミーアゲイン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４９４＋ ３１：５６．５３ １０８．５�
１１ � ユキノスバル 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 B４４４－ ８１：５６．６クビ １８０．９�
８１５ アタゴコマンダー 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４７６＋ ４１：５８．６大差 １５７．２�

（大井）

７１３ ギャラクシーキッド 牡５芦 ５７ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 B４３８± ０２：００．４大差 ４２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，８８３，３００円 複勝： ３２，６５５，８００円 枠連： ３０，３７９，１００円

普通馬連： ９０，６６３，７００円 馬単： ６８，０５５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９４１，０００円

３連複： ９４，５７８，７００円 ３連単： １９１，４３９，５００円 計： ５５４，５９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ７２０円 枠 連（２－３） ２４０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２，４１０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ６，６２０円 ３ 連 単 ��� ３１，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０８８３３ 的中 � ２８６０６（４番人気）
複勝票数 計 ３２６５５８ 的中 � ５２０５９（３番人気）� ９０３５２（１番人気）� ７６０５（８番人気）
枠連票数 計 ３０３７９１ 的中 （２－３） ９４１３９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０６６３７ 的中 �� ９６４３９（３番人気）
馬単票数 計 ６８０５５２ 的中 �� ２７８３５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９４１０ 的中 �� ２１１６６（３番人気）�� ２４３７（２２番人気）�� ４３８２（１４番人気）
３連複票数 計 ９４５７８７ 的中 ��� １０５４６（１７番人気）
３連単票数 計１９１４３９５ 的中 ��� ４４２８（９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．０―５０．０―１：０２．５―１：１５．１―１：２７．７―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロットオブカクテル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００６．７．２３ 新潟３着

２００４．５．１８生 牡４黒鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out １８戦２勝 賞金 ２６，７４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギャラクシーキッド号は，平成２０年１０月１３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６００９ ９月１３日 晴 良 （２０中山４）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

し ろ い

白 井 特 別
発走１４時３５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
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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４４ デストラメンテ 牡４芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６２＋ ６１：４６．８ ２．９�

７１０ ケイアイケイマン 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４８０± ０１：４７．５４ ２．６�
（大井）

１１ アイアムドラマ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：４７．６� １４．１�
５５ トーセンジョーカー 牡５栗 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４５２＋ ２１：４７．８１� １３．９�
３３ パッシングマーク 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 クビ １９．３	
８１２	 フレアリングベスト 牡７鹿 ５７ 武士沢友治山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５０８－ ４ 〃 アタマ ２４．１

６７ 	 セプターレイン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５４＋ ８１：４７．９クビ １０．１�
２２ 	 ライフブリーズ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４４４＋ ４ 〃 クビ ２５．９
７９ ヤ ナ ギ ム シ 牡９栗 ５７ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 B５０６＋ ２１：４８．０
 ６６．８�
５６ テントゥワン 牡５黒鹿５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３４＋ ２１：４８．６３� １０２．０�
８１１ アンテリオール 牡７鹿 ５７ 鷹野 宏史柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ２１：４８．８１� １４２．０�
６８ � スパークキャンドル 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Robert Lewis &

Beverly Lewis ４８４－ ６１：４９．１１
 ８．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，４６２，８００円 複勝： ４１，３７３，２００円 枠連： ３１，２４７，２００円

普通馬連： １４８，０４７，８００円 馬単： １０５，０２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９８４，６００円

３連複： １３３，０２８，１００円 ３連単： ３３２，９３９，２００円 計： ８５６，１０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（４－７） ３５０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５７０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ６，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２８４６２８ 的中 � ７８７７９（２番人気）
複勝票数 計 ４１３７３２ 的中 � １１５６２５（１番人気）� ９６４１２（２番人気）� ２６１４９（６番人気）
枠連票数 計 ３１２４７２ 的中 （４－７） ６５９５７（１番人気）
普通馬連票数 計１４８０４７８ 的中 �� ２９４７７４（１番人気）
馬単票数 計１０５０２３９ 的中 �� １０８２１２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９８４６ 的中 �� ６４７６９（１番人気）�� １３５４０（８番人気）�� １１５５５（９番人気）
３連複票数 計１３３０２８１ 的中 ��� ５６０６６（４番人気）
３連単票数 計３３２９３９２ 的中 ��� ３９４０５（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３６．４―４８．２―５９．８―１：１１．７―１：２３．１―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．１
１
３
４－（８，１０）（５，９）－１（３，６）１１（２，７）＝１２・（４，１０）（８，９）５（１，６，７）３（２，１１）－１２

２
４

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

デストラメンテ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２００７．１．２０ 中山１２着

２００４．３．２２生 牡４芦 母 ディコーラム 母母 ドレツシング １７戦４勝 賞金 ５８，５５５，０００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。



２６０１０ ９月１３日 晴 良 （２０中山４）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

う ら や す

浦 安 特 別
発走１５時１０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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００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 � スリーセブンスピン 牡５鹿 ５７ 江田 照男菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook
Farm ４８０－１６１：１０．４ ８．９�

２４ プレンティラヴ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４９２－ ６１：１０．５� １４．９�
２３ ハードランナー 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４８６＋ ６１：１１．３５ １８．７�

（大井）

８１６ ゴールドクラウン 牡７栗 ５７ 田中 勝春千明牧場 松山 康久 門別 千明牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ３３．３�
８１５ タイセイハニー 牝５芦 ５５ 安藤 光彰田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４９２－ ４ 〃 ハナ １８．０�
６１１ マッチレスバロー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９４－１６ 〃 ハナ ４．７�
５１０� アポインテッドボブ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Fox Hill

Farms, Inc. ５２８＋ ６１：１１．７２� １．９	
７１４ キラライットウセイ 牡５栗 ５７ 鷹野 宏史北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ

アーム ４７８－ ２ 〃 同着 １８９．２

７１３ シャイニングムーン 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４８０－１０１：１１．８� ４７．７�
１２ � クレムリンエッグ 牡３栗 ５５ 渡辺 薫彦�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm ４６０－ ６１：１１．９� ２４．３
４８ 	 カマーバンド 牝５芦 ５５ 柴山 雄一水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４９０＋ ６１：１２．３２� ２３．６�
３６ ホワイトリーベ 牝４芦 ５５ 吉田 豊水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４７２－ ４１：１２．５１� ２２．３�
５９ マグネティックマン 牡８青鹿５７ 西田雄一郎�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４６８－ ４１：１２．７１� １１７．４�
４７ フォワードダンサー 
５鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５２８－１２１：１２．８� １３５．０�
３５ キクノハヤブサ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一菊池 五郎氏 石毛 善彦 浦河 松田 憲一 ４９８＋１６１：１２．９クビ ２０９．３�
６１２ オープンザゲート 牡４鹿 ５７ 木幡 初広ディアレスト 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４７０－ ２１：１４．０７ ３９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，８９４，４００円 複勝： ５７，４６７，４００円 枠連： ４９，１９４，６００円

普通馬連： ２０９，５８８，１００円 馬単： １３８，２５６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，２２４，９００円

３連複： ２０３，９３４，０００円 ３連単： ４６９，１５２，７００円 計： １，２１８，７１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３００円 � ３８０円 � ４９０円 枠 連（１－２） １，６６０円

普通馬連 �� ３，６３０円 馬 単 �� ６，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� １，９５０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� １３，３６０円 ３ 連 単 ��� ７４，３００円

票 数

単勝票数 計 ３７８９４４ 的中 � ３３７７５（３番人気）
複勝票数 計 ５７４６７４ 的中 � ５５５４６（３番人気）� ３９４１４（４番人気）� ２９３９８（６番人気）
枠連票数 計 ４９１９４６ 的中 （１－２） ２１８８５（８番人気）
普通馬連票数 計２０９５８８１ 的中 �� ４２７０７（１２番人気）
馬単票数 計１３８２５６９ 的中 �� １４９８１（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３２２４９ 的中 �� １１７５９（１１番人気）�� ６６７９（２５番人気）�� ６６９３（２４番人気）
３連複票数 計２０３９３４０ 的中 ��� １１２６８（４２番人気）
３連単票数 計４６９１５２７ 的中 ��� ４６６０（２２１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１１．２―１１．７―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．２―３３．４―４５．１―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．０
３ ・（１，１０）（４，７，１５）－１６（２，５，６，１３）１１（３，８，９）－１４－１２ ４ １（４，１０）（７，１５）－（２，１６）（１３，１１）－（３，５）（６，９）－８，１４－１２

勝馬の
紹 介

�スリーセブンスピン �
�
父 Carson City �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．１０．２９ 東京５着

２００３．４．１５生 牡５鹿 母 Cat Appeal 母母 Amyark １６戦４勝 賞金 ５７，５５６，０００円
〔発走状況〕 タイセイハニー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ダイワディライト号・タンティモール号・トウショウガナー号・ファインセンテンス号・フリーモア号
※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。



２６０１１ ９月１３日 晴 良 （２０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４５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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５５ � モエレカトリーナ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 三石 中村 和夫 ４４４± ０１：５９．４ ８．６�

８１０ デヴェロッペ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 松山 将樹 門別 福満牧場 ４８８－１８１：５９．６１� ７．０�
３３ レッドアゲート 牝３黒鹿５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３４＋ ４ 〃 クビ １．５�
４４ アポロクイック 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４５４－ ８１：５９．７� ２８．８�
２２ ヤサシイキモチ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４３６－１４１：５９．８	 ８７．８�
７９ ローザブランカ 牝３芦 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５０＋１６２：００．５４ ７．４�
８１１ アイルビーバウンド 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４１６＋１６２：００．９２	 ７２．９	
１１ エイダイセルリア 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�東振牧場 武市 康男 鵡川 東振牧場 ４０６－ ６２：０１．０	 ４１．５

７８ シ ョ ウ カ ク 牝３栗 ５４ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４５４－１２２：０１．５３ ４４．７�
６６ ニシノガーランド 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７２－ ８２：０１．９２	 １８．７�
６７ 
 カクテルラウンジ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 村上 頼章 千歳 社台ファーム ４２８＋１６２：０２．６４ ８７．４

（大井） （大井）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６９，１７９，２００円 複勝： １０７，２６７，２００円 枠連： ４９，８１５，４００円

普通馬連： ２９２，１４３，１００円 馬単： ２３３，８２０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，９４６，４００円

３連複： ２７０，６９７，０００円 ３連単： ８９０，２５６，７００円 計： １，９８２，１２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（５－８） ２，２２０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ２２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� １０，９００円

票 数

単勝票数 計 ６９１７９２ 的中 � ６４０６６（４番人気）
複勝票数 計１０７２６７２ 的中 � １１１８３５（２番人気）� １１０５９３（３番人気）� ５８７５２７（１番人気）
枠連票数 計 ４９８１５４ 的中 （５－８） １６５７７（８番人気）
普通馬連票数 計２９２１４３１ 的中 �� １０７８２２（７番人気）
馬単票数 計２３３８２０５ 的中 �� ３９１５９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８９４６４ 的中 �� ２３４６６（７番人気）�� ８９１２９（２番人気）�� ７８５１３（３番人気）
３連複票数 計２７０６９７０ 的中 ��� ２２５３６０（２番人気）
３連単票数 計８９０２５６７ 的中 ��� ６０２８３（３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．２―１１．８―１２．３―１１．７―１１．９―１１．６―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．７―４７．５―５９．８―１：１１．５―１：２３．４―１：３５．０―１：４７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�モエレカトリーナ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 タイトスポット

２００５．５．６生 牝３鹿 母 シ ー ワ ン 母母 カリビアンブルー ８戦２勝 賞金 ３１，０７６，０００円
地方デビュー ２００７．８．１ 旭川

※一般事項Ⅴ－２の（４）によりモエレカトリーナ号・デヴェロッペ号は，秋華賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０１２ ９月１３日 晴 良 （２０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２０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

６１１ オリオンザドンペリ 牡４栗 ５７ 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４６４－ ８１：３２．５ １４．２�

８１５ ヒカルダイヤモンド 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７６＋ ２１：３２．８１� １．７�
６１２� サンダーアロング 	４鹿 ５７ 川田 将雅前田 幸治氏 古賀 史生 米 Dell Ridge

Farm, LLC ５０２－ ２１：３３．３３ １２．５�
３５ サマーレプタンサ 牝３鹿 ５３ 石橋 脩セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 惣田 英幸 ４６６＋ ６１：３３．５１ ７．２�
４７ ジョウノパンジー 牝４鹿 ５５ 田中 勝春小川 義勝氏 古賀 慎明 門別 三城牧場 B４３６－ ８１：３３．６� ６６．３�
８１６ ビーアデビル 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４５６＋１０１：３３．７クビ ３６．６	
７１４ オースミビーナス 牝３鹿 ５３

５０ ▲千葉 直人�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ３１．７


５１０ スマートスナイパー 牡５青鹿５７ 吉田 隼人大川 徹氏 佐々木亜良 静内 高橋 誠次 B４７０＋ ６ 〃 アタマ １６８．２�
７１３
 ルリーバニヤン 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太津村 靖志氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４７４－ ６１：３３．８� １７．６�

（大井）

１１ ソシアルグレイシー 牡３鹿 ５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６ 〃 ハナ １２．０
４８ パンコールデイズ 牝３鹿 ５３ 松岡 正海浅田 次郎氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４７２＋２２１：３３．９� ８５．１�
１２ ストロングジョイス 牝３鹿 ５３ 二本柳 壮村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４１６＋ ４１：３４．１１� １４０．６�
３６ サクラスウィープ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４６８－ ６１：３４．２� １２．１�
５９ イイデゴール 牝４黒鹿５５ 江田 照男 �アールエスエーカントリ谷原 義明 三石 木田 祐博 ４４２－２６１：３４．４１� １６３．９�
２３ ホットファッション 牝４鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６４－ ４１：３５．２５ ３３．４�
２４ 
 セリーヌローズ 牝４栗 ５５

５２ ▲宮崎 北斗田中 昇氏 杉浦 宏昭 新冠 オリエント牧場 ４５８＋ ４１：３６．１５ ２２４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，２６２，５００円 複勝： ６２，９０７，２００円 枠連： ５６，０８８，６００円

普通馬連： １８２，０８５，５００円 馬単： １３７，３９１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，６７８，２００円

３連複： １９１，２３３，９００円 ３連単： ５１２，５０２，５００円 計： １，２３５，１４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，２９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，３７０円 ３ 連 単 ��� １８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４２２６２５ 的中 � ２３４８３（６番人気）
複勝票数 計 ６２９０７２ 的中 � ４６９２３（３番人気）� ２８９３７８（１番人気）� ３６８３１（６番人気）
枠連票数 計 ５６０８８６ 的中 （６－８） ９７３３４（２番人気）
普通馬連票数 計１８２０８５５ 的中 �� １５３８８４（３番人気）
馬単票数 計１３７３９１０ 的中 �� ３３１７４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０６７８２ 的中 �� ３５１２９（２番人気）�� ８７８０（１２番人気）�� ３１８９６（４番人気）
３連複票数 計１９１２３３９ 的中 ��� ５９６３３（３番人気）
３連単票数 計５１２５０２５ 的中 ��� ２０２４９（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．３―４５．５―５６．８―１：０８．１―１：２０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．７

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

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

勝馬の
紹 介

オリオンザドンペリ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００７．１．２０ 中山４着

２００４．４．１３生 牡４栗 母 ハ イ ミ ー ル 母母 ローラブロッサム １３戦３勝 賞金 ３０，１５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 オーロマイスター号
（非抽選馬） ２頭 アロマンシェス号・シュウザンゴールド号
※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。



（２０中山４）第１日 ９月１３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０２，５３０，０００円
６，３９０，０００円
１２，７００，０００円
１，３３０，０００円
２１，４９０，０００円
５４，３１０，５００円
５，０４２，８００円
１，６９６，８００円

勝馬投票券売得金
３３８，９３１，６００円
５０５，８２０，３００円
３７３，９６４，６００円
１，４１１，５６１，４００円
１，０７７，１４７，８００円
３９３，２７９，２００円
１，４３５，４８８，４００円
３，３５８，２５９，７００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 ８，８９４，４５３，０００円

総入場人員 ２６，９４７名 （有料入場人員 ２３，０５４名）




