
２６００１ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

５７ ビッグロマンス 牡２黒鹿５４ 田中 勝春西村 專次氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４７４－ ８１：５７．０ ２．６�

８１２ ビービーアックス 牡２鹿 ５４ 松岡 正海�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４４８＋ ２１：５７．６３� ５．０�
６９ ホワイトホープ 牡２芦 ５４ 吉田 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ５．２�
５６ トウショウクラウン 牡２栗 ５４ 田中 博康トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１４－ ２１：５７．７クビ １２．２�
３３ ゲンパチロッキー 牡２鹿 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム ４８２± ０１：５８．５５ ６．７�
７１０ ベストピッチ 牡２黒鹿５４ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新冠 ラツキー牧場 ４４８－ ８１：５９．２４ ５７．４	
４５ タケデンブラック 牡２青鹿５４ 左海 誠二武市 弘氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４２４± ０１：５９．６２� ８７．４


（船橋）

７１１ マスターサイプレス 牡２鹿 ５４
５２ △伊藤 工真�服部牧場 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４９０－ ６１：５９．８１� ４９．６�

６８ フジマサエンパイア 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ４８．７�
４４ マキノスペシャル 牝２栗 ５４ 内田 博幸島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 下屋敷牧場 ５０６＋１２ 〃 クビ ３２．５
２２ ハーリーレース 牡２鹿 ５４ 江田 照男岩崎 銀一氏 谷原 義明 浦河 大柳ファーム ４７０＋ ８２：００．７５ ４３．９�
１１ タマモクロノス 牡２青鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ５０８＋ ６２：０１．９７ ２４．７�
８１３ コスモブルーローズ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋１４２：０４．３大差 １１．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，０９１，５００円 複勝： １９，２３１，０００円 枠連： １２，８７９，８００円

普通馬連： ４１，５９１，６００円 馬単： ３０，１５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８４４，４００円

３連複： ５３，８４８，４００円 ３連単： ８７，７４０，９００円 計： ２７３，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（５－８） ３４０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３２０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ３，１６０円

票 数

単勝票数 計 １２０９１５ 的中 � ３６８３４（１番人気）
複勝票数 計 １９２３１０ 的中 � ５３４６４（１番人気）� ３０９３１（２番人気）� ３０９２８（３番人気）
枠連票数 計 １２８７９８ 的中 （５－８） ２８４６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１５９１６ 的中 �� ４７８０１（１番人気）
馬単票数 計 ３０１５３１ 的中 �� ２２１８３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８４４４ 的中 �� １３２３８（１番人気）�� １２５５２（２番人気）�� ９６５２（３番人気）
３連複票数 計 ５３８４８４ 的中 ��� ４２２７１（１番人気）
３連単票数 計 ８７７４０９ 的中 ��� ２０５５３（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．４―１３．３―１３．３―１３．９―１３．５―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．８―５０．１―１：０３．４―１：１７．３―１：３０．８―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F３９．７
１
３
３（１２，１３）－６（４，９）（２，１１）（１，７）１０－（５，８）・（３，１２）９（６，１０）（１３，１１）（１，４，７）（２，８）５

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

勝馬の
紹 介

ビッグロマンス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．８．２８ 新潟５着

２００８．３．２７生 牡２黒鹿 母 グリーンヒルマック 母母 マツクスフリート ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走状況〕 タマモクロノス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ゲンパチロッキー号の騎手岩部純二は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番・９番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモブルーローズ号は，平成２２年１０月１１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。



２６００２ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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
１：３３．１

良

良

４４ ディープサウンド 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：３６．０ １．３�

６６ コスモソーンパーク 牡２青鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４６６± ０１：３６．３２ ８．７�
８９ コパノハリケーン 牡２鹿 ５４ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４７４－１２１：３６．９３� ２７．０�
３３ アップトゥパー 牝２黒鹿５４ 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 上山牧場 ４８６＋１２ 〃 ハナ ３．８�
１１ ピースワンレディ 牝２栗 ５４ 江田 照男長谷川成利氏 大江原 哲 新ひだか 桜井牧場 ４２８± ０ 〃 クビ １０６．２�
８８ エステーファイター 牡２芦 ５４ 柴田 善臣齋藤 宏明氏 南田美知雄 むかわ 市川牧場 ４７２＋ ４１：３７．０� ５９．４�
５５ イットーアンファン 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４８６＋ ６１：３７．２１� ２００．１	
２２ マイネルフューラー 牡２黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４３４＋ ４１：３７．５１� ５７．５�

７７ フォージドアストロ 牡２鹿 ５４ 武士沢友治�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４５４± ０１：３７．８１� １６７．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，１８２，６００円 複勝： ５２，１５２，５００円 枠連： １０，１０６，４００円

普通馬連： ３０，８５５，９００円 馬単： ３９，４８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５７８，７００円

３連複： ４１，８６６，７００円 ３連単： １２４，１４５，９００円 計： ３３２，３７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（４－６） ４２０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２０１８２６ 的中 � １２６８４４（１番人気）
複勝票数 計 ５２１５２５ 的中 � ３７４２０５（１番人気）� ４７８５３（３番人気）� １３１１６（４番人気）
枠連票数 計 １０１０６４ 的中 （４－６） １８１６０（２番人気）
普通馬連票数 計 ３０８５５９ 的中 �� ５８００３（２番人気）
馬単票数 計 ３９４８８３ 的中 �� ５８１９１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５７８７ 的中 �� ２１８０９（２番人気）�� ７２４１（４番人気）�� ４４９４（６番人気）
３連複票数 計 ４１８６６７ 的中 ��� ２２３０４（３番人気）
３連単票数 計１２４１４５９ 的中 ��� ４０５２７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．４―３５．６―４７．７―１：００．５―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４F４８．３―３F３５．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディープサウンド 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．８．２２ 新潟２着

２００８．３．８生 牡２鹿 母 ジ ョ セ ッ ト 母母 Loure ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



２６００３ ９月１１日 晴 良 （２２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１０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
１：４７．８

重

重

３４ クリミナルコード 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４８８＋ ６１：５５．８ ３．３�

２３ ドラゴンソニック 牝３青鹿５４ 田中 勝春窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３０＋ ６１：５５．９� ７．６�

７１２ フ レ ン チ 牝３栗 ５４
５１ ▲平野 優中村 祐子氏 池上 昌弘 新ひだか ケイアイファーム B４６０－ ８１：５６．９６ ３５．６�

５８ サウンドクルーズ 牝３黒鹿５４ 左海 誠二高橋 文男氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４＋ ２１：５７．０クビ ７．９�

（船橋）

４６ ワインレッド 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム ４３４＋ ４１：５７．１� １７８．３�

８１５ ハネダボサツ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４９４－１０１：５７．７３� ３．７�
６１０ レディスキッパー 牝３芦 ５４ 内田 博幸 	サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B４５２－ ４ 〃 ハナ ４．０

４７ コンカオルデール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 碧雲牧場 ４１８＋ ２１：５８．３３� ６７．３�
５９ バンダムパシアン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４３４－１５１：５８．４� １０１．６�
１１ スイートゲイナー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４５６＋ ２１：５８．５� １６．１
８１４ アキノエデン 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也穐吉 正孝氏 根本 康広 新冠 中央牧場 ４２２－１８１：５９．４５ ５６８．４�
６１１ パティーナスルー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ ５４．１�
３５ メジロキャメロン 牝３青鹿 ５４

５２ △伊藤 工真	メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２＋ ４２：００．２５ １９０．１�
２２ トーンチャイム 牝３鹿 ５４ 江田 照男 	社台レースホース奥平 雅士 安平 追分ファーム B４８２＋ ４２：０１．９大差 ５２．６�
７１３ ア イ ギ ス 牝３青 ５４ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 勝美 新ひだか 山際 智 ４９８－１２２：０４．５大差 ２２３．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０８５，３００円 複勝： ２５，６８０，８００円 枠連： １１，９２１，５００円

普通馬連： ４６，４９８，０００円 馬単： ３２，３５６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５７０，０００円

３連複： ５７，５９０，６００円 ３連単： ９８，１４６，７００円 計： ３０５，８４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ６９０円 枠 連（２－３） ９３０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，５８０円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� ９，８７０円 ３ 連 単 ��� ３１，５２０円

票 数

単勝票数 計 １６０８５３ 的中 � ３９００７（１番人気）
複勝票数 計 ２５６８０８ 的中 � ５４８１１（２番人気）� ２８８６６（５番人気）� ７４２９（７番人気）
枠連票数 計 １１９２１５ 的中 （２－３） ９５４７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４６４９８０ 的中 �� ２９９６６（４番人気）
馬単票数 計 ３２３５６５ 的中 �� １２６５２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５７００ 的中 �� ９５６１（５番人気）�� ２６５３（１７番人気）�� １６６７（２０番人気）
３連複票数 計 ５７５９０６ 的中 ��� ４３０９（２７番人気）
３連単票数 計 ９８１４６７ 的中 ��� ２２９８（９３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．５―１４．０―１３．５―１３．０―１２．８―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．３―５０．３―１：０３．８―１：１６．８―１：２９．６―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．０
１
３

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

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

クリミナルコード �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Gulch デビュー ２０１０．３．１４ 阪神４着

２００７．２．２１生 牝３鹿 母 ク ラ イ ム 母母 Passing Vice ７戦１勝 賞金 １１，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジロキャメロン号・トーンチャイム号・アイギス号は，平成２２年１０月１１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１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

７８ � ザバトルメイトル 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚宮川 秋信氏 田島 俊明 日高 モリナガファーム ４６６＋１６３：１６．１ ７０．６�

５５ リーチマイドリーム �４黒鹿６０ 石神 深一 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５０８＋１０３：１６．６３ ５．０�
７９ ドレックセル 牡７鹿 ６０ 大庭 和弥�森島商事 牧 光二 門別 有限会社

飯田牧場 ５４８＋ ４３：１７．３４ ３．９�
６６ ヨイチセレブ 牝４鹿 ５８ 五十嵐雄祐加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４９４－ ４３：１７．４� ３．８�
４４ ナイトスズラン 牡４黒鹿６０ 山本 康志鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 森 笹川大晃牧場 ４６８± ０３：１８．５７ ７．８�
２２ レッドジュエル 牝４鹿 ５８ 横山 義行 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ５０４－ ２３：１９．１３� １０．６	
１１ ヒシフロンティア 牡４黒鹿６０ 柴田 大知阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 杵臼牧場 ４８８－ ４３：１９．３１ ３６．４

６７ トーセンピュリニー 牡４鹿 ６０ 穂苅 寿彦島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ４９８＋１２３：２１．１大差 ７．８�
８１０ ア バ デ ィ 牡３黒鹿５８ 水出 大介加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３６－ ８３：２１．４１� １０．７
８１１ ダンシングボーイ 牡７鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 B４６２－１６３：２２．２５ ２１．０�
３３ ホクテンミラー 牝５栗 ５８ 高野 和馬小川 幸助氏 畠山 重則 浦河 マミーファーム ４３６＋ ４３：２５．４大差 １２７．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ９，６７５，８００円 複勝： １３，００７，３００円 枠連： １０，８８５，１００円

普通馬連： ３５，１２７，１００円 馬単： ２４，６９５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１２９，４００円

３連複： ４４，０８５，６００円 ３連単： ７２，０３２，５００円 計： ２２１，６３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，０６０円 複 勝 � １，５６０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（５－７） ９２０円

普通馬連 �� ２９，３００円 馬 単 �� ７２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４３０円 �� ３，４４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２６，８００円 ３ 連 単 ��� ３３８，６００円

票 数

単勝票数 計 ９６７５８ 的中 � １０８０（１０番人気）
複勝票数 計 １３００７３ 的中 � １５３０（１０番人気）� １７８０１（３番人気）� ２７３７９（２番人気）
枠連票数 計 １０８８５１ 的中 （５－７） ８８０４（５番人気）
普通馬連票数 計 ３５１２７１ 的中 �� ８８５（４２番人気）
馬単票数 計 ２４６９５７ 的中 �� ２５１（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１２９４ 的中 �� ６３８（３９番人気）�� ８２６（３４番人気）�� ６８６０（４番人気）
３連複票数 計 ４４０８５６ 的中 ��� １２１４（６９番人気）
３連単票数 計 ７２０３２５ 的中 ��� １５７（５３９番人気）

上り １マイル １：４９．２ ４F ５４．０－３F ４１．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ザバトルメイトル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 バトルイニシャチブ

２００６．４．１４生 牡４鹿 母 バトルメイトリーズ 母母 タケノミドリ 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
初出走 JRA



２６００５ ９月１１日 晴 良 （２２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３０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

２２ ジョーアラマート 牝２鹿 ５４ 内田 博幸上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 ４６４ ―１：１０．１ ３．４�

４６ タカラバクシンオー 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４４４ ― 〃 アタマ ５．２�
３５ コスモティカル 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２４ ― 〃 クビ １７．９�
８１５ フィーバーフュー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 八木 常郎 ４３２ ―１：１０．３１� ２４．８�
３４ トミケンアマート 牝２栗 ５４ 田辺 裕信冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ４０６ ―１：１０．５１� ３６．５�
５９ メジロミョウホウ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２ ―１：１０．６� ５．９�
２３ ミ ラ ソ ル 牝２栗 ５４ 柴田 善臣吉野 吉晴氏 伊藤 伸一 新冠 山岡ファーム ４３６ ―１：１０．９２ ６．９	
８１４ ヴィーヴァタキオン 牝２青 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ―１：１１．３２� ４．０

６１０ クラーウィス 牡２鹿 ５４ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 松栄牧場 ４２２ ― 〃 クビ １２２．０�
４７ ミサキジョウ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 ４１８ ―１：１１．４クビ ７４．３�
７１２ デルマヤクシー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治浅沼 廣幸氏 中野渡清一 日高 ファニーヒルファーム ４２６ ―１：１１．７２ １７５．４
６１１ コスモイスキア 牡２栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４００ ― 〃 クビ ６４．０�
７１３ バ ウ ヒ ニ ア 牝２栗 ５４ 村田 一誠宮田 守氏 松永 康利 新ひだか 築紫 洋 ４３６ ―１：１２．１２� １９１．８�
５８ ガイシウイッショク 牡２鹿 ５４ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４０６ ―１：１２．４１� ３８．７�
１１ ザローテーション 牝２栗 ５４ 南田 雅昭井口 莞爾氏 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４６０ ―１：１３．４６ １３３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，０１９，４００円 複勝： ２１，５８９，６００円 枠連： １５，９８１，０００円

普通馬連： ４２，１５５，２００円 馬単： ３０，６１７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９０６，０００円

３連複： ５１，１２７，２００円 ３連単： ８５，９２８，４００円 計： ２７６，３２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ３７０円 枠 連（２－４） ６２０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ９４０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� １９，０１０円

票 数

単勝票数 計 １４０１９４ 的中 � ３２９２４（１番人気）
複勝票数 計 ２１５８９６ 的中 � ４４６６９（１番人気）� ３０６２８（４番人気）� １２１４０（６番人気）
枠連票数 計 １５９８１０ 的中 （２－４） １９１３５（３番人気）
普通馬連票数 計 ４２１５５２ 的中 �� ３３０７３（２番人気）
馬単票数 計 ３０６１７４ 的中 �� １４２５６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９０６０ 的中 �� ９０１９（４番人気）�� ３８１２（１１番人気）�� ２４６７（１７番人気）
３連複票数 計 ５１１２７２ 的中 ��� ７４６４（１３番人気）
３連単票数 計 ８５９２８４ 的中 ��� ３３３６（５４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．８―１１．９―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３５．０―４６．９―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーアラマート �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Topsider 初出走

２００８．４．１９生 牝２鹿 母 タイキフレグランス 母母 Sudden Flash １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。



２６００６ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１１ グァンタナメラ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５２－ ４１：３４．３ ４．２�

１２ マキシムカフェ 牝３黒鹿５４ 江田 照男西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ５．０�
６１１ ハイレイヤー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：３４．４� ８．０�
４８ トーセンカルツェ 牡３栗 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４６２－１０１：３４．５� ６．０�
７１３ カンタベリードール 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥峰 哲馬氏 鈴木 勝美 新ひだか 藤吉牧場 B４５０＋ ６１：３４．８１� ２７．９�
２３ アンリミテッド 牝３鹿 ５４ 村田 一誠宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ３８．６	
７１４ ヴェルバーノ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０＋ ４１：３５．０１� ３．９

３６ サマーロコガール 牝３芦 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 奥平 雅士 様似 ホウセイ牧場 B４６０－ ８１：３５．１クビ ７．２�
２４ ゲンパチドリーム 牡３栗 ５６ 武士沢友治平野 武志氏 中川 公成 新冠 長浜牧場 ４９０－ ４１：３５．３１� ９７．５
５１０ オペラソング 牝３栗 ５４ 西田雄一郎嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５８＋ ２１：３５．９３� ２７５．１�
３５ モンテムーン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ５２６＋１２１：３６．２１� ６２．２�
６１２ ブラウンドラゴン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ８１：３６．４１� ５５１．３�
８１６ オーゴンキップ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩永田 清男氏 畠山 吉宏 新ひだか タガミファーム B４３６－１０ 〃 クビ １８９．３�
８１５ メイプルステージ 牝３鹿 ５４ 青木 芳之�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 成隆牧場 ４６８＋１０１：３６．５クビ ３８．６�
５９ アロンジェルブラ 牝３栗 ５４ 田中 博康丸山 担氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４４２＋ ４１：３８．２大差 １７７．０�
４７ ナイセストスマイル 牝３鹿 ５４ 左海 誠二鈴木 伸昭氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内山田牧場 ３９８± ０１：３８．７３ ３３２．１�

（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４８８，２００円 複勝： ３０，８１３，７００円 枠連： １８，６７８，８００円

普通馬連： ５６，３４９，０００円 馬単： ３７，９４４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３９９，１００円

３連複： ６８，６２６，１００円 ３連単： １１６，２５８，２００円 計： ３６５，５５７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（１－１） ９５０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� １１，２６０円

票 数

単勝票数 計 １７４８８２ 的中 � ３３３３４（２番人気）
複勝票数 計 ３０８１３７ 的中 � ５３５６１（２番人気）� ４２３２３（４番人気）� ３４０８０（５番人気）
枠連票数 計 １８６７８８ 的中 （１－１） １４５５８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６３４９０ 的中 �� ４１２０７（２番人気）
馬単票数 計 ３７９４４２ 的中 �� １３８２８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３９９１ 的中 �� １３７２０（２番人気）�� ８４２９（８番人気）�� ７３４８（１０番人気）
３連複票数 計 ６８６２６１ 的中 ��� ２２４９４（９番人気）
３連単票数 計１１６２５８２ 的中 ��� ７６２０（３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．５―１２．１―１２．１―１１．９―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．０―４７．１―５９．２―１：１１．１―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１

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

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

勝馬の
紹 介

グァンタナメラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sky Classic デビュー ２００９．１２．２６ 中山２着

２００７．４．９生 牝３黒鹿 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance ８戦１勝 賞金 １２，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロンジェルブラ号・ナイセストスマイル号は，平成２２年１０月１１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 シルクレモネード号・メイショウアリス号
※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。



２６００７ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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
１：４７．８

重

重

５７ インフィニットエア 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００＋１６１：５３．７ ４．４�

５８ ケイアイマーズ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４７２＋ ８１：５４．５５ ４．３�
６１０ トレジャーバトル 牡４栗 ５７ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４６８± ０１：５４．７１� ２．６�
４５ シルクパルサー 牡３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ６１：５４．８クビ ９．７�
４６ メイショウデジレ 牡４鹿 ５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５２８－ ８ 〃 クビ ５４．９�
７１２ グレイドキング 牡４栗 ５７ 江田 照男�川島牧場 矢野 照正 日高 白井牧場 ４６８－ ８１：５４．９� １３．２	
６９ ホッカイアラカティ 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０＋１０１：５５．１１� ４０．７

３４ ラッキーダイス 牝３栗 ５２ 北村 宏司吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８１：５５．８４ ７．１�
１１ ヤ ラ マ イ カ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５１４＋１４１：５５．９クビ １５９．５�
７１１� シルキーチュチュ 牝５栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク星野 忍 新冠 ラツキー牧場 ４４２＋ ４１：５６．５３� ２３０．８
２２ � モエレスターレット 牝３青 ５２

４９ ▲水口 優也栗本 博晴氏 中野渡清一 新ひだか 中村 和夫 ４２４＋ ４１：５６．９２� ２９８．９�
８１４� マスベルマン 牡５青 ５７

５４ ▲菅原 隆一上田 忠男氏 畠山 重則 門別 高柳 隆男 ４７６－ ３１：５７．７５ ３００．９�
３３ ネイチャーゼウス 牡３黒鹿５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４９８－ ２１：５７．９� １９２．０�
８１３� ダブルダンス 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣臼井義太郎氏 天間 昭一 門別 碧雲牧場 ４５４＋ ２１：５８．５３� ４５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，９５１，５００円 複勝： ２４，７１２，３００円 枠連： １７，１９１，７００円

普通馬連： ５７，２６３，２００円 馬単： ３９，７４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４８６，９００円

３連複： ６２，０００，８００円 ３連単： １１６，７０３，８００円 計： ３５４，０５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（５－５） １，０６０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ５，５３０円

票 数

単勝票数 計 １６９５１５ 的中 � ３０６４４（３番人気）
複勝票数 計 ２４７１２３ 的中 � ４４０３５（２番人気）� ４１０１３（３番人気）� ６５２５５（１番人気）
枠連票数 計 １７１９１７ 的中 （５－５） １２０３４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７２６３２ 的中 �� ３８１５８（５番人気）
馬単票数 計 ３９７４８４ 的中 �� １４５０１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４８６９ 的中 �� １１１２１（５番人気）�� １７４４０（２番人気）�� ２０８５４（１番人気）
３連複票数 計 ６２０００８ 的中 ��� ５９２７０（１番人気）
３連単票数 計１１６７０３８ 的中 ��� １５６０１（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１２．３―１２．８―１２．５―１３．０―１３．１―１２．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３６．３―４９．１―１：０１．６―１：１４．６―１：２７．７―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インフィニットエア �
�
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 ２００８．１２．１４ 中山４着

２００６．５．９生 牡４黒鹿 母 ビーサイレント 母母 グローバルダイナ ５戦３勝 賞金 ２０，９００，０００円



２６００８ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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

１１ キングスビレッジ 牡４鹿 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 ４８０＋ ６２：００．０ ４．０�

２２ アイアイレインボー 牝３鹿 ５２ 江田 照男齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４５２＋ ６２：００．１� ３４．６�
７９ ケ イ バ ズ キ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４３２＋ ２２：００．３１� １５．２�
５６ ネオヴェリーブル 牡３鹿 ５４ 松岡 正海小林 仁幸氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２－ ４２：００．６１	 ２．９�
６８ シルクドルフィン 牡４鹿 ５７ 田中 博康有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０４＋１０ 〃 クビ １０．４�
８１１ ハシルヨミテテ 牡３鹿 ５４ 内田 博幸田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５２０± ０２：００．７クビ ５．０�
５５ イースタリーガスト 牡３黒鹿５４ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８６－ ４ 〃 クビ ９．６	
４４ シンセサイザー 牡５黒鹿 ５７

５５ △伊藤 工真 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４２：００．８クビ １０．９

８１２
 ラインウインド 牡５鹿 ５７ 木幡 初広志邑 宣彦氏 水野 貴広 静内 高橋 修 ４６０－ ２ 〃 ハナ ７６．９�
７１０ トレノヴィジョン 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４７４－１４２：０１．０１ ２１．０�
３３ トーセンロマネ 牡４栗 ５７ 武士沢友治島川 哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ４３４－１４２：０１．１	 １３１．０�
６７ タイキデイブレイク 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－ ８２：０１．９５ １６１．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，５２７，１００円 複勝： ２９，０１１，８００円 枠連： １７，７２０，１００円

普通馬連： ６４，０９５，８００円 馬単： ４２，８２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４４３，９００円

３連複： ６６，８２７，６００円 ３連単： １２５，６３０，６００円 計： ３８６，０７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � ７４０円 � ５１０円 枠 連（１－２） ７，６５０円

普通馬連 �� ７，２３０円 馬 単 �� １１，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� １，５２０円 �� ４，５４０円

３ 連 複 ��� ３１，０２０円 ３ 連 単 ��� １４８，５９０円

票 数

単勝票数 計 １９５２７１ 的中 � ３８７３６（２番人気）
複勝票数 計 ２９０１１８ 的中 � ４９０１９（３番人気）� ８９０５（９番人気）� １３４７０（７番人気）
枠連票数 計 １７７２０１ 的中 （１－２） １７１０（１９番人気）
普通馬連票数 計 ６４０９５８ 的中 �� ６５４８（２６番人気）
馬単票数 計 ４２８２２８ 的中 �� ２８５８（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４４３９ 的中 �� ３１３６（２３番人気）�� ３３４９（２１番人気）�� １０８６（４０番人気）
３連複票数 計 ６６８２７６ 的中 ��� １５９０（８３番人気）
３連単票数 計１２５６３０６ 的中 ��� ６２４（４２３番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

キングスビレッジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．５．３ 東京２着

２００６．２．２５生 牡４鹿 母 マッチザピース 母母 マッチポイント ４戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔制裁〕 キングスビレッジ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）

アイアイレインボー号の騎手江田照男は，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。（１２番・１０番・
１１番への進路影響）



２６００９ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第９競走 ��
��１，６００�

か ず さ

上 総 特 別
発走１４時３５分（番組第１０競走を順序変更） （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 １６８，０００円 ４８，０００円 ２４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１１ マイネルプライゼン 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４６２－ ２１：３３．０ ４．２�

２２ � サクラネクスト 牡６栗 ５７ 松岡 正海�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４６６－ ６ 〃 クビ ３．３�
６６ サザンスターディ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５１４－ ８１：３３．２１� ３．３�
５５ カ ピ タ ー ノ 牡６黒鹿５７ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ６．５�
７７ オメガクリスマス 牝３鹿 ５３ 横山 典弘原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４４６－１２１：３３．４１� ９．１�
４４ ブレーヴゴールド 牡４青鹿５７ 田中 勝春磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４４８－ ８１：３４．１４ ６９．１�
３３ スーパーウーマン 牝５栗 ５５ 田中 博康 	高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 ４６０－１０１：３４．７３
 ７．８


（７頭）

売 得 金

単勝： ２２，３１３，７００円 複勝： ２４，８３５，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６７，５６４，７００円 馬単： ４４，８３１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８５７，０００円

３連複： ５２，１５２，３００円 ３連単： １７０，６７４，９００円 計： ３９８，２２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２８０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� ３，７００円

票 数

単勝票数 計 ２２３１３７ 的中 � ４２６８５（３番人気）
複勝票数 計 ２４８３５１ 的中 � ４０３３８（３番人気）� ６９６８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７５６４７ 的中 �� ８１４６４（２番人気）
馬単票数 計 ４４８３１６ 的中 �� ２３６５７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８５７０ 的中 �� １６１６３（２番人気）�� １２８０７（５番人気）�� ２３４２０（１番人気）
３連複票数 計 ５２１５２３ 的中 ��� ７０１２３（１番人気）
３連単票数 計１７０６７４９ 的中 ��� ３４１０８（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．４―４５．５―５７．０―１：０９．１―１：２１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３６．０

３ ７＝３－１，６，２－５，４
２
４
７（１，３）６，２，５－４
７＝（３，１）（２，６）－５－４

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルプライゼン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．７．１９ 新潟７着

２００６．４．２生 牡４黒鹿 母 ミナミノブレーヴ 母母 ダイナメロデイ １４戦４勝 賞金 ４６，７９５，０００円



２６０１０ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第１０競走 ��
��２，４００�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走１５時１０分（番組第９競走を順序変更） （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．９．１２以降２２．９．５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

松戸市長賞（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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

２２ � チョイワルグランパ 牡４黒鹿５５ 柴田 善臣�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：３６．７ ３．１�

８８ フジヤマワカムシャ 牡５黒鹿５４ 内田 博幸藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４６８－ ４２：３６．８� ４．５�
７７ � ナムラビスマルク 牡６栗 ５４ 北村 宏司ディアレスト 高橋 裕 門別 いとう牧場 ４８２＋１４２：３７．４３� ６．７�
４４ レ ッ ド ア イ 	４栗 ５５ 松岡 正海 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５４－１０２：３７．５クビ ３．３�
８９ マチカネヒヨドリ 牡４栗 ５４ 大庭 和弥吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４４６－ ４２：３７．７１ ８．１�
６６ レプラコーン 牡５栗 ５３ 左海 誠二 �社台レースホース大竹 正博 三石 片山 修 ４８２－ ２２：３８．１２� ５９．５	

（船橋）

５５ � ダンツクリスエス 牡４鹿 ５６ 木幡 初広山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５１０－１８ 〃 クビ １９．４

１１ � パ パ ノ エ ル 牡６栗 ５１ 武士沢友治齊藤四方司氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４５６－ ２２：３８．３１� ８４．８�
３３ � コーリンヴァリウス 牡８鹿 ５４ 江田 照男伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 日高大洋牧場 ４７８－ ４２：３９．３６ １９．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２４，８３１，８００円 複勝： ３５，１５６，７００円 枠連： １８，５４４，８００円

普通馬連： ８８，８２１，３００円 馬単： ６０，２１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９７０，８００円

３連複： ８３，１７４，０００円 ３連単： ２１８，４５２，９００円 計： ５５２，１６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（２－８） ４６０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ５，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２４８３１８ 的中 � ６４４９５（１番人気）
複勝票数 計 ３５１５６７ 的中 � ８１４８３（１番人気）� ６２７１５（３番人気）� ４４１２０（５番人気）
枠連票数 計 １８５４４８ 的中 （２－８） ３０３１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８８８２１３ 的中 �� ８８６６８（３番人気）
馬単票数 計 ６０２１０５ 的中 �� ３２８７６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９７０８ 的中 �� ２２１８９（２番人気）�� １６４１８（４番人気）�� １２５４０（８番人気）
３連複票数 計 ８３１７４０ 的中 ��� ４６７３１（４番人気）
３連単票数 計２１８４５２９ 的中 ��� ２８６６５（１２番人気）

ハロンタイム １３．５―１３．３―１３．８―１２．６―１３．２―１３．８―１４．３―１３．１―１２．３―１１．７―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．５―２６．８―４０．６―５３．２―１：０６．４―１：２０．２―１：３４．５―１：４７．６―１：５９．９―２：１１．６―２：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
�
５，２（１，８）（６，７）（３，９）－４・（５，２，８，４）－７，６，１（３，９）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�チョイワルグランパ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Private Account

２００６．３．５生 牡４黒鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia ７戦２勝 賞金 ２３，４５３，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

※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１１日 晴 良 （２２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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５７ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４８２＋ ４１：５８．８ ５．０�

７１１ クラックシード 牝３黒鹿５４ 伊藤 工真 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４＋１６ 〃 クビ １０．１�

１１ コスモネモシン 牝３青鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４５２＋ ４１：５９．０１� ３．０�
３４ エバーシャイニング 牝３黒鹿５４ 田中 勝春宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０２－ ６１：５９．６３� ８．３�
６９ テーブルスピーチ 牝３栗 ５４ 松岡 正海谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５６－１０ 〃 アタマ １１．４�
６１０ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６０＋１２２：００．１３ ２４．４�
３３ ブルーモーメント 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０± ０ 〃 アタマ ５．７	
４６ ランダムトーク 牝３鹿 ５４ 津村 明秀吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４４－ ４２：００．２� ７６．５

４５ 	 プリマビスティー 牝３鹿 ５４ 左海 誠二備前島敏子氏 岡林 光浩 浦河 伏木田牧場 ４３８－ ２２：００．４� １８５．０�

（船橋） （船橋）

７１２
 トーセンウィッチ 牝３黒鹿５４ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４２－１５２：００．７２ ２３８．６

２２ エムオーハンズ 牝３栗 ５４ 北村 宏司大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４５４± ０２：０１．５５ ４０．３�
８１４ フローリストライフ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３６± ０２：０４．１大差 ７．０�
８１３ ハッピーライフ 牝３栗 ５４ 田中 博康江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４２８－ ８２：０８．１大差 １２８．２�

（１３頭）
５８ クリスティロマンス 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４８，２６４，２００円 複勝： ７７，４７３，８００円 枠連： ６４，８９８，２００円

普通馬連： ２２３，５３９，０００円 馬単： １２２，６７６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，０７３，５００円

３連複： ２０７，７９４，５００円 ３連単： ４２０，９５１，６００円 計： １，２２２，６７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（５－７） １，７３０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ３３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １６，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 ４８２６４２（返還計 ９５６８６） 的中 � ７７１７２（２番人気）
複勝票数 差引計 ７７４７３８（返還計１４９０４２） 的中 � １４４６５８（２番人気）� ６６１９９（６番人気）� １７９０４２（１番人気）
枠連票数 差引計 ６４８９８２（返還計 ３６４１６） 的中 （５－７） ２７７５７（９番人気）
普通馬連票数 差引計２２３５３９０（返還計９６４７５９） 的中 �� ６７３９８（１４番人気）
馬単票数 差引計１２２６７６７（返還計５１９５４３） 的中 �� １９１７７（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５７０７３５（返還計２１４９１８） 的中 �� １６８８０（１３番人気）�� ４７８９２（１番人気）�� ２４６３７（５番人気）
３連複票数 差引計２０７７９４５（返還計１５７３４８１） 的中 ��� ６３４７５（５番人気）
３連単票数 差引計４２０９５１６（返還計３４０７５７４） 的中 ��� １８６５３（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．８―２２．４―３３．８―４５．５―５７．７―１：１０．１―１：２２．８―１：３５．０―１：４６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアアレトゥーサ �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 タイトスポット デビュー ２００９．１１．１ 東京１着

２００７．４．２７生 牝３黒鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ ８戦３勝 賞金 ４６，０１２，０００円
〔競走除外〕 クリスティロマンス号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅

延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フローリストライフ号・ハッピーライフ号は，平成２２年１０月１１日まで平地競走に出走できない。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりディアアレトゥーサ号・クラックシード号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０１２ ９月１１日 晴 良 （２２中山４）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ �� ジャッカヴェルデ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I
Bloodstock ４９２± ０１：１１．４ ２７．０�

５９ ガッテンムスメ 牝４芦 ５５ 木幡 初広大島 敏氏 本間 忍 様似 ホウセイ牧場 ４８８－１０１：１１．５	 ３７．８�
３５ ケイアイクライム 牡３黒鹿５５ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５０２＋ ６１：１１．６	 ２．７�
２３ ダブルフレーバー 牝４栗 ５５ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４９２＋ ６ 〃 ハナ ２０．４�
４７ ジュエルビスティー 牝３芦 ５３ 横山 典弘備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２ 〃 アタマ １２．９�
５１０� ボストンレッド 牡４鹿 ５７ 津村 明秀小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５１８－１０１：１１．８１
 ２７６．１	
８１５ スマートキャスター 牡５青 ５７ 内田 博幸大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８６＋ ４１：１１．９クビ ３．５

６１１ ウインリーズン 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝�ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４５２± ０１：１２．０	 １４．３�
１１ � ミスターレンチ 牡４栗 ５７ 石橋 脩�ジェイアール 岩戸 孝樹 米

J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

B５２４－ ２１：１２．１	 ４．９�
２４ スノーライダー 牡４青鹿５７ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １６９．４
７１４ カズノウォーニング 牡４鹿 ５７ 左海 誠二鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４３６－ ８１：１２．３１
 ９７．６�

（船橋）

１２ カネトシショコラ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春兼松 利男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４８０＋１４１：１２．７２	 ８６．０�
６１２ クーデワンダー 牡３鹿 ５５ 江田 照男 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 様似 富田 恭司 B４６４＋ ６１：１３．０２ ２６．９�
７１３ カシマチャンピオン 牡４芦 ５７ 北村 宏司�カシマ 高市 圭二 日高 広中 稔 ５０６± ０１：１３．４２	 １１２．８�
８１６� イフノットナウ 牡３栗 ５５ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Whisper

Hill Farm ５１６－ ４１：１３．８２	 １６．９�
３６ � ローズエンジェル 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４５２－２４１：１４．１２ ４８５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，０１１，２００円 複勝： ４７，２８４，６００円 枠連： ３１，６９２，０００円

普通馬連： １２８，１５６，７００円 馬単： ７７，３７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，５２８，９００円

３連複： １５１，１４１，１００円 ３連単： ３１３，５９７，９００円 計： ８２２，７８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７００円 複 勝 � ５８０円 � ７５０円 � １６０円 枠 連（４－５） ６，７６０円

普通馬連 �� ２３，４４０円 馬 単 �� ５７，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，７５０円 �� １，４１０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ３０，４１０円 ３ 連 単 ��� ３１１，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３４０１１２ 的中 � ９９４２（９番人気）
複勝票数 計 ４７２８４６ 的中 � １７５２７（８番人気）� １３１９６（１０番人気）� １１５０６１（１番人気）
枠連票数 計 ３１６９２０ 的中 （４－５） ３４６１（２１番人気）
普通馬連票数 計１２８１５６７ 的中 �� ４０３５（５１番人気）
馬単票数 計 ７７３７０３ 的中 �� ９９０（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９５２８９ 的中 �� １４０５（５５番人気）�� ７０３８（１５番人気）�� ５７９２（１８番人気）
３連複票数 計１５１１４１１ 的中 ��� ３６６９（８４番人気）
３連単票数 計３１３５９７９ 的中 ��� ７４４（６６２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．６―１１．８―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．２―４６．０―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ジャッカヴェルデ �

�
父 Flatter �

�
母父 El Gran Senor

２００５．４．７生 牡５鹿 母 Pia Bride 母母 Beaming Bride ６戦１勝 賞金 １１，１１０，０００円
初出走 JRA

※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 リーサムカイト号
（非抽選馬） ２頭 アームズトウショウ号・シロイキセキ号
※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。



（２２中山４）第１日 ９月１１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 １５０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

２０１，２６０，０００円
４，２６０，０００円
２，３６０，０００円
１，０００，０００円
１７，９８０，０００円
４７，７７３，０００円
４，４３０，２００円
１，４８５，０００円

勝馬投票券売得金
２５５，４４２，３００円
４００，９４９，２００円
２３０，４９９，４００円
８８２，０１７，５００円
５８２，９１５，５００円
２６８，７８８，６００円
９４０，２３４，９００円
１，９５０，２６４，３００円
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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 ５，５１１，１１１，７００円

総入場人員 ２２，７１２名 （有料入場人員 １８，７８４名）




