
２６０３７ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４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
１：３３．１

良

良

２２ フレンドサンポウ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４５４± ０１：３５．８ １６．５�

７１２ スノードラゴン 牡２芦 ５４ 北村 宏司岡田 将一氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ４８４－１２１：３６．０１� ３．９�
６１０ テイエムオオタカ 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４５８－ ２１：３６．１クビ ２２．２�
３５ ナンヨーオウトー 牡２栗 ５４ 木幡 初広中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ４９６± ０１：３６．２� １９５．５�
７１３ コンプリート 牝２鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ １．８�
８１４ カネコメスキー 牡２黒鹿５４ 三浦 皇成�岡 義雄氏 小桧山 悟 日高 白瀬 明 ４５２－ ４１：３６．５１� ８９．１�
２３ シャンドゥリエ 牡２芦 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ４ 〃 ハナ ２３．８	
８１５ シャイニングカラー 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ５．３

４７ シャーデンフロイデ 牡２青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 大林ファーム ４１８± ０１：３６．７１� ３８７．６�
６１１ コスモハーヴェスト 牝２栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０１：３６．９１� ３９．４�
３４ エンドレスノヴェル 牝２栗 ５４ 戸崎 圭太ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０± ０ 〃 ハナ ８１．７�

（大井）

１１ ヘイセイレジェンド 牡２鹿 ５４ 武士沢友治松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４７４＋ ４１：３７．４３ １７５．８�
５９ ガ ナ ッ シ ュ 牝２青鹿５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：３７．７１� ３５．５�
５８ レモンマートル 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 新冠 堤 牧場 ４７８－１４１：３８．３３� ４０７．４�
４６ カシノモンブラン 牝２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４１０－ ２ （競走中止） ３８９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，２６４，２００円 複勝： ５２，０３１，７００円 枠連： １７，９５１，４００円

普通馬連： ５２，３６１，７００円 馬単： ４７，９４９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７５３，５００円

３連複： ７３，６１３，６００円 ３連単： １４５，０２８，３００円 計： ４２８，９５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ６３０円 � ２５０円 � ８４０円 枠 連（２－７） ５３０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ９，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２，４４０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １４，５００円 ３ 連 単 ��� １３３，１３０円

票 数

単勝票数 計 １７２６４２ 的中 � ８２４７（４番人気）
複勝票数 計 ５２０３１７ 的中 � ２０４４６（４番人気）� ６６４１２（２番人気）� １４６２２（５番人気）
枠連票数 計 １７９５１４ 的中 （２－７） ２５０６１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２３６１７ 的中 �� １１７０６（１０番人気）
馬単票数 計 ４７９４９８ 的中 �� ３５７３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７５３５ 的中 �� ６４９５（７番人気）�� ２２２１（２２番人気）�� ５７２２（９番人気）
３連複票数 計 ７３６１３６ 的中 ��� ３７４８（３１番人気）
３連単票数 計１４５０２８３ 的中 ��� ８０４（２３１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．３―１１．９―１２．５―１２．２―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．３―４７．２―５９．７―１：１１．９―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．１

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

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

勝馬の
紹 介

フレンドサンポウ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．８．７ 新潟４着

２００８．４．２６生 牝２鹿 母 ファンシーディナー 母母 ハマノローマン ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔競走中止〕 カシノモンブラン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
※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。



２６０３８ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４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
１：４６．６

良

良

７１０ ジ ャ ン ナ 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４± ０１：５１．２ １８．６�

２２ ヴェラシティ 牡２栗 ５４ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 クビ ２．２�
６８ スピードサクラ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 谷山 和喜 ４５２＋ ６１：５１．３クビ ２８．５�
７１１ マイネルリープ 牡２黒鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 日高 加藤牧場 B４７０－ ２１：５１．４� ３．８�
５７ カ ル テ ッ ト 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４４６－ ４１：５１．６１� ４５．５�
１１ リベラルアーツ 牡２黒鹿５４ 戸崎 圭太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－１０１：５１．７� １１．９	

（大井）

８１２ サクラオイデ 牝２鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 日高 原田牧場 ４０８－ ２１：５１．８� ４２５．９


３３ シルクマイベスト 牡２栗 ５４ 三浦 皇成有限会社シルク山内 研二 新ひだか 棚川 光男 ４９８－ ６１：５２．０１� ６．３�
４４ ラヴァリーオステル 牡２栗 ５４ 吉田 隼人村中 徳広氏 池上 昌弘 浦河 鈴木 武蔵 ４７４＋ ４１：５２．１クビ ２３６．３�
５６ タツフレンチ 牡２栗 ５４ 丸田 恭介鈴木 昭作氏 根本 康広 浦河 鮫川牧場 ４８２－１４１：５２．４２ １７２．１
４５ マイネルディビーノ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 ４６２＋ ８ 〃 ハナ ３３．６�
６９ トキノエクセレント 牡２黒鹿５４ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４２４－ ６１：５２．７２ ７．５�
８１３ アミフジエンブレム 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優内藤 好江氏 矢野 照正 茨城 内藤牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ２３０．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，１５８，１００円 複勝： ２８，０６０，７００円 枠連： １２，２００，３００円

普通馬連： ５３，６６６，８００円 馬単： ４１，８６４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４７２，９００円

３連複： ６３，３５９，６００円 ３連単： １１９，６４２，５００円 計： ３５４，４２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ４００円 � １４０円 � ９５０円 枠 連（２－７） ３３０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ５，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ６，９５０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ２０，３９０円 ３ 連 単 ��� １３５，８５０円

票 数

単勝票数 計 １６１５８１ 的中 � ６８８０（６番人気）
複勝票数 計 ２８０６０７ 的中 � １４９６８（６番人気）� ８２２８４（１番人気）� ５５４４（８番人気）
枠連票数 計 １２２００３ 的中 （２－７） ２８０５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３６６６８ 的中 �� ２３９９３（７番人気）
馬単票数 計 ４１８６４３ 的中 �� ５６９７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４７２９ 的中 �� ８６０７（７番人気）�� ６５４（４０番人気）�� ２８２２（１９番人気）
３連複票数 計 ６３３５９６ 的中 ��� ２２９４（５０番人気）
３連単票数 計１１９６４２５ 的中 ��� ６５０（２６２番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．４―１２．５―１３．１―１２．４―１２．４―１２．０―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．２―３７．７―５０．８―１：０３．２―１：１５．６―１：２７．６―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ン ナ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．７．１８ 新潟８着

２００８．３．２０生 牡２鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



２６０３９ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２２ シルクリンカーン 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４２２－ ２１：５５．４ ２．０�

５８ サンワードネオ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４２＋ ２１：５５．６１� ４．９�
６１０ サ ト シ ッ ク 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５２２＋ ６１：５５．７� １０．６�

（大井）

５９ ダイワボニータ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：５６．３３� ５．５�
３４ � ソ ト ビ ー ト 牝３栗 ５４ 池添 謙一門野 重雄氏 鮫島 一歩 米 Dixiana

Stables Inc ４７８－ ８１：５６．８３ ３９．９�
８１４ ハルランマン 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 三嶋牧場 ４１６－ ２１：５７．３３ ２６．３�
６１１ デルママルチェッラ 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４１６＋ ４１：５７．７２� ５３１．４	
４７ ルイスビスティー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ５００＋ ６１：５８．１２� １８．６

２３ スーパーベア 牡３青 ５６

５５ ☆丸山 元気藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４３２＋１６１：５８．２� １４１．８�
１１ ゴールドサムソン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太宮田 守氏 松山 将樹 浦河 バンブー牧場 ５３０＋ ６１：５８．３クビ １０２．９�
７１３ クイーンアラベスク 牝３栗 ５４ 柴田 大知柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：５８．５１� ３０５．８
３５ ヨ リ ト モ 牡３黒鹿５６ 横山 義行佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 金舛 幸夫 ４５６－ ６１：５８．９２� ９．４�
７１２ ホーカスポーカス 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真飯田 政子氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 B５０４＋ ２１：５９．２１� ３１．２�
４６ ビッグジョー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗河内 孝夫氏 高市 圭二 新冠 中地 康弘 ５２６＋ ４１：５９．３� ５５４．１�
８１５ ムーンウォーク 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優岡 浩二氏 和田正一郎 新冠 アラキフアーム ４６８± ０２：０２．５大差 ３１０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，８２６，２００円 複勝： ３２，８０７，９００円 枠連： １８，１０３，５００円

普通馬連： ５９，５８２，８００円 馬単： ４８，９０７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１４８，４００円

３連複： ７３，９４１，０００円 ３連単： １４１，３２２，３００円 計： ４１６，６３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（２－５） ２１０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４６０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ５，６５０円

票 数

単勝票数 計 １９８２６２ 的中 � ７８３４３（１番人気）
複勝票数 計 ３２８０７９ 的中 � １２０７４０（１番人気）� ５２６５３（２番人気）� ２１３０４（６番人気）
枠連票数 計 １８１０３５ 的中 （２－５） ６５０６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９５８２８ 的中 �� １０８１８７（１番人気）
馬単票数 計 ４８９０７６ 的中 �� ５６４９３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１４８４ 的中 �� ３２６０４（１番人気）�� １１２４８（５番人気）�� ４８８６（１２番人気）
３連複票数 計 ７３９４１０ 的中 ��� ３１１５１（４番人気）
３連単票数 計１４１３２２３ 的中 ��� １８４６８（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１２．９―１３．６―１３．３―１２．６―１２．９―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．２―５０．８―１：０４．１―１：１６．７―１：２９．６―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．７
１
３
１０，１５（４，８）１１－２，１（７，１２）９（５，１４）（６，１３）＝３
１０，８（４，２，１１）１５，１（７，１２）（５，１４）９，６，１３－３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルクリンカーン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．９．５ 新潟２着

２００７．３．２０生 牡３栗 母 リンカーングリーン 母母 ヘ バ １０戦１勝 賞金 １３，８００，０００円
〔発走状況〕 クイーンアラベスク号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 クイーンアラベスク号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンウォーク号は，平成２２年１０月１９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 サドンサンダー号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 グローリーゲイル号・ヒシアパラチア号・ブリタニアブルー号・ポッキーホッキイ号・ロヴェレート号
※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。



２６０４０ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

３５ � バルデュソワール 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�ノースヒルズ 和田 正道 米 Fox Straus
KY, LLC ４９４ ―１：１４．１ ２．５�

７１３� フェアユース 牡２栗 ５４ 戸崎 圭太 �社台レースホース河野 通文 米 Shadai Farm ４８６ ―１：１４．４１� ２．９�
（大井）

８１５ ネ セ サ リ ー 牝２青 ５４ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 嶋田 潤 新冠 ムラカミファーム ４３２ ―１：１４．５� ８．１�
２４ ベニノダイヤ 牡２芦 ５４ 柴田 大知�紅谷 粕谷 昌央 平取 スガタ牧場 ４５８ ―１：１４．７１� ３４．６�
４８ アンジュヴォレ 牝２栗 ５４

５３ ☆丸山 元気日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４１８ ― 〃 ハナ １５．３�
７１４ パライバトルマリン 牡２栗 ５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４５０ ―１：１４．９１	 １３７．３	
１２ キンショーユウジャ 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ４９８ ―１：１５．０� １４．８

６１１ ナ ツ ノ ツ キ 牝２芦 ５４ 田中 博康�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４６６ ―１：１５．６３� ５０．１�
２３ エフテーサイレン 牡２栗 ５４ 三浦 皇成深野 茂雄氏 尾関 知人 えりも 上島牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ５３．５�
６１２ ミヤビエスプレッソ 牝２黒鹿５４ 江田 照男村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 大成牧場 ４４２ ―１：１６．０２� １５９．７
１１ トウショウネージュ 牡２芦 ５４ 伊藤 直人トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ― 〃 クビ ２６２．４�
５９ タケデンブラウン 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行武市 進吾氏 高橋 義博 新ひだか 沖田 哲夫 ４５６ ―１：１６．１クビ ４１２．１�
８１６ アフリートギャル 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４５６ ―１：１６．６３ １１．９�
４７ サクラピュアハート 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 伊藤 敏明 ４２６ ―１：１６．８１� １７．２�
５１０ デ リ ー ル 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 新ひだか 下屋敷牧場 ４４４ ―１：１８．２９ ９７．５�
３６ キセツノオキテ 牝２栗 ５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 昭和牧場 ４５０ ―１：１８．８３� ７８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５１２，３００円 複勝： ２５，０２３，８００円 枠連： １９，１８８，９００円

普通馬連： ５３，１３０，３００円 馬単： ４１，１６６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１３３，７００円

３連複： ６３，０１５，３００円 ３連単： １０９，８５４，６００円 計： ３５０，０２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－７） ３６０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ３６０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ２，５７０円

票 数

単勝票数 計 １８５１２３ 的中 � ５９０８５（１番人気）
複勝票数 計 ２５０２３８ 的中 � ６６５３９（１番人気）� ６６５３９（１番人気）� ２９７７９（３番人気）
枠連票数 計 １９１８８９ 的中 （３－７） ３９９５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３１３０３ 的中 �� １１７０５１（１番人気）
馬単票数 計 ４１１６６３ 的中 �� ４７４５０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１３３７ 的中 �� ４０１２６（１番人気）�� １１９９５（２番人気）�� １０２５９（３番人気）
３連複票数 計 ６３０１５３ 的中 ��� ５０４２３（１番人気）
３連単票数 計１０９８５４６ 的中 ��� ３１５７７（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．６―１２．４―１２．６―１４．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バルデュソワール �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Sky Classic 初出走

２００８．５．２生 牝２鹿 母 Zinfandoll 母母 Gold Shadow 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。



２６０４１ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４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
１：４６．６

良

良

８９ トーセンケイトゥー 牡２栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：５１．０ １．７�

６６ メイショウオオゾラ 牡２栗 ５４ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６４ ― 〃 クビ ３．７�
４４ � アポロゼウス 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc., Josham
Farms Limited, et al

４７４ ―１：５１．４２� ５．８�
１１ ハッピーティア 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４４０ ― 〃 クビ １０．８�

（大井）

３３ サンマルヴィエント 牡２栗 ５４ 小林 淳一相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４５６ ―１：５１．６１� ２１．５�

５５ トーセンソニア 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４４ ―１：５２．０２� ３１．５�

２２ シングントップガン 牡２黒鹿５４ 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新ひだか 前川 隆則 ４３０ ―１：５２．３１	 ６６．８	
８８ シ ノ プ シ ス 牝２鹿 ５４ 柴田 大知
ミルファーム 尾関 知人 新冠 飛渡牧場 ４１２ ―１：５２．４� ５２．８�
７７ ディアリール 牝２栗 ５４ 木幡 初広ディアレスト 水野 貴広 浦河 小倉牧場 ４１６ ―１：５３．０３� １２６．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，１０８，４００円 複勝： ３０，７６０，８００円 枠連： ９，８２１，５００円

普通馬連： ４４，１９８，１００円 馬単： ４５，４１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７８２，４００円

３連複： ４７，７１１，０００円 ３連単： １４５，１０９，９００円 計： ３５８，９０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（６－８） ２９０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� １７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３８０円 ３ 連 単 ��� １，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２０１０８４ 的中 � ９６１７５（１番人気）
複勝票数 計 ３０７６０８ 的中 � １７５１６１（１番人気）� ４６０２９（２番人気）� ３４３８３（３番人気）
枠連票数 計 ９８２１５ 的中 （６－８） ２５８０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４１９８１ 的中 �� １２４５１１（１番人気）
馬単票数 計 ４５４１２５ 的中 �� ７８２１４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７８２４ 的中 �� ３３４７２（１番人気）�� ２２９９８（２番人気）�� １２１８６（４番人気）
３連複票数 計 ４７７１１０ 的中 ��� ９４０７４（１番人気）
３連単票数 計１４５１０９９ 的中 ��� １０６１０１（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１２．５―１３．３―１２．６―１２．５―１２．０―１１．８―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３７．７―５１．０―１：０３．６―１：１６．１―１：２８．１―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．９
１
３
６，４（３，５）７（２，９）－１，８・（６，４）（３，５）９（２，７）－１－８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンケイトゥー 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 O’Reilly 初出走

２００８．４．２生 牡２栗 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady 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。



２６０４２ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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
１：４７．８

重

重

８１２ マエストラーレ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �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 ４８４＋ ８１：５４．４ １．６�

２２ リ ュ シ オ ル 牝４鹿 ５５ 武 豊吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５４－ ８１：５４．６１� ２．９�
８１１ トレノローザ 牝３鹿 ５２ 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２２－ ４ 〃 クビ １５．７�

（大井）

７１０ ユングフラウヨシコ 牝４栗 ５５ 三浦 皇成下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８２± ０１：５５．５５ １８．７�
６７ カルトマリーヌ 牝３鹿 ５２ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４＋１０１：５５．６クビ １２．４�
３３ オンワードチアフル 牝３栗 ５２ 小野 次郎�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４８４－ ２１：５５．９２ １４４．３	
４４ キストゥクラウン 牝４芦 ５５

５２ ▲平野 優吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４５４－１４１：５６．３２� ９７．４

５５ ピサノシャルロット 牝３鹿 ５２ 北村 宏司市川 義美氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム ４５８－ ４１：５６．５１� ２４．９�
５６ リキサンキャロル 牝４栗 ５５ 大庭 和弥 �ハイパワー商事 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４３０＋ ４１：５６．７� １０４．１�
６８ ウエスタンエルザ 牝３鹿 ５２ 田中 勝春西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４４６－ １１：５７．１２� １９６．４
１１ メイプルステージ 牝３鹿 ５２ 宮崎 北斗�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 成隆牧場 ４６０－ ８１：５７．９５ １２８．３�
７９ � ネオカーニバル 牝４青鹿５５ 中舘 英二�大島牧場 加藤 和宏 門別 戸川牧場 ４４２－ ２１：５８．８５ １０７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，２５１，１００円 複勝： ６７，６２１，８００円 枠連： １５，９８９，３００円

普通馬連： ６３，８３１，９００円 馬単： ５５，６５４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７３７，６００円

３連複： ７２，１９６，０００円 ３連単： １７４，６２０，６００円 計： ４９３，９０３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（２－８） １７０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ３２０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� １，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２１２５１１ 的中 � １０５４９４（１番人気）
複勝票数 計 ６７６２１８ 的中 � ４６５６５１（１番人気）� ９８８９５（２番人気）� ２４５０４（４番人気）
枠連票数 計 １５９８９３ 的中 （２－８） ７３００９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３８３１９ 的中 �� ２６９１２８（１番人気）
馬単票数 計 ５５６５４８ 的中 �� １５６８３０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７３７６ 的中 �� ７８５７８（１番人気）�� １２９９８（４番人気）�� ８１３０（７番人気）
３連複票数 計 ７２１９６０ 的中 ��� ９１０７２（３番人気）
３連単票数 計１７４６２０６ 的中 ��� ９５８３２（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．２―１３．７―１２．９―１２．１―１２．６―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３８．４―５２．１―１：０５．０―１：１７．１―１：２９．７―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マエストラーレ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．４．１１ 中山８着

２００６．１．１２生 牝４鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング １３戦３勝 賞金 ４３，１２６，０００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。



２６０４３ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５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

１１ コウヨウサンデー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４７２＋ ６１：０７．３ ２．１�

４７ トロンプルイユ 牝３栗 ５３ 藤田 伸二前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６＋ ６ 〃 クビ ４．８�
６１２ レッドハイヒール 牝４鹿 ５５ 吉田 豊村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット B４９８＋ ８１：０７．７２� ３．６�
３５ ト レ モ ロ 牡３栗 ５５

５２ ▲平野 優金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ８１：０８．０１� １２４．５�
２４ ウエスタンディオ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４６２－ ６１：０８．２� １０．０�
７１３� シンボリアニマート 牡４鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ５０４－ ２ 〃 アタマ １０３．５�
２３ ハッシャバイ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介グリーンスウォード 和田 正道 新冠 堤 牧場 ４５８＋ ８１：０８．３� ９３．９	
１２ エフティファラオ �４鹿 ５７ 柴山 雄一吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：０８．４クビ １４２．６

５１０ アグネスクイック 牡４鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：０８．６１� ２５２．８�
４８ コウヨウマリーン 牝５青鹿５５ 北村 宏司寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４５８＋ ２１：０８．７� ９３．８�
６１１� ワンダフルスイート 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４９４＋１２１：０８．８クビ １６２．７�
５９ マイベストソング �４黒鹿５７ 村田 一誠 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６０＋１８１：０８．９� １６８．３�
７１４� フィールドスピカ 牝３黒鹿５３ 田中 勝春 ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４８８＋１６ 〃 ハナ ５１．８�
３６ � フラワーウィンド 牝４黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真川島 吉男氏 平田 修 三石 下屋敷牧場 ４４６＋ ４１：０９．０� １４．５�
８１５� クリノモンブラン 牝５鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太栗本 博晴氏 秋山 雅一 三石 加野牧場 ４６０± ０１：０９．２１	 ６３５．７�
８１６ クインズプレイヤー 牝６黒鹿５５ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４５６＋ ４１：０９．５１� ２８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４４０，８００円 複勝： ３６，５６９，７００円 枠連： １９，４６５，５００円

普通馬連： ８３，８７３，５００円 馬単： ５８，８８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３８４，６００円

３連複： ９７，７９１，０００円 ３連単： １９０，７４２，０００円 計： ５３９，１５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（１－４） ４３０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� １，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２４４４０８ 的中 � ９４２４２（１番人気）
複勝票数 計 ３６５６９７ 的中 � １１８７１６（１番人気）� ５８２２２（３番人気）� ７４７６７（２番人気）
枠連票数 計 １９４６５５ 的中 （１－４） ３３８０４（２番人気）
普通馬連票数 計 ８３８７３５ 的中 �� １３０９１３（２番人気）
馬単票数 計 ５８８８７５ 的中 �� ５９９０７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３８４６ 的中 �� ３１２２４（２番人気）�� ４１３４２（１番人気）�� ２０９９６（３番人気）
３連複票数 計 ９７７９１０ 的中 ��� １４２８４１（１番人気）
３連単票数 計１９０７４２０ 的中 ��� ７３０１５（２番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１０．６―１１．２―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―３２．５―４３．７―５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．８
３ １２－７（１，８）（６，１３）３（５，１４）（２，１６）４，１０（９，１５）１１ ４ １２－７－（１，８）１３（３，６，５，１４）１６（２，４）（１０，１１）９，１５

勝馬の
紹 介

コウヨウサンデー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．２．８ 東京１着

２００６．４．１８生 牡４鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector １１戦３勝 賞金 ３６，０１４，０００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 エアフォースワン号・パワーショウ号



２６０４４ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３５ ハイタッチクイーン 牝３栗 ５２
５１ ☆丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４２８－１０１：４７．１ ３．１�

１１ クリノメダリスト 牝４栗 ５５ 横山 典弘栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４６＋１４１：４７．２� ８．７�
４６ ブレイクナイン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４９８－ ４１：４７．３クビ ２．７�
６１１ ハートフルハピネス 牝３鹿 ５２ 北村 宏司 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：４７．７２� １６．４�
７１２ アポロストーム 牡４栗 ５７ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ４８６± ０１：４７．８� ３４．５�
５８ メイショウデューイ 牡４鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８８－ ４ 〃 ハナ ３５．６�
８１４ ウォーボネット 牡５鹿 ５７ 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４６４－１０１：４８．０１� １２．２	
２２ ドリームヘリテージ 牡４栗 ５７ 田中 博康セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－１８１：４８．２１� １３７．５

７１３ ダッシュアキチャン 牝５黒鹿５５ 大庭 和弥遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４５４± ０１：４８．３� ６５．９�
８１５� ノーザンジュン 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹小山 豊氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５２０± ０１：４８．４クビ １４９．１�
６１０ マロノヴィーナス 牝３黒鹿５２ 戸崎 圭太�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：４８．７２ ９．０

（大井）

３４ シンボリマルセイユ 牡３芦 ５４ 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４８６－１０ 〃 ハナ ２４．０�
４７ トーセンマリーン 牡３黒鹿５４ 木幡 初広島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ５０８－１０１：４９．１２� ２４．８�
２３ � スプリングモナ 牝４鹿 ５５ 郷原 洋司加藤 春夫氏 郷原 洋行 三石 折手牧場 ４６４－ ６１：４９．２� ２３９．５�
５９ スガノタキオン 牡３栗 ５４ 中舘 英二菅原 光博氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４８８± ０１：４９．６２� ５５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，３０７，４００円 複勝： ３３，７４４，８００円 枠連： ２３，９３８，７００円

普通馬連： ９０，７０８，６００円 馬単： ５８，３６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９１３，９００円

３連複： １０６，０６７，６００円 ３連単： １９３，９９０，９００円 計： ５５９，０４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（１－３） １，２３０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ２００円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ７，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２２３０７４ 的中 � ５６９１４（２番人気）
複勝票数 計 ３３７４４８ 的中 � ６８７８０（２番人気）� ３９１４４（３番人気）� ８７９０１（１番人気）
枠連票数 計 ２３９３８７ 的中 （１－３） １４３８２（５番人気）
普通馬連票数 計 ９０７０８６ 的中 �� ４５９９０（５番人気）
馬単票数 計 ５８３６８４ 的中 �� １７２２８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９１３９ 的中 �� １２９９６（４番人気）�� ４３９８８（１番人気）�� １６８１１（２番人気）
３連複票数 計１０６０６７６ 的中 ��� ７４９３１（１番人気）
３連単票数 計１９３９９０９ 的中 ��� １８７８１（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．１―４８．３―５９．９―１：１１．９―１：２３．６―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイタッチクイーン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００９．９．２６ 中山６着

２００７．４．２５生 牝３栗 母 オペラレディ 母母 レディステラ １１戦２勝 賞金 １７，７９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 テイエムマッスル号
※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。



２６０４５ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

のこぎりやま

鋸 山 特 別
発走１４時３５分 （ダート・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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ ヤマニンバッスル 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ５００± ０１：５３．９ ２．３�

８１０ シルクスターシップ 牡７芦 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 静内 千代田牧場 ４９６－２２１：５４．０� ８３．８�
７８ � ベ ロ ー チ ェ 牡７鹿 ５７ 木幡 初広モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４６８＋１０１：５４．１� ８２．３�
７９ トーセントゥルー 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ９．３�
８１１� ヒロノキョウシュウ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４８４± ０１：５４．２� １５９．８�
４４ ホワイトショウフク 牡５芦 ５７ 松岡 正海山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４４８－１０１：５４．３クビ ４５．９	
３３ アイアムイチバン 牡３芦 ５４ 北村 宏司堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：５４．５１	 ５．１

５５ イチエイクリッパー 牡３鹿 ５４ 吉田 豊築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０２－ ２１：５４．８２ ４．５�
６７ レオソリスト 牡５黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５１４－１２１：５５．１２ ４３．３�
６６ テイクバイストーム 牝５芦 ５５ 戸崎 圭太 社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ２１：５５．２� １０．５�
（大井）

２２ アドマイヤオンリー 牝３芦 ５２ 田中 勝春近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２＋１６１：５６．７９ ８．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，６６０，４００円 複勝： ３８，８３５，６００円 枠連： １８，８１６，０００円

普通馬連： １０９，４６０，３００円 馬単： ７２，５５３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４０４，５００円

３連複： １１３，２３３，９００円 ３連単： ２５８，３４２，７００円 計： ６６８，３０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １，０６０円 � ９４０円 枠 連（１－８） ３，８５０円

普通馬連 �� １０，３８０円 馬 単 �� １３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３４０円 �� １，５００円 �� １２，２７０円

３ 連 複 ��� ５６，４３０円 ３ 連 単 ��� ２８２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２７６６０４ 的中 � ９８３０３（１番人気）
複勝票数 計 ３８８３５６ 的中 � １２５８８１（１番人気）� ６８８４（１０番人気）� ７８１１（８番人気）
枠連票数 計 １８８１６０ 的中 （１－８） ３６１２（１６番人気）
普通馬連票数 計１０９４６０３ 的中 �� ７７８３（１９番人気）
馬単票数 計 ７２５５３５ 的中 �� ３９３５（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４０４５ 的中 �� ３１０８（１９番人気）�� ４９３８（１６番人気）�� ５７６（５０番人気）
３連複票数 計１１３２３３９ 的中 ��� １４８１（８７番人気）
３連単票数 計２５８３４２７ 的中 ��� ６７６（４１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．２―１３．１―１２．５―１２．８―１２．９―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．８―４９．９―１：０２．４―１：１５．２―１：２８．１―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３
２，８，１０，５（７，９）－６－１１，４，１＝３・（２，８，１０）（５，９）７（４，６）１１，１＝３

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンバッスル �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．６ 中山８着

２００６．２．２３生 牡４鹿 母 ヤマニンドルチェ 母母 ヤマニンフエーム １３戦４勝 賞金 ５３，４９１，０００円
〔制裁〕 ホワイトショウフク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戒告。（９番への進路影響）
※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。



２６０４６ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�ゆめ半島千葉国体・千葉大会開催記念

発走１５時１０分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．９．１９以降２２．９．１２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３３ ブルーミンバー 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：０７．７ ４．３�

４５ オモイデサクラ 牝３黒鹿５１ 丸山 元気井口 莞爾氏 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４６６± ０１：０８．４４ ７．２�
２２ ターニングポイント 牡５青鹿５７ 松岡 正海山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ ３．９�
８１３ レイクエルフ 牡５黒鹿５３ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４３６－ ４ 〃 ハナ ８３．３�
６９ ホシシャトル 牡７黒鹿５５ 安藤 光彰永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５０４－１６１：０８．５クビ １１．１�
８１２ ナチュラルウィン 牡７青鹿５３ 北村 宏司吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム B４９０－ ４ 〃 クビ ４３．４�
４４ ドリームシャドウ 牡５芦 ５２ 丹内 祐次セゾンレースホース	 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ５０６± ０１：０８．６クビ ８２．８

６８ アポロラムセス 牡５芦 ５６ 田中 勝春アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９２± ０１：０８．７� １５．１�
５６ � アイスカービング 牝６黒鹿５３ 吉田 豊下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ８．５
１１ � エスユーグランド 牡９鹿 ５４ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４７８－ ６１：０８．９１	 ８７．３�
７１１ ダイメイザクラ 牝３鹿 ５１ 吉田 隼人宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４３４－ ８ 〃 アタマ ５．０�
５７ エンシャントアーツ 牝５栗 ５１ 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 大典牧場 ４８２－ ２１：０９．１１� １０．８�

（大井）

７１０� トラベルシチー 牡７鹿 ５２ 西田雄一郎 	友駿ホースクラブ 中野渡清一 豪 Wynyarra
Stud Pty Ltd ４８８＋ ４１：０９．８４ ２２５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，９３３，２００円 複勝： ４６，６３５，２００円 枠連： ３０，２２１，７００円

普通馬連： １６０，２０４，１００円 馬単： ９６，５３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８９７，５００円

３連複： １７２，４０９，７００円 ３連単： ３５９，４３３，７００円 計： ９３８，２７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（３－４） １，６７０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ２６０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２９９３３２ 的中 � ５６１３１（２番人気）
複勝票数 計 ４６６３５２ 的中 � ８４１３５（２番人気）� ４７３３９（５番人気）� １０８４１２（１番人気）
枠連票数 計 ３０２２１７ 的中 （３－４） １３４２５（１２番人気）
普通馬連票数 計１６０２０４１ 的中 �� ７２８７７（８番人気）
馬単票数 計 ９６５３９７ 的中 �� ２３１７５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８９７５ 的中 �� １５２７５（８番人気）�� ４６５５４（１番人気）�� ２０５１３（４番人気）
３連複票数 計１７２４０９７ 的中 ��� ８５８３１（３番人気）
３連単票数 計３５９４３３７ 的中 ��� ２７４０６（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１１．２―１１．０―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．３―４５．５―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．７―３F３３．４
３ ・（３，５）（２，１１）４，１３，８，１２（１，９）６（７，１０） ４ ３－５（２，１１）４（８，１３）１２（１，９）６（７，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルーミンバー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．１１．１７ 東京２着

２００５．３．２２生 牝５鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ２３戦４勝 賞金 ７３，４９８，０００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。



２６０４７ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第１１競走 ��
��２，２００�第６４回ラジオ日本賞セントライト記念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
ラジオ日本賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２０４，０００円 ３４４，０００円 １７２，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７１３ クォークスター 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５００＋ ４２：１０．９ ６．４�

８１５ ヤマニンエルブ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ６．４�
１２ アロマカフェ 牡３黒鹿５６ 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４６８＋１２２：１１．０� ４．４�
５１０ ゲームマエストロ 牡３青 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４７２－１２２：１１．１クビ ４０．６�
６１２ ダークシャドウ 牡３栗 ５６ 四位 洋文飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９８－ ８２：１１．２� １０．５�
２４ � ミッションモード 牡３栗 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４７６＋ ４２：１１．３� ２０．６�
８１６ ヤングアットハート 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：１１．４� ４３．０	
１１ ナイスミーチュー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成
ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ８２：１１．６１ ３２．８�
４８ ミキノバンジョー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５００－ ２２：１１．８１	 １４．７�
４７ ベストアンサー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４５６＋ ２２：１２．０１	 ５１．１
６１１ シャイニンアーサー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４２：１２．２１	 ３１．１�
３５ フェイルノート 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５０８－ ８ 〃 クビ ９．８�
５９ ファーストグロース 牡３鹿 ５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ １７９．８�
２３ ゲシュタルト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ４８８＋ ２２：１２．８３� ４．０�
３６ シルクスチュアート 牡３鹿 ５６ 村田 一誠有限会社シルク奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６ 〃 アタマ ９６．５�
７１４
 ガ ナ ー ル 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太伊達 泰明氏 荒山 勝徳 日高 サンシャイン

牧場 ４８８± ０２：１３．６５ ３４６．９�
（大井） （大井）

８１７ コスモヘレノス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０２＋ ４２：１４．４５ ２００．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １３４，０４４，９００円 複勝： ２０５，４１５，３００円 枠連： １３５，２８７，３００円

普通馬連： ７５４，２２４，３００円 馬単： ３８５，２９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９４，５８３，９００円

３連複： ９４９，４７０，８００円 ３連単： １，８９３，２１３，８００円 計： ４，６５１，５３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（７－８） １，８５０円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ５００円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 ��� １９，０２０円

票 数

単勝票数 計１３４０４４９ 的中 � １６６１６３（４番人気）
複勝票数 計２０５４１５３ 的中 � ２９３８３７（３番人気）� ２１７８４６（４番人気）� ３６５５５２（２番人気）
枠連票数 計１３５２８７３ 的中 （７－８） ５４０６６（１０番人気）
普通馬連票数 計７５４２２４３ 的中 �� ２７３２９７（６番人気）
馬単票数 計３８５２９０３ 的中 �� ６４２３５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９４５８３９ 的中 �� ５４５４１（６番人気）�� １００２００（３番人気）�� ６１０３２（５番人気）
３連複票数 計９４９４７０８ 的中 ��� ２２５５９３（４番人気）
３連単票数 計１８９３２１３８ 的中 ��� ７３４６４（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．１―２３．１―３４．８―４６．６―５８．７―１：１０．４―１：２２．１―１：３３．９―１：４５．９―１：５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３７．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

クォークスター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１．５ 中山２着

２００７．５．１８生 牡３栗 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー ８戦３勝 賞金 ９６，６９４，０００円
〔制裁〕 ダークシャドウ号の騎手四位洋文は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番への進路影響）
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりクォークスター号・ヤマニンエルブ号・アロマカフェ号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０４８ ９月１９日 晴 良 （２２中山４）第４日 第１２競走 ��１，８００�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

７９ サムズアップ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：５３．６ ９．４�

８１２ トウショウロジック 牡３鹿 ５４
５３ ☆丸山 元気トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０－ ２１：５３．７� ２．１�

７１０ クラブトゥギャザー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：５４．０２ ２．８�
６８ ユキノセントウ 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３２－ ２１：５４．１� １０．８�

（大井）

５５ キタサンブユーデン 牡３栗 ５４ 南田 雅昭�大野商事 河野 通文 新ひだか 藤井 益美 ４６２＋ ２１：５６．３大差 ３８．９�
４４ ヒノモトイチバン 牡３栗 ５４ 郷原 洋司坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４５２－ ４１：５６．７２� １１．９	
１１ スイングエンジン 牡４栗 ５７ 西田雄一郎平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４６０－ ６１：５６．９１� ７４．６

６７ トウカイフィット 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４５８＋ ８１：５７．１� ３０．７�
８１１ マイネルチハヤ 牡３芦 ５４

５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 聖心台牧場 ５００－１０１：５７．４１� ４８．８�

５６ � 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 ４７４－ ２ 〃 クビ ３０２．５

３３ テイエムマッスル 牡３栗 ５４
５１ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４４８－１２１：５８．１４ ２９８．１�

２２ � プリティガール 牝３鹿 ５２ 安藤 光彰�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４７８± ０１：５９．０５ ３４．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，３０８，９００円 複勝： ４３，１１１，５００円 枠連： ３６，０５４，６００円

普通馬連： １３５，５８０，１００円 馬単： ８９，２９６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０３５，７００円

３連複： １３９，１２３，２００円 ３連単： ３４５，１１８，０００円 計： ８６４，６２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（７－８） ２００円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４５０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ７，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３６３０８９ 的中 � ３０５８２（３番人気）
複勝票数 計 ４３１１１５ 的中 � ３６６１５（４番人気）� １４１２４９（１番人気）� １１０５９９（２番人気）
枠連票数 計 ３６０５４６ 的中 （７－８） １３６００５（１番人気）
普通馬連票数 計１３５５８０１ 的中 �� ９２５４１（２番人気）
馬単票数 計 ８９２９６４ 的中 �� ２１４８８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００３５７ 的中 �� ２２７８８（３番人気）�� １７５０９（４番人気）�� ９９４０４（１番人気）
３連複票数 計１３９１２３２ 的中 ��� １４２１９８（１番人気）
３連単票数 計３４５１１８０ 的中 ��� ３２９３５（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．９―４９．３―１：０２．３―１：１５．２―１：２８．７―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

サムズアップ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００７．１１．１７ 京都３着

２００５．３．３１生 牡５鹿 母 フサイチビューティー 母母 Embellished １１戦３勝 賞金 ２６，０９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリティガール号は，平成２２年１０月１９日まで平地競走に出走できない。
※テイエムマッスル号は，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。



（２２中山４）第４日 ９月１９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７１，６７０，０００円
１８，７８０，０００円
２，４９０，０００円
２７，０７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，９８１，０００円
４，５５３，０００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
３８７，８１５，９００円
６４０，６１８，８００円
３５７，０３８，７００円
１，６６０，８２２，５００円
１，０４１，８９１，１００円
４８７，２４８，６００円
１，９７１，９３２，７００円
４，０７６，４１９，３００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 １０，６２３，７８７，６００円

総入場人員 ４３，１２０名 （有料入場人員 ）




