
２６０６１ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７１２ ハワイアンシュガー 牡２黒鹿５４ 吉田 豊四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４２６＋ ２１：０９．９ ３．７�

２３ 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 ４３６＋ ４１：１０．１１� ４．３�
８１４ 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± ０ 〃 ハナ ３．９�
１１ サンマルフェアー 牝２黒鹿５４ 江田 照男相馬 勇氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４２０＋ ８１：１０．２� ９．０�
３５ ドルフィンキック 牡２黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４５８－ ２ 〃 ハナ １９．４�
７１３ ミサノグリーン 牝２栗 ５４ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４１８＋ ２ 〃 ハナ １９．５�
６１０ コスモアスコット 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ６ 〃 クビ ２８．３	
４７ ラブステラー 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 高橋 誠次 ４４０± ０１：１０．４１ ３５．６

６１１ バ ム シ ッ ク 牝２栗 ５４ 柴田 善臣 �荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 荻伏服部牧場 ４１４－ ４１：１０．８２� １１．３�
３４ ク ー ル コ コ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 カナイシスタッド ４３２± ０１：１０．９� １０．６�
５９ チャーミングロック 牡２鹿 ５４ 武士沢友治篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７４＋ ８１：１１．０� ２３８．７
５８ バ ー ネ ッ ト 牝２芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太昴ホースクラブ 松永 康利 新ひだか 沖田 哲夫 ４１６＋ ２１：１１．２１� ２５１．２�
２２ コスモイスキア 牡２栗 ５４ 中谷 雄太 �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 ４１０＋１０ 〃 クビ ３００．１�
４６ ヒルノヴィンテージ 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥蛭川 正文氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４０６－１２１：１１．９４ ５９．４�
８１５ サファリレット 牝２栗 ５４ 田辺 裕信熊久保勅夫氏 本郷 一彦 新冠 ムラカミファーム ３８２－ ４ 〃 クビ ３５２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，８９８，２００円 複勝： ２４，７８６，３００円 枠連： １５，４６３，５００円

普通馬連： ５６，１９３，２００円 馬単： ３６，２３２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３２６，９００円

３連複： ６８，８７３，５００円 ３連単： １０９，０１４，４００円 計： ３４４，７８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－７） ７４０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ５，１４０円

票 数

単勝票数 計 １３８９８２ 的中 � ３０３４４（１番人気）
複勝票数 計 ２４７８６３ 的中 � ５１５９７（１番人気）� ４４７５０（３番人気）� ４５９８０（２番人気）
枠連票数 計 １５４６３５ 的中 （２－７） １５６１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６１９３２ 的中 �� ４５３４８（３番人気）
馬単票数 計 ３６２３２１ 的中 �� １５８２７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３２６９ 的中 �� １５５８０（２番人気）�� １６１４６（１番人気）�� １５２３０（３番人気）
３連複票数 計 ６８８７３５ 的中 ��� ４７２１５（１番人気）
３連単票数 計１０９０１４４ 的中 ��� １５６５８（３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．４―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．０―４５．８―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハワイアンシュガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dayjur デビュー ２０１０．８．２９ 新潟２着

２００８．３．４生 牡２黒鹿 母 フラッシュメモリー 母母 Teacher’s Joy ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 ドルフィンキック号の騎手石神深一は，第５日第４競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。
〔制裁〕 ヒルノヴィンテージ号の騎手大庭和弥は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影響）



２６０６２ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６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
１：４６．６

良

良

１１ ナカヤマナイト 牡２栗 ５４ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４５８＋ ２１：５０．４ １．２�

７１２ アントウェルペン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４８２－１０１：５０．６１� １０．９�
３３ ナイスアゲイン 牡２青鹿５４ 北村 宏司�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４９２＋ ２１：５１．４５ １０．９�
３４ ベネチアブルー 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：５１．５� ２７６．４�
５８ カフェローレル 牝２青鹿５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４４６－ ８１：５１．６クビ １６．８�
４５ マリーズタイム 牝２鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４４２－ ６ 〃 ハナ ３０．８	
６１０ ラブバーボン 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 林 孝輝 ４４６－ ６１：５１．９１� ５５．１

２２ カシノダンガン 牡２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 ４７４± ０１：５２．０� ８３．４�
８１４ グラスシーズン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム ４４２－１０１：５２．３１� １４．５�
５７ ベニバナクラウン 牝２栗 ５４ 石橋 脩ベニバナ組合 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 ４３２± ０１：５２．５１� ３１３．２
４６ マンハッタンクラブ 牡２青鹿５４ 木幡 初広廣松 金次氏 境 征勝 浦河 佐々木 恵一 ４８６＋ ８１：５３．３５ ５３．４�
７１１ 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 ４２４－ ２１：５３．５１� ４０７．６�
８１３ ティンバーレイク 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 坂東ファーム ５４８－ ６１：５３．９２� ２４８．１�
６９ フジマサエンパイア 牡２栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４６８－ ４１：５４．４３ ２９３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８４，４００円 複勝： ６３，５８６，８００円 枠連： １１，２８５，０００円

普通馬連： ４２，３３３，９００円 馬単： ４５，１６２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５９１，２００円

３連複： ５２，１０９，０００円 ３連単： １３４，１２６，６００円 計： ３８７，７７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（１－７） ４９０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２０５８４４ 的中 � １３９０３３（１番人気）
複勝票数 計 ６３５８６８ 的中 � ４５４４０６（１番人気）� ４５４０７（２番人気）� ３０８１９（４番人気）
枠連票数 計 １１２８５０ 的中 （１－７） １７３２３（３番人気）
普通馬連票数 計 ４２３３３９ 的中 �� ６７０８６（１番人気）
馬単票数 計 ４５１６２３ 的中 �� ５７１２６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５９１２ 的中 �� ２２９５７（１番人気）�� １９６０７（３番人気）�� ４９９２（１１番人気）
３連複票数 計 ５２１０９０ 的中 ��� ３５１５６（３番人気）
３連単票数 計１３４１２６６ 的中 ��� ３６９１０（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．６―１２．２―１３．２―１２．７―１２．７―１１．９―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．９―３７．１―５０．３―１：０３．０―１：１５．７―１：２７．６―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．７
１
３
１２（７，１０）８（４，１３）（３，６）（２，５，９）（１，１１）１４
１２（７，１０）（４，３，８）（６，１３）２（１４，５，１，９）－１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナカヤマナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．８．８ 新潟３着

２００８．３．２４生 牡２栗 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※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 ハーリーレース号



２６０６３ ９月２６日 晴 重 （２２中山４）第６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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ パ シ ャ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４１８＋ ８１：１３．２ ３８．２�

８１５ ワンダフルサルート 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ４．１�
４８ ウエスタンドルチェ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣西川 賢氏 小島 太 新ひだか 北西牧場 ４４８－ ２１：１３．３クビ １２．２�
５９ シャイニイチカ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２２＋ ６ 〃 クビ ４．７�
８１６ ミラクルアゲン 牝３栗 ５４ 村田 一誠浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４４８＋１２１：１３．４クビ １８．８�
５１０� エアベルヘザー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４２６－ ４ 〃 クビ ３９．９	

１１ アブソルートマック 牡３黒鹿５６ 江田 照男藤井 謙氏 牧 光二 浦河 日東牧場 ４７２－１４１：１３．５クビ １０６．６

２３ オペラライコー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４３４± ０１：１３．９２� ５．６�
２４ トキメキセイコー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４７８± ０１：１４．１１ ２４４．７�
３５ サクラオハナ 牝３栗 ５４ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 原 武久 ４６０＋ ２１：１４．９５ ５．８
７１３ ケークブレッド 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 B５１８－ ４１：１５．０クビ ２６７．６�
３６ ダイワマニング 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６１：１５．２１� ７．８�
７１４ デジタルゴールド 牝３栗 ５４ 千葉 直人 �ゴールドレーシング 鈴木 伸尋 日高 豊郷牧場 ４７６－ ２１：１５．４	 ３４２．７�
６１１ プリンセスジョイ 牝３鹿 ５４ 田中 博康林 邦良氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ３９６－ ２１：１５．７１	 ３８４．６�
６１２ チェアフルハイジ 牝３栗 ５４ 小林 久晃 MOSパートナーシップ 田島 俊明 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１２＋ ４ 〃 クビ ４６９．３�
４７ ビ ー ラ イ ト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ８ （競走中止） ８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９５９，８００円 複勝： ２６，６９１，５００円 枠連： １７，６８３，９００円

普通馬連： ５８，８８２，０００円 馬単： ３６，７３４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０４２，０００円

３連複： ６８，９９１，８００円 ３連単： １１１，２４２，７００円 計： ３５６，２２８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８２０円 複 勝 � ７３０円 � ２２０円 � ４００円 枠 連（１－８） ３，３５０円

普通馬連 �� ６，８８０円 馬 単 �� １９，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９４０円 �� ３，３５０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １８，５２０円 ３ 連 単 ��� １８９，１７０円

票 数

単勝票数 計 １５９５９８ 的中 � ３２９７（９番人気）
複勝票数 計 ２６６９１５ 的中 � ８３２７（９番人気）� ３９７２２（２番人気）� １６８４７（７番人気）
枠連票数 計 １７６８３９ 的中 （１－８） ３８９８（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５８８８２０ 的中 �� ６３２４（２７番人気）
馬単票数 計 ３６７３４４ 的中 �� １３７３（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００４２０ 的中 �� ２５３５（２８番人気）�� １４４５（３７番人気）�� ４２６５（１７番人気）
３連複票数 計 ６８９９１８ 的中 ��� ２７５０（６７番人気）
３連単票数 計１１１２４２７ 的中 ��� ４３４（５０４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１２．８―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．４―４７．２―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３８．８
３ ・（１，３）５（２，１５）４（９，１３）１４（８，１０）－１６＝（１２，６，１１） ４ ・（１，３）５（２，１５）４（９，８）（１６，１３，１０）１４－１２－（６，１１）

勝馬の
紹 介

パ シ ャ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１２．２６ 中京１１着

２００７．４．９生 牝３鹿 母 シ ー タ 母母 Bemissed ９戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔競走中止〕 ビーライト号は，発走後まもなくつまずき，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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ウインリザルト号・クラウソラス号・サマーフィオーレ号・ストロングリゲル号・ノボチャリオット号・パリージョ号・

ビーウイッチ号・ブラウンゴアー号
（非抽選馬） ５頭 サンレッドシチー号・シュガーレスボーイ号・シルキーカレント号・フェニックスワン号・ローテスクライト号



２６０６４ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６日 第４競走 ��３，２１０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：３２．３良

７１１ タマモグレアー �６鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０８－ ４３：３５．７ ４．０�

８１３� マックスチャンプ 牡９鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８０－ ８３：３６．０２ １４．８�
６９ マイネルネオス 牡７鹿 ６１ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ８３：３６．１� ３．８�
３３ バ シ ケ ー ン 牡５栗 ６１ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４８＋ ４３：３６．７３� １９．７�
３４ モルフェサイレンス 牡５栗 ６１

５８ ▲大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４９４＋ ６３：３６．９１� ４．３�
７１２� タ カ ラ ボ ス 牡６栗 ６１ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４４４＋ ６ 〃 クビ １８．１�
２２ � ブラボーデイ �５鹿 ６０ 宗像 徹島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２３：３７．１１� ３５．１	
４６ � スティングマリー 牝５栗 ５８ 平沢 健治青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４８８＋ ２３：３７．２クビ ４０．５

５７ コンフェルヴォーレ 牡４栗 ６０ 高野 和馬岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４３８＋ ２３：３７．８３� ４４．３�
４５ � カシノレオン 牡４黒鹿６０ 山本 康志柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４２４－ ２３：３９．５大差 ３０２．８�
１１ アイズオブゾロ �４黒鹿６０ 穂苅 寿彦 サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ２３：３９．６クビ ２２．２�
５８ ド ン ヤ マ ト 牡４栗 ６０ 横山 義行山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B５０８－ ２３：４１．１９ ７．１�
６１０� ザバトルメイトル 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐宮川 秋信氏 田島 俊明 日高 モリナガファーム ４７０＋ ４３：４５．０大差 ３８．９�
８１４ トキノナスティア 牝４黒鹿５８ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６４＋ ６ （競走中止） ２０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４４４，６００円 複勝： ２０，２８３，９００円 枠連： １７，４５９，７００円

普通馬連： ５０，７８７，５００円 馬単： ３２，４０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２７，７００円

３連複： ６４，８００，６００円 ３連単： ９９，４８３，６００円 計： ３１７，３８８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（７－８） ９３０円

普通馬連 �� ２，１００円 馬 単 �� ３，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ３７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １１，９７０円

票 数

単勝票数 計 １４４４４６ 的中 � ２８９７１（２番人気）
複勝票数 計 ２０２８３９ 的中 � ３５３２７（２番人気）� １３２８４（５番人気）� ３９９０４（１番人気）
枠連票数 計 １７４５９７ 的中 （７－８） １３９６５（４番人気）
普通馬連票数 計 ５０７８７５ 的中 �� １７９２４（８番人気）
馬単票数 計 ３２４０１３ 的中 �� ７８８６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７２７７ 的中 �� ５５４６（８番人気）�� １２８００（１番人気）�� ５９８８（７番人気）
３連複票数 計 ６４８００６ 的中 ��� １９８２４（４番人気）
３連単票数 計 ９９４８３６ 的中 ��� ６１３４（１７番人気）

上り １マイル １：４７．５ ４F ５２．２－３F ３８．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

タマモグレアー �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００６．１０．１５ 東京４着

２００４．３．１４生 �６鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 障害：３戦２勝 賞金 ２３，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５分に変更。
〔騎手変更〕 ブラボーデイ号の騎手石神深一は，第５日第４競走での落馬負傷のため宗像徹に変更。
〔競走中止〕 トキノナスティア号は，１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 エヒテンヴィーゼ号・セイウンエポック号・ブルーベレッタ号・ペガサスファイト号・メイショウチョイス号・

モモタロサン号



２６０６５ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６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

７７ エ ク メ ー ネ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ５０８ ―１：１０．０ ４．２�

４４ ルービンシュタイン 牡２黒鹿５４ 北村 宏司日下部勝�氏 土田 稔 新冠 村上牧場 ４２８ ―１：１０．１� ６．０�
１１ ロイヤルサルート 牡２栗 ５４ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９０ ―１：１０．３１ ５．８�
６６ ボールドグラン 牡２栗 ５４ 吉田 豊増田 陽一氏 田島 俊明 新冠 競優牧場 ４４８ ―１：１０．６１� ２６．０�
５５ アナハイムシチー 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか カタオカフアーム ４４２ ―１：１０．７� ４．２�
３３ マキシムオウショウ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ５１０ ― 〃 アタマ ９１．７�
２２ サトノタイクーン 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 日高 下河辺牧場 ４７０ ―１：１１．３３� ２．９	
８８ ドリームジャクソン �２栗 ５４ 田辺 裕信セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 ４２８ ―１：１３．２大差 ２０．９


（８頭）

売 得 金

単勝： １５，５５４，７００円 複勝： １９，１５７，０００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４５，６９８，９００円 馬単： ３２，９３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５２５，９００円

３連複： ３８，５１９，３００円 ３連単： ９７，４２０，７００円 計： ２６１，８０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １７０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ４９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� １３，５２０円

票 数

単勝票数 計 １５５５４７ 的中 � ２９５２３（２番人気）
複勝票数 計 １９１５７０ 的中 � ３０８９８（４番人気）� ２７９６１（５番人気）� ３１０５２（３番人気）
普通馬連票数 計 ４５６９８９ 的中 �� ２２３６６（９番人気）
馬単票数 計 ３２９３２７ 的中 �� ９４０８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５２５９ 的中 �� ６５０６（８番人気）�� ６４３４（９番人気）�� ５４６８（１０番人気）
３連複票数 計 ３８５１９３ 的中 ��� １３３９９（１０番人気）
３連単票数 計 ９７４２０７ 的中 ��� ５３２１（６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．５―１１．５―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．６―３５．１―４６．６―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ク メ ー ネ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２００８．２．２０生 牝２鹿 母 リトルソルジャー 母母 オ ー ス ピ ス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。



２６０６６ ９月２６日 晴 良 （２２中山４）第６日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１３時００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

６１０ アッパーイースト 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：３５．８ ２．９�

３４ シャイニンロミオ 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２ ― 〃 ハナ ２．３�
５８ マイネルトゥモロー 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 千代田牧場 ４５８ ―１：３６．６５ ８．１�
１１ ダイワサンバースト 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：３６．７� ５．８�
７１１ オマワリサン 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５０４ ―１：３６．９１� ２１．７�
４５ ベルモントセブン 牡２黒鹿５４ 津村 明秀 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ４６０ ―１：３７．３２� １６５．５	
８１３ リワードレブロン 牡２鹿 ５４ 木幡 初広宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４５４ ― 〃 クビ ２５８．９

３３ ゴールドテースト 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 浦河 村中 一英 ４３２ ― 〃 アタマ ２５４．２�
８１４ ボンジュールリュウ 牡２栗 ５４ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 ４５４ ―１：３７．４クビ ５８．９�
２２ ホッコーダイチ 牡２鹿 ５４ 武士沢友治矢部 幸一氏 小桧山 悟 様似 ホウセイ牧場 ４７８ ―１：３７．７２ ２９７．３
７１２ アナクレオン 牡２栗 ５４ 藤田 伸二伊藤 信之氏 上原 博之 日高 豊洋牧場 ４３６ ―１：３７．９１� ３５．４�
５７ ハ ロ ー タ マ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４４４ ― 〃 クビ ８７．３�
６９ コスモポントス 牡２黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４８６ ―１：３８．０� ４８．６�
４６ コスモポーパス 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 原口フアーム ４１４ ―１：３８．１クビ ３２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，１６１，３００円 複勝： ２８，２５７，４００円 枠連： １４，３３８，１００円

普通馬連： ５６，２４２，３００円 馬単： ４４，０５５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０６６，２００円

３連複： ６１，３４０，６００円 ３連単： １２７，０５５，７００円 計： ３７５，５１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（３－６） ３００円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ３８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２３１６１３ 的中 � ６２９５６（２番人気）
複勝票数 計 ２８２５７４ 的中 � ６０９０６（２番人気）� ８７１５６（１番人気）� ３２４９８（４番人気）
枠連票数 計 １４３３８１ 的中 （３－６） ３６０５４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６２４２３ 的中 �� １２５３４１（１番人気）
馬単票数 計 ４４０５５１ 的中 �� ４３３５２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０６６２ 的中 �� ４１０９８（１番人気）�� １１５６６（５番人気）�� １５３２７（４番人気）
３連複票数 計 ６１３４０６ 的中 ��� ６２７３４（２番人気）
３連単票数 計１２７０５５７ 的中 ��� ３３７２８（５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１

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

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

アッパーイースト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Groom Dancer 初出走

２００８．２．４生 牡２黒鹿 母 ココパシオン 母母 Gaiete de Coeur １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 シャイニンロミオ号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。



２６０６７ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６日 第７競走 ��２，４００�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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

１１ マコトギャラクシー 牡３栃栗５４ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５６＋ ６２：３９．１ ４．２�

５５ トーセンルーチェ 牡４栗 ５７
５５ △伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５６４＋ ８２：３９．２� １．７�

８８ ウインシュヴァルツ 牡３青 ５４ 松岡 正海�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７６± ０２：３９．３� ５．８�
７７ ニシノヴァンクール 牡３青鹿５４ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０６± ０２：３９．７２� ６．５�
６６ レ オ ア ラ シ 牡３鹿 ５４ 北村 宏司田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４８４＋ ６２：４０．３３� １８．３�
２２ ピンクアリエス 牝３鹿 ５２ 津村 明秀 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４４０－ ６２：４０．４� ４７．４

３３ ティアップメキラ 牡４鹿 ５７ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 三石 山際牧場 B４７０－１６２：４３．６大差 １２０．７�

（７頭）
４４ ムッシュバロン 牡３鹿 ５４ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４８６－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，４７４，８００円 複勝： ２７，８７４，０００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５１，４７７，２００円 馬単： ４３，２１６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５１８，２００円

３連複： ４２，３９２，２００円 ３連単： １５４，７１８，９００円 計： ３５５，６７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２７０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� ２，４６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０４７４８（返還計 ２１３） 的中 � ３８６１８（２番人気）
複勝票数 差引計 ２７８７４０（返還計 ４２５） 的中 � ３７３７０（２番人気）� １６１４１３（１番人気）� ２８１０９（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ５１４７７２（返還計 ３４２７） 的中 �� １４０４４４（１番人気）
馬単票数 差引計 ４３２１６３（返還計 ２２４９） 的中 �� ３４９２７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １５５１８２（返還計 １１４０） 的中 �� ３３１９９（１番人気）�� １１４４０（５番人気）�� ２２４２０（３番人気）
３連複票数 差引計 ４２３９２２（返還計 ５５１４） 的中 ��� ７７６８０（２番人気）
３連単票数 差引計１５４７１８９（返還計 １１６２８） 的中 ��� ４６４７２（９番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．４―１３．３―１３．７―１４．２―１４．６―１４．４―１３．４―１２．７―１２．４―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２５．６―３８．９―５２．６―１：０６．８―１：２１．４―１：３５．８―１：４９．２―２：０１．９―２：１４．３―２：２６．４

コーナー
通過順位

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

２
�
８，６（３，７）１，５，２
８－（６，７，１）５，２＝３

勝馬の
紹 介

マコトギャラクシー �

父 キングカメハメハ �


母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．２３ 中山５着

２００７．５．２０生 牡３栃栗 母 マコトスズラン 母母 ゲ イ ン ザ ー ８戦２勝 賞金 １７，６５０，０００円
〔騎手変更〕 ピンクアリエス号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
〔競走除外〕 ムッシュバロン号は，疾病〔頭部打撲傷〕のため装鞍所で競走除外。
※出走取消馬 ウィニングトリック号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※ピンクアリエス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０６８ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６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
１：４７．８

重

重

７１３ オリオンザアルファ 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８０± ０１：５３．９ ３．４�

４７ ジャストザシーズン 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４６６－ ６１：５４．０� １４．７�
２３ 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 ４８６＋ ２１：５４．２１ ６．６�
１１ アカシローレル 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４８＋１０１：５４．９４ １４５．９�
６１１ エフティレガシー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５４± ０１：５５．２２ １２．３�
８１４ シルクペガサス 牡５栗 ５７

５４ ▲大江原 圭有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５６＋ ２１：５５．４１ ２７．１�
５８ マーブルアロー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ４７６－１２１：５５．５� ３．６�
６１０ スターノーブルマン 牡４鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５４４＋ ４１：５５．８１� １０．８	
４６ � スプリングナイル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 B４６８± ０ 〃 クビ ９８．８

５９ ショウナンアゲイン 牡４青鹿５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６２＋ ４１：５５．９� ３７．８�
３５ シリコンフォレスト 牡５芦 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B５１６＋ ８１：５６．３２� ５．９
３４ ナイスラッキー 牡５鹿 ５７ 江田 照男戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１４＋ ６１：５６．４� ７２．９�
７１２� コリオレイナス 牡４黒鹿５７ 石橋 脩岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４７０－１３１：５６．５� ４８．０�
８１５� ホウザンドラゴン �４青鹿５７ 西田雄一郎加藤 豊三氏 古賀 史生 むかわ 清水ファーム ４８０－ ４１：５６．７１ ５１３．２�
２２ エミネムシチー 牡５鹿 ５７ 田中 博康 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５０－ ６ 〃 アタマ ２０９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，７０８，３００円 複勝： ３１，２６８，１００円 枠連： １９，８９８，５００円

普通馬連： ８５，６９４，９００円 馬単： ５０，８４８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５４３，６００円

３連複： ９２，７９３，２００円 ３連単： １６６，９９１，０００円 計： ４９５，７４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ３５０円 � １９０円 枠 連（４－７） ２，４８０円

普通馬連 �� ３，０８０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ３７０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ５，５４０円 ３ 連 単 ��� ３０，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２０７０８３ 的中 � ４８５４３（１番人気）
複勝票数 計 ３１２６８１ 的中 � ６７５９５（１番人気）� １８３７３（６番人気）� ４４８４９（３番人気）
枠連票数 計 １９８９８５ 的中 （４－７） ５９２２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８５６９４９ 的中 �� ２０５４９（１３番人気）
馬単票数 計 ５０８４８３ 的中 �� ７３８１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５４３６ 的中 �� ６３６１（１３番人気）�� ２０８７２（２番人気）�� ５００９（１７番人気）
３連複票数 計 ９２７９３２ 的中 ��� １２３７３（１６番人気）
３連単票数 計１６６９９１０ 的中 ��� ４０４８（８７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１２．６―１３．２―１２．７―１２．５―１３．０―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３６．７―４９．９―１：０２．６―１：１５．１―１：２８．１―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリオンザアルファ �
�
父 アルカセット �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．１１．８ 東京１８着

２００７．５．５生 牡３黒鹿 母 モーストファミリー 母母 モーストフェアー ８戦２勝 賞金 １４，２５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２６０６９ ９月２６日 晴 良 （２２中山４）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

そ と ぼ う

外 房 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．９．２６以降２２．９．２０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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

７９ アンティフリーズ 牝３黒鹿５１ 松岡 正海山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４５８－ ４１：３４．４ ３．９�

８１２ レットイットライド �６鹿 ５３ 江田 照男本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４７４＋ ４ 〃 クビ ３７．６�
１１ ハーティンハート 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５３０± ０ 〃 アタマ ２．８�
２２ ローレルエルヴェル 牡５鹿 ５５ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５８＋１２１：３４．５� １０．５�
７１０ スイートブレナム 牝５鹿 ５３ 伊藤 工真シンボリ牧場 後藤 由之 静内 シンボリ牧場 ４８８＋ ８１：３４．６� １５．９�
６７ 	 マルターズオリジン 牝５鹿 ５３ 北村 宏司藤田 在子氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４７４＋１６１：３４．７� ２０．０�
４４ アマミスウィフト 牡６鹿 ５２ 津村 明秀鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４４８＋ ２１：３４．８クビ ７９．９	
３３ サマーアクトレス 牝５黒鹿５３ 石橋 脩セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４９２＋１２１：３４．９� １５．６

６８ マ ヤ ノ マ ヤ 牝４鹿 ５４ 田中 勝春田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４８４＋１６ 〃 クビ ４．０�
５６ ビルトミーアップ 牝５鹿 ５１ 吉田 豊飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７８＋１４１：３５．１１� ５１．６�
８１１
 ミサトバレー 牝５栗 ５２ 武士沢友治戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４６４＋２２ 〃 クビ ３２．０
５５ ノースリヴァー 牝６黒鹿５１ 田中 博康佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４７６＋ ４１：３５．２� ３２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，５６１，２００円 複勝： ３７，９０９，９００円 枠連： ２３，９２４，８００円

普通馬連： １０９，２９７，０００円 馬単： ６４，８１４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９２１，３００円

３連複： １１６，５５０，５００円 ３連単： ２４３，２１０，５００円 計： ６５１，１８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ６００円 � １４０円 枠 連（７－８） ２，２７０円

普通馬連 �� ７，９７０円 馬 単 �� １１，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� ２５０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ７，０８０円 ３ 連 単 ��� ５２，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２４５６１２ 的中 � ５０７３０（２番人気）
複勝票数 計 ３７９０９９ 的中 � ６８５６１（２番人気）� １０８３３（１０番人気）� ９６３５０（１番人気）
枠連票数 計 ２３９２４８ 的中 （７－８） ７８０１（１２番人気）
普通馬連票数 計１０９２９７０ 的中 �� １０１２４（２７番人気）
馬単票数 計 ６４８１４５ 的中 �� ４２５４（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９２１３ 的中 �� ３４０８（２９番人気）�� ３７３０５（１番人気）�� ４０６３（２４番人気）
３連複票数 計１１６５５０５ 的中 ��� １２１５６（２４番人気）
３連単票数 計２４３２１０５ 的中 ��� ３４２０（１５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．７―３６．３―４８．０―５９．６―１：１１．５―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．８

３ ８，１０，６，１２（１，９）（２，４，１１）（３，７）５
２
４

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

勝馬の
紹 介

アンティフリーズ �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 Singspiel デビュー ２００９．１０．２４ 京都９着

２００７．５．１６生 牝３黒鹿 母 シルバートレイン 母母 シルバーレーン １０戦３勝 賞金 ３１，０１５，０００円



２６０７０ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�茨 城 新 聞 杯

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
茨城新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ガ ン ド ッ グ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ４１：１０．６ １１．８�

４７ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ８ 〃 クビ １０．７�
２３ ブライトアイザック 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９２＋１２１：１０．７クビ ９．３�
６１２ ナムラカクレイ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４７８－１０１：１０．８� ４．８�
３６ シルクファルシオン 牡３栗 ５５ 北村 宏司有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９２± ０１：１０．９クビ ５．５�
１２ コンフォーコ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４６６－１２１：１１．１１� ３４．５�
８１５ ローブドヴルール 牝４鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８４＋ ６１：１１．２� ２１．４	
５９ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 B５３４± ０ 〃 ハナ ９．０

４８ ケイアイスウォード 牡５芦 ５７ 武士沢友治 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 ５２４± ０１：１１．３クビ ５３．３�
５１０ テイエムゲンキボ 牡６黒鹿５７ 小林 淳一竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５００－ ２１：１１．４� １５６．３
１１ 	 エーシンドゥベター 牡５青鹿５７ 吉田 豊�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４９４－ ６１：１１．５� ２６．９�
２４ コリコパット 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４２－ ２１：１１．９２� ７．１�
６１１ レッドターキー 牝５栗 ５５ 田中 勝春松本夫佐子氏 古賀 史生 静内 神垣 道弘 B４７６＋ ４１：１２．０� ７．８�
３５ 	
 ジャッカヴェルデ 牡５鹿 ５７ 田中 博康櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４９０－ ２１：１２．６３� ８０．６�
７１４ コ コ カ ラ 牡３栗 ５５ 池添 謙一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４８６－ ６１：１２．９２ １９．８�
７１３ ツウカイヤスナム 牝５鹿 ５５ 村田 一誠木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４８８＋ ８ 〃 ハナ ２１０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，４７６，８００円 複勝： ６３，８１０，３００円 枠連： ４９，１１２，２００円

普通馬連： １８８，７６３，６００円 馬単： ９６，３５８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，２０９，７００円

３連複： ２１６，１６５，４００円 ３連単： ４０５，４８８，３００円 計： １，１０７，３８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ４８０円 � ４５０円 � ３４０円 枠 連（４－８） ３，２７０円

普通馬連 �� ７，５１０円 馬 単 �� １４，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９２０円 �� ２，３００円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ２５，３８０円 ３ 連 単 ��� １７６，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３５４７６８ 的中 � ２３７４６（８番人気）
複勝票数 計 ６３８１０３ 的中 � ３４０２５（８番人気）� ３６５８３（７番人気）� ５２０４６（５番人気）
枠連票数 計 ４９１１２２ 的中 （４－８） １１１０４（１５番人気）
普通馬連票数 計１８８７６３６ 的中 �� １８５５５（３６番人気）
馬単票数 計 ９６３５８０ 的中 �� ４９８８（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２２０９７ 的中 �� ４３６８（４５番人気）�� ５５９６（３７番人気）�� ７６２９（２３番人気）
３連複票数 計２１６１６５４ 的中 ��� ６２８８（１０３番人気）
３連単票数 計４０５４８８３ 的中 ��� １７００（６６７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．０―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．８―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ド ッ グ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー ２０１０．１．３１ 東京１着

２００７．２．９生 牡３栗 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ ７戦３勝 賞金 ３８，４８２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アイアムルビー号・ケージーアメリカン号・ジーガーウイング号・デイトユアドリーム号・トップオブボストン号・

トミケントラスト号・トムアウトランダー号・トーセンベルファム号・ファンドリカップ号・ミステリアスバイオ号



２６０７１ ９月２６日 晴 良 （２２中山４）第６日 第１１競走 ��
��２，２００�第５６回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬
２�減，２１．９．２６以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２１．９．２５以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ７１４，０００円 ２０４，０００円 １０２，０００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

５５ シ ン ゲ ン 牡７黒鹿５７ 藤田 伸二吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２２：１１．４ ７．３�

３３ ドリームジャーニー 牡６鹿 ５９ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２－ ６ 〃 クビ ２．４�

２２ トウショウシロッコ 牡７黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６６－ ８２：１１．５クビ １４．６�

１１ サンライズベガ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９８－ ６ 〃 クビ １８．１�
８１０ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４４４－ ６２：１１．８２ ４．７�
７８ ミステリアスライト 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４９６－ ２２：１２．０１� ５．４	
７７ デストラメンテ 牡６芦 ５７ 津村 明秀岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５８－ ２２：１２．２１� １６７．３

８９ ベンチャーナイン 牡５鹿 ５７ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ５０４＋ ８２：１２．４１� １２９．２�
６６ シ ル ポ ー ト 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋ ２２：１２．６１ ７．１�
４４ � ミッキーミラクル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３８＋ ４２：２４．９大差 ４０．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４５，０４６，８００円 複勝： １８１，８８１，６００円 枠連： ６９，６４３，２００円

普通馬連： ６１１，９５２，８００円 馬単： ３６６，１２３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６５，８８１，７００円

３連複： ６９４，００５，４００円 ３連単： １，９１０，９３３，４００円 計： ４，１４５，４６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（３－５） ９２０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，１１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １３，１７０円

票 数

単勝票数 計１４５０４６８ 的中 � １５８０２６（５番人気）
複勝票数 計１８１８８１６ 的中 � １８８６８５（４番人気）� ５２３３７４（１番人気）� １６３１７６（５番人気）
枠連票数 計 ６９６４３２ 的中 （３－５） ５６２１８（４番人気）
普通馬連票数 計６１１９５２８ 的中 �� ４８１７４２（３番人気）
馬単票数 計３６６１２３６ 的中 �� １１９７２４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６５８８１７ 的中 �� １２８７７６（３番人気）�� ３３１９５（１９番人気）�� １０８８５６（４番人気）
３連複票数 計６９４００５４ 的中 ��� ２１２２２０（１０番人気）
３連単票数 計１９１０９３３４ 的中 ��� １０７１４５（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．５―３５．７―４７．６―１：００．０―１：１１．９―１：２３．９―１：３６．１―１：４７．８―１：５９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ン ゲ ン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．１１ 中山１５着

２００３．２．２０生 牡７黒鹿 母 ニフティハート 母母 ニフティニース １７戦９勝 賞金 ２６３，９０９，０００円
〔騎手変更〕 ミッキーミラクル号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。



２６０７２ ９月２６日 晴 稍重 （２２中山４）第６日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ バイラオーラ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０± ０１：１１．３ ２．９�

６１２ タマモワルツ 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８２＋ ２１：１１．６２ １１．８�
７１４ トーホウブエナス 牝３栗 ５３ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ １１．８�
１１ エリモエポナ 牝３黒鹿５３ 松岡 正海山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ６１：１１．７クビ ４．９�
４７ オ ク ル ス 牝３鹿 ５３ 田中 勝春山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５６＋ ４１：１１．８� ３．８�
６１１ ジュエルビスティー 牝３芦 ５３ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：１１．９� １２．７	
５１０ パブリックアフェア 牝３栗 ５３ 池添 謙一 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４４２＋１０１：１２．０� ８３．７

３６ グローリーステップ 牝３鹿 ５３

５０ ▲水口 優也 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６０－ ４１：１２．２１ １９．２�
２４ ディアイリス 牝３鹿 ５３

５１ △伊藤 工真�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４４６－ ２ 〃 ハナ １７５．６�
７１３ ロジディオン 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝久米田正明氏 萩原 清 新ひだか 野坂牧場 ４７０＋ ４１：１２．４１� ２５．８
３５ ケイアイカミノアシ 牝３鹿 ５３ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 浦河 富田牧場 ４５８＋ ６１：１２．６１ ２５．７�
２３ バイナリースター 牝３鹿 ５３ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５２６－１２１：１２．７� ２８．０�
５９ アポロパステル 牝３栗 ５３ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４６２＋ ４１：１２．９１� ２４５．３�
８１６� モエレマイカ 牝３鹿 ５３

５０ ▲菅原 隆一 �スカイツリーレーシング 保田 一隆 新ひだか 中村 和夫 ３７８－ ４１：１３．０� ５１９．９�
８１５� クリノスレンダー 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４５０－１２１：１３．４２� ２７５．９�
１２ マスターバリスタ 牝３栗 ５３ 武士沢友治白井 岳氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 ４１２＋ ２ 〃 アタマ １９４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，０５８，１００円 複勝： ６６，３５０，５００円 枠連： ５０，６１９，７００円

普通馬連： １８０，３０５，１００円 馬単： １００，１０４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，４３７，５００円

３連複： ２１２，０５８，５００円 ３連単： ４３１，４６３，３００円 計： １，１４１，３９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（４－６） ５５０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ５２０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 ��� １３，８２０円

票 数

単勝票数 計 ４５０５８１ 的中 � １２５０４９（１番人気）
複勝票数 計 ６６３５０５ 的中 � １６６４７０（１番人気）� ５７０１１（４番人気）� ４９１７６（５番人気）
枠連票数 計 ５０６１９７ 的中 （４－６） ６８５９５（２番人気）
普通馬連票数 計１８０３０５１ 的中 �� ７８０４８（５番人気）
馬単票数 計１００１０４２ 的中 �� ２９１２３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５４３７５ 的中 �� ２１９６２（５番人気）�� ２７４５０（４番人気）�� ９５６１（１７番人気）
３連複票数 計２１２０５８５ 的中 ��� ３８９８１（１０番人気）
３連単票数 計４３１４６３３ 的中 ��� ２３０４１（２４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．６―１２．１―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．０―４７．１―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バイラオーラ �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２２ 福島１着

２００６．４．２生 牝４栗 母 バイラリーナ 母母 ダンシングアウンティー １３戦３勝 賞金 ３８，２６６，０００円
〔騎手変更〕 ジュエルビスティー号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 マンガンオトメ号



（２２中山４）第６日 ９月２６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

３０２，６３０，０００円
１１，５５０，０００円
２，０１０，０００円
２９，６４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，５０２，５００円
４，９２６，８００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３９４，９２９，０００円
５９１，８５７，３００円
２８９，４２８，６００円
１，５３７，６２８，４００円
９４８，９８２，８００円
４５７，７９１，９００円
１，７２８，６００，０００円
３，９９１，１４９，１００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 ９，９４０，３６７，１００円

総入場人員 ３５，００６名 （有料入場人員 ３１，２３９名）




