
２６０６１ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６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

１１ � ニシノガーランド 牝２鹿 ５４ 中舘 英二西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４８０± ０１：３６．５ ６．６�

８１５ タマモスクワート 牡２鹿 ５４ 石橋 脩タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４６６－ ６１：３６．６� １２．５�
３５ ベ ニ ノ ア イ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広�紅谷 矢野 進 新冠 川上 悦夫 ４４８－ ２ 〃 アタマ ４９．５�
６１０ ダイナマイトシコク 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６８＋ ４１：３６．７クビ ３．６�
７１２� ウ イ ン ク 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４６４－ ４ 〃 クビ １０７．４�
５８ � カロエクスプレス 牡２芦 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 阿部 新生 新冠 山岡ファーム ４６４－ ２１：３６．８クビ １６．１�
６１１� ダイワポーラスター 牡２栗 ５４ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４４４－ ２１：３７．２２� ２．１	
８１４� ゴールドヘラクレス 牡２栗 ５４ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４７６± ０ 〃 クビ ２６．８

４６ � レ オ バ ベ ル 牡２栗 ５４ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 ４８６－ ６１：３７．３クビ ３３．３�
４７ � セントオマール 牡２栗 ５４ 川田 将雅後藤 繁樹氏 小林 常泰 新冠 石田牧場 ４３４± ０１：３７．４� １５９．６�
７１３� マイネルブリス 牡２鹿 ５４

５２ △田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 国中 一男 ４５２－ ２ 〃 アタマ ３３．２

２３ キモンホワイト 牡２芦 ５４ 吉田 隼人小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４８６－ ６１：３７．６１� ７０．３�
２２ ローレルウェンス 牡２鹿 ５４ 安藤 光彰 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４６２＋ ４１：３８．１３ ３１．８�
３４ � スガノマーサ 牝２栗 ５４ 郷原 洋司菅原光太郎氏 山田 要一 青森 金浜 睦夫 B４０６＋ ２１：３８．５２� １７２．０�
５９ ユーリカランチ 牡２黒鹿５４ 小野 次郎泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７０＋１０１：３９．２４ １３６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，７４４，２００円 複勝： １７，３８６，５００円 枠連： １９，２９３，４００円

普通馬連： ６２，８０６，８００円 馬単： ６４，４６０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７７３，０００円

３連複： ８３，３６４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２７８，８２８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２６０円 � ３６０円 � １，０８０円 枠 連（１－８） １，８９０円

普通馬連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ５，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２，７００円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ２７，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７４４２ 的中 � １６５５５（３番人気）
複勝票数 計 １７３８６５ 的中 � ２０４１２（３番人気）� １２８５４（４番人気）� ３６７２（９番人気）
枠連票数 計 １９２９３４ 的中 （１－８） ７５５８（７番人気）
普通馬連票数 計 ６２８０６８ 的中 �� １６２１９（８番人気）
馬単票数 計 ６４４６０２ 的中 �� ８３９７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７７３０ 的中 �� ５２３８（７番人気）�� １５９５（２６番人気）�� １２６７（２９番人気）
３連複票数 計 ８３３６４２ 的中 ��� ２２３９（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．４―４７．５―１：００．２―１：１２．７―１：２４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３

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

勝馬の
紹 介

�ニシノガーランド �
�
父 メジロライアン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．９．１ 新潟６着

２００５．３．２７生 牝２鹿 母 サ ー ニ ャ 母母 マ リ キ ー タ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※キモンホワイト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０６２ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・右・外）

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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

５１０� チョコクランチ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 田中 清隆 門別 北海牧場 ４３４－ ４１：１０．６ ２．７�

８１５ リトルディッパー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５２－２２ 〃 ハナ １１．８�
３５ � ウイングフット 牝２栗 ５４ 北村 宏司加藤 信之氏 阿部 新生 門別 加藤ステーブル ４６０－ ６１：１０．８１ ４．１�
６１１� コスモドリーミン 牝２芦 ５４

５３ ☆大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 浦河 日田牧場 ４０６± ０１：１０．９� １７２．２�
５９ � ポコアポコフォルテ 牝２栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４１６＋ ２ 〃 クビ １４．３�
４７ � ナツミホープ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣相原 宏�氏 根本 康広 三石 前川 清彦 ４４０－ ２１：１１．１１ ３．９	
２４ � ミヤギフェアリー 牝２栗 ５４ 武士沢友治菅原 光博氏 笹倉 武久 新冠 北星村田牧場 ４２８＋ ２１：１１．２� １１３．８

１１ � クリノポップコーン 牝２黒鹿５４ 小林 淳一栗本 博晴氏 本間 忍 浦河 駿河牧場 ４０８＋ ８ 〃 アタマ １１９．９�
４８ エ ポ カ ル 牝２鹿 ５４

５３ ☆北村 友一細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４３２－ ４ 〃 アタマ ２０７．２�
７１４ レオパンドラ 牝２栗 ５４ 西田雄一郎�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４５６± ０１：１１．５１� ２０．８
３６ チアズブリス 牝２黒鹿５４ 横山 義行北村キヨ子氏 古賀 史生 門別 長田ファーム ４６２＋ ４１：１１．６� ３４１．２�
６１２ ハ エ ヌ キ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ５８．３�
８１６� サマーミッドナイト 牝２黒鹿５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４３４－ ２１：１１．７� １１．３�
２３ クイックマインド 牝２鹿 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 ４６４± ０１：１２．１２� ４０．８�
１２ ファインプレーチェ 牝２栗 ５４

５２ △田中 博康�三嶋牧場 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 ４４０－ ４ 〃 ハナ ２９６．２�
７１３� デルマカペラ 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４６６－ ２１：１４．１大差 ２０６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５２９，２００円 複勝： ２３，０７０，７００円 枠連： ２１，０６６，４００円

普通馬連： ８０，４０４，７００円 馬単： ７１，７０３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５１６，６００円

３連複： ９３，３０８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２９，５９９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（５－８） ６８０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５２９２ 的中 � ５６０２３（１番人気）
複勝票数 計 ２３０７０７ 的中 � ６７００９（１番人気）� １２８２９（６番人気）� ４２１３１（３番人気）
枠連票数 計 ２１０６６４ 的中 （５－８） ２２９９８（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０４０４７ 的中 �� ３１９３０（６番人気）
馬単票数 計 ７１７０３７ 的中 �� １７２０８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５１６６ 的中 �� ７１３５（８番人気）�� ３０２４５（１番人気）�� ６６９７（９番人気）
３連複票数 計 ９３３０８５ 的中 ��� ３０４９０（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．７―１１．８―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．６―４６．４―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ １０，１４（５，１６）（７，１５）１１（６，１２）（４，８）１，２（９，１３）３ ４ ・（１０，１４）（５，１６）（７，１５，１２）（６，１１）（４，８）－１，９－２，３－１３

勝馬の
紹 介

�チョコクランチ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００７．８．４ 新潟３着

２００５．３．１３生 牝２鹿 母 ホッカイカレン 母母 ホッカイテースト ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマカペラ号は，平成１９年１０月２３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 オンワードカメリア号・コスモアイ号・ニシノイノーマス号・マイネアルデュール号



２６０６３ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１１ ラードロキングリー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝村中 徳広氏 鈴木 伸尋 様似 様似堀牧場 ４７０－ ６２：０４．４ ２．８�

７１３� ソングバード 牝３青鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２２：０４．６１� ３．４�
６１１� アウダーチェ �３栗 ５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 堀 宣行 門別 中前 義隆 B５０２ ― 〃 クビ ３８．１�
８１６� ド ン ラ ミ ロ 牡３青 ５６ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 新冠 上井農場 ４８４＋ ８２：０４．９１� １０．９�
５１０� タケデンシルヴァン 牝３芦 ５４ 大庭 和弥武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ４０６＋１０２：０５．１１� ７．４�
４７ 	 フィールフィット 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉野 文雄氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４５８－ ４ 〃 ハナ ６．４�
１２ � エリモアミーゴ �３鹿 ５６ 土谷 智紀山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４７２ ―２：０５．３１ ４４．３	
７１４� ミスヨコハマ 牝３栗 ５４ 石橋 脩平澤 基男氏 柴田 政人 静内 グランド牧場 ３９６＋ ４ 〃 クビ １６８．０

５９ � メジロヘレネ 牝３青鹿５４ 小野 次郎メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ４４４－ ２２：０５．４クビ ９９．５�
３６ � オウシュウサンデー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西村 專次氏 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 ４５２＋ ８２：０５．８２� １３．２
８１７ ヨシアイビーム 牝３芦 ５４ 吉田 隼人田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４２２＋ ６ 〃 クビ ３２４．４�
８１５ ダルシャンバード 牡３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗�中山牧場 武藤 善則 浦河 中山牧場 ５３６＋ ４２：０５．９クビ ６４２．４�
２３ � トウシューズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４３４－ ８２：０６．１１� １９．５�
６１２ リワードレフラン 牝３栗 ５４ 二本柳 壮宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 本巣牧場 ４４８＋ ８２：０６．７３� ９３．１�
４８ アルベレリファール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３２＋ ２２：０６．８� ２００．６�
２４ ディーエスデンバー 牡３栗 ５６ 村田 一誠秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４５８＋２０２：０７．４３� ４１０．１�
３５ �	 エプソムチェルシー 牡３黒鹿５６ 吉永 護 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 三石 パラダイス・
ファーム ４５６－ ４２：０８．６７ ３６６．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，８６７，１００円 複勝： ２４，８７６，０００円 枠連： ２０，１９２，０００円

普通馬連： ８７，０６７，７００円 馬単： ８１，１１９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５８９，２００円

３連複： １０３，８６７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３５９，５７８，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ８４０円 枠 連（１－７） ４４０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，４００円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� ７，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８６７１ 的中 � ６０１６６（１番人気）
複勝票数 計 ２４８７６０ 的中 � ６５４９４（１番人気）� ３８８９７（２番人気）� ５０３０（８番人気）
枠連票数 計 ２０１９２０ 的中 （１－７） ３３９１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７０６７７ 的中 �� １１１２２５（１番人気）
馬単票数 計 ８１１１９３ 的中 �� ５３０８９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５８９２ 的中 �� ２０５４６（１番人気）�� ３５３１（１９番人気）�� １８６１（２５番人気）
３連複票数 計１０３８６７３ 的中 ��� ９６９２（２４番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．２―１３．６―１２．９―１３．５―１１．８―１２．１―１２．１―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．３―３７．９―５０．８―１：０４．３―１：１６．１―１：２８．２―１：４０．３―１：５２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

ラードロキングリー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．２．１８ 東京６着

２００４．４．１生 牡３栗 母 バ ジ リ ア 母母 Brillante ５戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エプソムチェルシー号は，平成１９年１０月２３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ダルシャンバード号は，平成１９年１０月２３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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アブソリューション号・コウヨウパイオニア号
（非抽選馬） ５頭 ウインメガガール号・ウエスタンファイン号・クリノムーヴオペラ号・ダイワファントム号・ニシノムツラボシ号



２６０６４ ９月２３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９中山４）第６日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

８１２ シャコーバニラ 牝４鹿 ５８ 浜野谷憲尚グレイドレーシング組合 矢野 照正 門別 白井牧場 ４６０± ０３：１７．４ １０．１�

２２ � ローレルハンバーバ 牡４黒鹿６０ 金子 光希 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４７８＋ ６３：１７．９３ ２０．４�
４４ ミウラマリリン 牝３黒鹿５６ 横山 義行佐藤 明氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４８０＋ ４３：１８．０クビ ３．０�
６７ � プレンティスピード 牡５栗 ６０ 宗像 徹鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４３８＋ ４３：１８．５３ ３．５�
６８ � スガノロイヤル 牝３鹿 ５６ 柴田 大知菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 田上 稔 ４４４－ ４３：１９．５６ １３４．８�
７９ �� レオスターライト 牡６鹿 ６０ 田中 剛�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６２＋１２３：１９．８１� ２．９�
３３ �� メジロミッチェル 牡５鹿 ６０ 高野 和馬メジロ商事� 谷原 義明 青森 大久保 寛 ４５２＋ ２３：１９．９	 ２２．８	
１１ � デリジェントハート 牝３鹿 ５６ 穂苅 寿彦大井田 修氏 本間 忍 三石 前川 正美 ４４４＋１０３：２０．２１� ４７．９

５６ �� カルストンハート 牡５鹿 ６０ 柴田 未崎清水 貞光氏 高木 登 門別 鹿戸 廣之 ４８４－ ６３：２０．７３ １４６．０�
８１１� ユウタービスケット 牡３芦 ５８ 水出 大介上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４７２＋ ６３：２１．２３ ３１．４�
５５ � ダイワアスカロン 牡４鹿 ６０ 山本 康志大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 ４３２＋ ４３：２１．９４ ８５．７
７１０ トーホウヒロイン 牝３黒鹿５６ 五十嵐雄祐東豊物産� 浅野洋一郎 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６８＋ ４３：２７．７大差 ５５．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，３３８，５００円 複勝： １１，２２６，０００円 枠連： １６，５３２，１００円

普通馬連： ５５，４６１，８００円 馬単： ６４，６１０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５５０，４００円

３連複： ８７，５８７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２６３，３０６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２７０円 � ３７０円 � １４０円 枠 連（２－８） ６，５００円

普通馬連 �� ８，６２０円 馬 単 �� １６，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ４８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ７，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３３３８５ 的中 � １０４９４（４番人気）
複勝票数 計 １１２２６０ 的中 � ９６５９（４番人気）� ６４４７（５番人気）� ２８５７２（１番人気）
枠連票数 計 １６５３２１ 的中 （２－８） １８７９（１９番人気）
普通馬連票数 計 ５５４６１８ 的中 �� ４７５１（２３番人気）
馬単票数 計 ６４６１００ 的中 �� ２８３７（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５５０４ 的中 �� ２０９８（２１番人気）�� ８１１１（４番人気）�� ３６５８（９番人気）
３連複票数 計 ８７５８７５ 的中 ��� ９１４６（２３番人気）

上り １マイル １：５２．７ ４F ５４．９－３F ４１．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャコーバニラ �
�
父 デザートキング �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．４．３０ 東京１４着

２００３．５．５生 牝４鹿 母 レモングラス 母母 ボ リ ー ン 障害：１０戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
※出走取消馬 カフェイレブン号（疾病〔左肩跛行〕のため）



２６０６５ ９月２３日 晴 良 （１９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２０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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

６１２ レッドターキー 牝２栗 ５４ 松岡 正海松本夫佐子氏 古賀 史生 静内 神垣 道弘 ４６０ ―１：１３．５ １．８�

４７ ジョイフルハーバー 牡２鹿 ５４
５３ ☆大野 拓弥小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５２８ ―１：１４．４５ ２４．２�

７１４� コ ロ ネ ッ ト 牡２鹿 ５４ 川田 将雅浅田 次郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４２６ ―１：１４．７２ ４２．２�
７１３ エイトシード 牝２鹿 ５４ 江田 照男玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４２２ ―１：１５．２３ １７．３�
３６ ライムライトシチー 牡２鹿 ５４ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４７４ ― 〃 クビ ８２．３�
２３ エーシンペースワン 牡２芦 ５４

５３ ☆北村 友一平井 宏承氏 久保田貴士 浦河 栄進牧場 ４５２ ―１：１５．６２� １４．８�
４８ � ビーボタンダッシュ 牡２芦 ５４ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９８ ― 〃 アタマ １２．２	
５１０ ユキノヴィクトリア 牝２栗 ５４ 石橋 脩井上 基之氏 柴田 政人 静内 服部 牧場 ４３６ ―１：１５．７� ５．８

８１５ ステルスワン 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４８２ ― 〃 アタマ １８．１�
５９ � トーアチャーリー 牡２栗 ５４ 吉田 隼人東亜駿馬� 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 ４６４ ―１：１６．４４ １２．６�
８１６� キクカズイショウ 牡２栗 ５４ 小野 次郎飯島 和吉氏 石毛 善彦 浦河 高松牧場 ４４２ ― 〃 ハナ １９．９
１１ � スプリッツァー 牝２栗 ５４ 柄崎 将寿�三枝牧場 柄崎 孝 浦河 三枝牧場 ４７４ ―１：１６．８２� ２２１．６�
６１１�� ナ ス ザ ン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊小山田兼敏氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４８４ ―１：１７．０１� ２６．３�
１２ � クリノメンバーワン 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 杵臼牧場 ５１４ ―１：１７．７４ ２８３．２�
３５ � コアレスエリート 牝２黒鹿５４ 加藤士津八小林 昌志氏 加藤 和宏 三石 沖田 博志 ４８２ ―１：２０．１大差 １３８．４�
２４ シンシコウテイ 牡２栗 ５４ 村田 一誠田中 春美氏 鈴木 勝美 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４７２ ―１：２１．１６ １１１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２１９，９００円 複勝： １９，０４７，７００円 枠連： ２４，１５８，８００円

普通馬連： ６７，３０７，８００円 馬単： ７２，７４２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８４６，４００円

３連複： ９３，１３４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，４５７，８００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ４５０円 � ７６０円 枠 連（４－６） ７６０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� １，６７０円 �� ６，９３０円

３ 連 複 ��� ２０，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２１９９ 的中 � ８０８５６（１番人気）
複勝票数 計 １９０４７７ 的中 � ７２７８７（１番人気）� ７８６９（１０番人気）� ４２９９（１１番人気）
枠連票数 計 ２４１５８８ 的中 （４－６） ２３７６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ６７３０７８ 的中 �� ３６２９４（６番人気）
馬単票数 計 ７２７４２８ 的中 �� ３０９９９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８４６４ 的中 �� ８２３３（５番人気）�� ２７３３（１８番人気）�� ６３５（５８番人気）
３連複票数 計 ９３１３４４ 的中 ��� ３３５１（５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．５―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．７―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．３
３ ・（１１，１２）１３（１４，１６）７－１０，１５，９－（３，６）（２，８）＝（５，１）－４ ４ ・（１１，１２，１３）７（１４，１６）＝１０（９，１５）（３，６，８）－２－１，５＝４

勝馬の
紹 介

レッドターキー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．４．２１生 牝２栗 母 レッドレターデイ 母母 ターキーレッド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コアレスエリート号・シンシコウテイ号は，平成１９年１０月２３日まで平地競走に出走できない。



２６０６６ ９月２３日 晴 良 （１９中山４）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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
１：４６．７

良

良

８１３� サトノハピネス 牡２栗 ５４ 北村 宏司里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 ５０８ ―１：５３．４ ３．２�

４４ � トーセンミライト 牡２鹿 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 静内 岡田スタツド ４６０ ― 〃 ハナ １７．３�
３３ � セピアエスプレッソ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４４４ ―１：５３．７２ ２．０�
５７ ミュージカルボーイ 牡２鹿 ５４ 小野 次郎長谷川兼美氏 沢 峰次 新冠 川上 悦夫 ４７０ ―１：５３．８	 ３３．７�
２２ フジキライディーン 牡２栗 ５４ 柴田 善臣藤木 二郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬牧場 ４８８ ―１：５４．１１
 ８．５�
７１０�� マイネルブロンクス 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 三石 前田 宗将 ４５６ ― 〃 ハナ １０５．５	
５６ ディーエスプリーム 牡２栗 ５４ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４９４ ―１：５４．３１� １４．５

１１ � デルマアンタレス 牡２鹿 ５４ 石神 深一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４９６ ―１：５４．８３ ７０．８�
４５ �� サファリタイガー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二熊久保勅夫氏 鈴木 勝美 門別 石原牧場 ４７０ ―１：５５．３３ １４２．７�
６９ � トミケンクルーク 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義冨樫 賢二氏 土田 稔 浦河 田中スタッド ４９２ ― 〃 クビ ４０．５
８１２� スガノコクオー 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人菅原光太郎氏 笹倉 武久 浦河 小池 博幸 ５１４ ―１：５５．６１
 １６６．３�
６８ � トウショウスノウ 牡２芦 ５４ 江田 照男トウショウ産業� 小林 常泰 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０ ―１：５６．０２	 ４７．４�
７１１ ショウナンガーベ 牡２黒鹿５４ 田中 勝春国本 哲秀氏 戸田 博文 浦河 桑田牧場 ４５０ ―２：０１．９大差 １１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，１１２，７００円 複勝： １７，７９５，６００円 枠連： １９，３９６，９００円

普通馬連： ６８，４７９，５００円 馬単： ７６，３１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００９，７００円

３連複： ９１，５７４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３１０，６８１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（４－８） ２，６１０円

普通馬連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １９０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１１２７ 的中 � ４７２３１（２番人気）
複勝票数 計 １７７９５６ 的中 � ３０６６６（２番人気）� １２４１５（６番人気）� ５９９９６（１番人気）
枠連票数 計 １９３９６９ 的中 （４－８） ５４８９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６８４７９５ 的中 �� ２０８４３（９番人気）
馬単票数 計 ７６３１２７ 的中 �� １４３２５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００９７ 的中 �� ５７７１（１０番人気）�� ２９６１２（１番人気）�� ９８５８（３番人気）
３連複票数 計 ９１５７４２ 的中 ��� ５０５４５（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１３．７―１３．１―１３．１―１１．９―１２．３―１１．９―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２６．５―３９．６―５２．７―１：０４．６―１：１６．９―１：２８．８―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サトノハピネス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００５．３．１生 牡２栗 母 ロジカルクィーン 母母 Laguna Seca １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンガーベ号は，平成１９年１０月２３日まで平地競走に出走できない。



２６０６７ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３� ファインセンテンス 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona
Hudson ５２２－ ８１：１２．６ ４．０�

８１６� アグネスポライト 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &
Cynthia Busby ４７８－ ８１：１２．７クビ ３．９�

５９ ベルモントユリア 牝４黒鹿５５ 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 ４６０＋ ２１：１２．９１� １７．５�

３５ � レッドスポーツカー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春藤田与志男氏 天間 昭一 米 Gilbert G.
Campbell B４４８－ ６ 〃 ハナ ５．０�

６１２� マルターズビクター 牡５鹿 ５７ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &
Sergio De Sousa ５４２－ ６１：１３．１１	 ６．８�

７１４
 ロットオブカクテル 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：１３．４２ ５．８�
１１ 
 アップグレーデッド 牡３芦 ５５ 中舘 英二�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４６４－１０１：１３．６１� １２．５	
５１０� マイネルガッチャ 牡４黒鹿５７ 吉永 護 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小島 太 加 Richard L.
Lister B４５８－ ６１：１３．８１� ５８．７�

８１５
 パワフルリーフ 牝３青鹿５３ 安藤 光彰 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 B４６６± ０１：１３．９� １１１．８�
６１１ メイキンマジック 牡３青鹿５５ 小野 次郎加藤 愼一氏 石毛 善彦 浦河 大柳ファーム ５２０＋１２１：１４．１１ ６９．７
４７ � マ タ タ キ 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４６６＋ ２１：１４．２クビ １５７．３�
４８ � ヤマノジャスティス 牝４鹿 ５５ 高山 太郎山口 克己氏 本郷 一彦 新冠 石郷岡 松

太郎 ４９４－ ２１：１４．３� ３６７．４�
３６ � シャンドラヴェリテ ６鹿 ５７

５６ ☆北村 友一真野 晃治氏 石毛 善彦 米 E & D En-
terprises B５３２＋ ２１：１４．４� ５９．４�

２３ ブラックバッカラ 牝４鹿 ５５
５２ ▲宮崎 北斗服部 英男氏 谷原 義明 静内 服部 牧場 ５２２－ ２１：１４．５� ６１．２�

１２ � ミサトシャーディー 牡３鹿 ５５ 木幡 初広戸部 洋氏 根本 康広 門別 ファーミングヤナキタ ４５２＋１６１：１５．２４ ２２３．９�
２４ � プラチナティアラ 牝４黒鹿５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４３６± ０１：１５．４１� １６０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７９，５００円 複勝： ３１，４０５，８００円 枠連： ２７，３４３，３００円

普通馬連： １１８，６９５，４００円 馬単： ９１，５２３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８５１，３００円

３連複： １３２，９０１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４４８，０００，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（７－８） ４３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ８４０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２７９５ 的中 � ４０５２６（２番人気）
複勝票数 計 ３１４０５８ 的中 � ６０１１５（２番人気）� ６０５５９（１番人気）� １８９９４（６番人気）
枠連票数 計 ２７３４３３ 的中 （７－８） ４７９２８（１番人気）
普通馬連票数 計１１８６９５４ 的中 �� １２０６７８（１番人気）
馬単票数 計 ９１５２３４ 的中 �� ４４４６０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８５１３ 的中 �� ２３８５６（１番人気）�� ７１２５（１２番人気）�� ６８１０（１３番人気）
３連複票数 計１３２９０１８ 的中 ��� ２８３３２（１２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１１．２―１２．１―１３．０―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．４―４５．５―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファインセンテンス �
�
父 Artax �

�
母父 Silent Fox デビュー ２００５．９．２５ 中山４着

２００３．４．２７生 牡４栗 母 Zorra 母母 La Strada ２０戦３勝 賞金 ３９，３５７，０００円
〔３走成績による出走制限〕 マタタキ号・ヤマノジャスティス号・プラチナティアラ号は，平成１９年１０月２３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 カズノブラック号・ボストンキコウシ号



２６０６８ ９月２３日 曇 良 （１９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１３時５０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

１１ � ロトブルースター 牡４鹿 ５７ 中舘 英二國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４６４－ ２１：５６．３ １．２�

５５ �� エクロジオン 牡４栗 ５７ 松岡 正海吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：５６．８３ １２．３�
４４ � ユウターストライプ 牡３鹿 ５４ 北村 宏司上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４５４－ ４１：５６．９� ４９．３�
７８ � クリノアドベンチャ 牡３黒鹿５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４５２＋ ４１：５７．０� ２０．４�
６６ �� マコトタイセイ 牡４鹿

５７
５６ ☆大野 拓弥眞壁 明氏 鈴木 勝美 様似 出口 繁夫 ５２４± ０１：５７．４２� ８４．６�

８１１	 コスモキャンディス 牝５鹿 ５５ 小野 次郎 �ビッグレッドファーム 根本 康広 新冠 石田牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ １３．８�
８１０�� ブルークリケット 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 	ブルーマネジメント鈴木 伸尋 静内 片岡牧場 ４５８－ ２１：５８．４６ ４６．３

３３ ホーネットアーミー 
５黒鹿５７ 水出 大介 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２１：５８．６� ８０．０�
７９ ドキュメント 牡３栗 ５４ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 三石 坂井 高春 ４９２＋１２１：５８．８１ １１．２�
２２ � ユキノファラオ 牡５鹿 ５７ 田中 剛井上 基之氏 清水 英克 静内 フジワラフアーム B５０２± ０１：５９．２２� １０７．７
６７ � ムーンライアン 牝３鹿 ５２

４９ ▲宮崎 北斗酒井 秀男氏 嶋田 潤 三石 パシフイツク
牧場 ４２０－ ８２：００．９大差 ９４．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６４，２１０，１００円 複勝： ２４，３７２，７００円 枠連： ２５，３０６，９００円

普通馬連： ９５，４１６，８００円 馬単： １３４，４４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６５１，２００円

３連複： １３８，３９４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５１０，７９９，０００円

払 戻 金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １７０円 � ５１０円 枠 連（１－５） ４９０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ６５０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ６４２１０１ 的中 � ４５０３２８（１番人気）
複勝票数 計 ２４３７２７ 的中 � １１７１８１（１番人気）� ２９７６９（３番人気）� ６１３７（６番人気）
枠連票数 計 ２５３０６９ 的中 （１－５） ３８６０８（３番人気）
普通馬連票数 計 ９５４１６８ 的中 �� １５０３２２（３番人気）
馬単票数 計１３４４４７１ 的中 �� １８８５４６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６５１２ 的中 �� ３４７０２（３番人気）�� １０２５６（８番人気）�� ２９１７（２０番人気）
３連複票数 計１３８３９４２ 的中 ��� ３１４２６（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．７―１３．０―１２．６―１２．８―１３．３―１３．７―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．１―５０．１―１：０２．７―１：１５．５―１：２８．８―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４０．８
１
３

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

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

�ロトブルースター �
�
父 サクラローレル �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．７．１７ 新潟４着

２００３．４．３０生 牡４鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ １９戦３勝 賞金 ３９，８４０，０００円



２６０６９ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

か つ う ら

勝 浦 特 別
発走１４時２５分 （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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１４�� エフテーストライク 牝３青鹿５３ 武士沢友治深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４２２± ０１：０８．７ ９．１�

６１１� ピサノデュエル 	８栃栗５７ 川田 将雅市川 義美氏 堀 宣行 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ８ 〃 クビ ３５．７�
４７ ノーザンスター 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４８４± ０ 〃 ハナ ３３．３�
８１６
 シベリアンクラシカ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Katherine

Elam ５０２－ ４１：０９．０１� ４．０�
３５ � スプリングタピアン 牝５栗 ５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４８２＋１０１：０９．１� １５．１�
６１２� メジロソリアノ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９８－１０１：０９．２クビ ９．２�
５９  コスモミール 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 城地 清満 ４６８＋ ８１：０９．３� １１．０	
２４  タムロスターディ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣谷口 屯氏 西園 正都 静内 高橋 誠次 B４５６＋ ４１：０９．４� ７．１

１２ レッドビームシチー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ３．９�
２３ � クインズプレイヤー 牝３黒鹿５３ 小林 淳一嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４３０－ ４ 〃 ハナ １５．７
４８ ピ ア ニ ス ト 牝６鹿 ５５ 木幡 初広小田切有一氏 矢野 進 新冠 大栄牧場 ４２４－１２１：０９．７１� １１６．５�
５１０ ベルモントピノコ 牝５黒鹿５５ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ５１４＋３０１：０９．９１ ５０．６�
１１ � アドマイヤフッキー 牝４栗 ５５ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５５２＋ ６１：１０．０� １４．４�
７１３� ケイアイボイジャー 牡８栗 ５７ 中舘 英二亀田 守弘氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：１０．１� １４８．４�
３６ �� ヨバンマツイ 牡５鹿 ５７ 小林 久晃野村 茂雄氏 阿部 新生 新冠 須崎牧場 ４７６＋１６１：１０．４２ ９１．２�

（１５頭）
８１５� サンドクリーク 	５栗 ５７ 西田雄一郎�野坂牧場 二本柳俊一 静内 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２８，９９２，０００円 複勝： ４３，３５２，８００円 枠連： ３９，０３７，９００円

普通馬連： １８７，９９３，６００円 馬単： １１７，６６６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，１２８，０００円

３連複： １７５，５８５，５００円 ３連単： ４１２，１９４，６００円 計： １，０４５，９５０，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ３４０円 � ７６０円 � ７００円 枠 連（６－７） ３，３４０円

普通馬連 �� １６，６９０円 馬 単 �� ２６，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４８０円 �� ４，０２０円 �� ６，８２０円

３ 連 複 ��� ９９，９９０円 ３ 連 単 ��� ５２４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２８９９２０ 的中 � ２５３５９（４番人気）
複勝票数 計 ４３３５２８ 的中 � ３７５７６（４番人気）� １４２３４（１１番人気）� １５７３５（１０番人気）
枠連票数 計 ３９０３７９ 的中 （６－７） ８６３２（１６番人気）
普通馬連票数 計１８７９９３６ 的中 �� ８３１３（４７番人気）
馬単票数 計１１７６６６２ 的中 �� ３２７４（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１１２８０ 的中 �� ２９２８（４４番人気）�� ２５２３（４９番人気）�� １４７５（６１番人気）
３連複票数 計１７５５８５５ 的中 ��� １２９６（２０１番人気）
３連単票数 計４１２１９４６ 的中 ��� ５８０（１１２８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．０―１１．４―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．１―４４．５―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．６
３ ６，１０（１，１２）（５，１６）８，９（２，４，１４）３－（７，１１）－１３ ４ ６（１，１０）（５，１２）（２，８，１６）（４，９，１４）３（７，１１）＝１３

勝馬の
紹 介

�
�
エフテーストライク �

�
父 ブラックタキシード �

�
母父 サクラシヨウリ

２００４．４．２生 牝３青鹿 母 イチヨシロマン 母母 ブレスアゲン ８戦２勝 賞金 ２５，９３１，０００円
地方デビュー ２００６．５．１１ 札幌

〔出走取消〕 サンドクリーク号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。



２６０７０ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�茨 城 新 聞 杯

発走１５時００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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３� ワンダフルドーラ 牝３栗 ５３ 吉田 隼人藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Yoshio Fujita ５３０－１８１：１１．４ １０．６�

５９ � セイウンプレジャー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 宮本 博 米
Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

５０６－ ８１：１１．５クビ ４．１�
１１ ラインドライブ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４８２＋ ２１：１１．６� ２．３�
８１６	
 サキノリュウオー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４９２＋ ２１：１１．８１� １７８．０�
３５ ジェイケイボストン �４黒鹿５７ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１０－ ４ 〃 クビ ６０．２�
４７ � ホウショウルビー 牝４鹿 ５５ 川田 将雅芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-

bred Bureau ５１４＋ ４１：１２．２２ ４．７�
２４ � ワールドドン 牡６鹿 ５７ 松岡 正海池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.

Plumley ４７２－ ２１：１２．３� ４５．４	
５１０� リキサンファイター 牡３栗 ５５ 北村 友一 
ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４５０－１０１：１２．４クビ １８．４�
２３ 	 コペルニクス 牡４鹿 ５７ 江田 照男伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ６７．２�
６１１ アドマイヤベッカム 牡６栗 ５７ 村田 一誠近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：１２．６１ ２４．１
６１２	 タケデンイーグル 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４９２＋ ６ 〃 アタマ ６７．４�
８１５� トーセンラヴ 牡５黒鹿５７ 石橋 脩島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １１９．６�
３６ マグネティックマン 牡７青鹿５７ 武士沢友治
ターフ・スポート天間 昭一 浦河 ミルファーム ４８４－ ６ 〃 ハナ ２１７．２�
４８ � リトルスポーツカー 牝５栗 ５５ 田中 勝春藤田与志男氏 水野 貴広 米 Flaxman

Holdings Ltd. ４６６－ ６１：１３．３４ ２７．７�
７１４ サンエムワールド 牡５黒鹿５７ 西田雄一郎松本ヒデ子氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４６２－ ４１：１４．０４ ４０６．１�
１２ � ビッグポパイ 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B４９６－ ６１：１４．７４ ２５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４００，４００円 複勝： ５５，７７１，４００円 枠連： ４７，１０５，４００円

普通馬連： ２３２，４２２，７００円 馬単： １５５，４７２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，３００，６００円

３連複： １９９，５１０，１００円 ３連単： ５２８，２５８，８００円 計： １，３１１，２４１，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（５－７） １，６６０円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ５，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ４６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� １９，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４０４００４ 的中 � ３００６２（４番人気）
複勝票数 計 ５５７７１４ 的中 � ５１８５３（４番人気）� ９８６２７（２番人気）� １７１９４６（１番人気）
枠連票数 計 ４７１０５４ 的中 （５－７） ２１００６（７番人気）
普通馬連票数 計２３２４２２７ 的中 �� ８３５９６（７番人気）
馬単票数 計１５５４７２２ 的中 �� １９８４１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２３００６ 的中 �� １６３１５（６番人気）�� ２７６４２（４番人気）�� ５５０６１（２番人気）
３連複票数 計１９９５１０１ 的中 ��� ７７２８２（３番人気）
３連単票数 計５２８２５８８ 的中 ��� １９５１１（４９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．９―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．５―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワンダフルドーラ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Dehere デビュー ２００６．９．１７ 中山９着

２００４．５．７生 牝３栗 母 Black Waterlily 母母 General Charge １０戦３勝 賞金 ３９，３１９，０００円
〔制裁〕 リトルスポーツカー号の騎手田中勝春は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※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 エイワムサシ号



２６０７１ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６日 第１１競走 ��
��２，２００�第５３回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走１５時３５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，１８．９．２３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，１８．９．２２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 １，１９０，０００円 ３４０，０００円 １７０，０００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

３６ マツリダゴッホ 牡４鹿 ５８ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４８２＋ ２２：１２．５ ２．３�

６１２ シルクネクサス 牡５栗 ５７ 北村 友一有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９８－ ８２：１２．６� １３．３�

８１５ エリモハリアー �７鹿 ５７ 吉田 豊山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５６－１０２：１３．０２� １７．８�
５１０	 チェストウイング 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４３８－ ４２：１３．２１� １０７．４�
７１３	 ダイイチアトム 牡６鹿 ５７ 石橋 脩吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４２：１３．４１� １９．１�
１１ 	 ネヴァブション 牡４黒鹿５８ 北村 宏司�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ５．９�
８１６ ブレーヴハート 牡５黒鹿５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２０± ０２：１３．５
 ２２．４	
２４ 	 タマモサポート 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４７６± ０２：１３．６クビ １０．６

５９ サンツェッペリン 牡３鹿 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 斎藤 誠 門別 道見牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ５．３�
２３ 	 セ ン カ ク 牡５栗 ５７ 村田 一誠中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４８４－ ２２：１３．７� ８８．５�
１２ 	 ダークメッセージ 牡４栃栗５７ 田中 勝春 サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６８－ ８２：１３．８クビ １４．０�
６１１	 ブリットレーン 牡８黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ４８４± ０２：１４．２２� １８１．４�
４８ コスモプロデュース 牡５鹿 ５７ 木幡 初広 ビッグレッドファーム 栗田 博憲 門別 柏台牧場 ５１０＋ ８ 〃 ハナ １３９．０�
３５ 	 ルーベンスメモリー 牡７鹿 ５７ 田中 博康 社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７２－１６２：１４．３� １７０．５�
４７ � スズノマーチ 牡７栗 ５７ 中舘 英二小紫 芳夫氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９６＋ ４２：１５．０４ ８０．８�
７１４	� バトルブレーヴ 牡５芦 ５７ 江田 照男宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５１０－１０２：１５．３２ ５４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０８，１１８，７００円 複勝： １２４，４９０，５００円 枠連： １３７，５６７，３００円

普通馬連： ７６７，８５７，３００円 馬単： ４８４，４６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４２，９５７，２００円

３連複： ７１９，８７０，８００円 ３連単： １，７３７，３９２，０００円 計： ４，２２２，７１８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ３８０円 枠 連（３－６） １，３３０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ８００円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ５，３３０円 ３ 連 単 ��� １６，７４０円

票 数

単勝票数 計１０８１１８７ 的中 � ３７６９０７（１番人気）
複勝票数 計１２４４９０５ 的中 � ３７５６５６（１番人気）� ９０３０８（５番人気）� ６４５４６（８番人気）
枠連票数 計１３７５６７３ 的中 （３－６） ７６８５３（６番人気）
普通馬連票数 計７６７８５７３ 的中 �� ４３３２２９（４番人気）
馬単票数 計４８４４６４９ 的中 �� １８９０１４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４２９５７２ 的中 �� ６３８７６（４番人気）�� ４４５１６（８番人気）�� １９１０２（２３番人気）
３連複票数 計７１９８７０８ 的中 ��� ９９７１８（１７番人気）
３連単票数 計１７３７３９２０ 的中 ��� ７６６４０（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．１―３６．５―４８．８―１：０１．０―１：１３．６―１：２５．４―１：３７．２―１：４８．５―１：５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．３
１
３
１４，７－９（４，１２）（１０，１３）６－（１，５）（１１，８）（１５，１６）３，２
１４，７（９，１２）（４，６，１３）（１０，５）８，１－１１（１５，１６）３，２

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

勝馬の
紹 介

マツリダゴッホ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Bel Bolide デビュー ２００５．８．２１ 札幌１着

２００３．３．１５生 牡４鹿 母 ペイパーレイン 母母 Floral Magic １４戦６勝 賞金 ２０５，２９５，０００円



２６０７２ ９月２３日 曇 良 （１９中山４）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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

３５ � ビターオレンジ 牝３栗 ５２ 後藤 浩輝 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２２：０１．９ １４．９�

２３ ダイワバゼラード 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６２：０２．０� ３．８�
４７ � オンワードマルタ 牝７芦 ５５ 松岡 正海樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４５４－１２２：０２．２１	 ３５．２�
７１４� ワイルドコンコルド 牡３青 ５４ 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５２４＋ ２ 〃 クビ ４．１�
８１５
 エーシントゥルボー 牝３鹿 ５２ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５１８＋ ２２：０２．３� ４．５�
５１０ ブランニューデイズ 牡３芦 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２－ ６２：０２．４� ８．３�
８１７� ストロングラリー 牡３青鹿５４ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４７６± ０２：０２．６１	 １１．９	
３６ エアクラマン 牡４鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥 
ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４７６± ０２：０３．０２� ７８．２�
４８ � ダイワバイロン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６２：０３．１クビ １９．４�
５９ � サインオブゴッド 牡４栗 ５７ 石橋 脩木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４６０－ ６２：０３．２� １０．１
２４ サムデイシュアー 牡３鹿 ５４

５２ △田中 博康
ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４５２＋ ６２：０３．３� ７７．２�
７１３ レオソレイユ 牝５栗 ５５ 江田 照男
レオ 田子 冬樹 浦河 谷口牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ８３．４�
６１１�� スカイウォーク 牡４鹿

５７
５４ ▲千葉 直人藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５１０－ ６２：０３．６２ １５７．７�

６１２
 シベリアンヒート 牡４芦 ５７ 柴田 善臣藤田与志男氏 堀井 雅広 米
Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５１６± ０２：０４．４５ ５６．５�
１２ クニサキシズコ 牝３栗 ５２ 西田雄一郎國島 周夫氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 ４８４－１２２：０４．５� １８３．７�
１１ ジーントウショウ 牝３青鹿５２ 武士沢友治トウショウ産業
 中島 敏文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４６± ０ 〃 アタマ ２６０．７�
８１６ パレスソルジャー 牡４鹿 ５７ 南田 雅昭西村 豊氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 B４６６＋ ２２：０４．８２ ４１３．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３８，８３３，２００円 複勝： ５０，８３２，３００円 枠連： ５２，８４３，７００円

普通馬連： ２２２，１３４，８００円 馬単： １３８，７４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３８６，２００円

３連複： １９６，５６３，９００円 ３連単： ５０４，７０７，１００円 計： １，２５２，０４２，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ４００円 � １８０円 � ７８０円 枠 連（２－３） ２，０３０円

普通馬連 �� ２，８２０円 馬 単 �� ６，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ４，４３０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ２１，０２０円 ３ 連 単 ��� １４４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３８８３３２ 的中 � ２０５４７（７番人気）
複勝票数 計 ５０８３２３ 的中 � ３０９６７（７番人気）� ９３９３３（２番人気）� １４１４７（９番人気）
枠連票数 計 ５２８４３７ 的中 （２－３） １９２３２（８番人気）
普通馬連票数 計２２２１３４８ 的中 �� ５８１７７（１４番人気）
馬単票数 計１３８７４１２ 的中 �� １４８８３（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３８６２ 的中 �� １１３７９（１２番人気）�� ２５６４（４３番人気）�� ６１５９（２３番人気）
３連複票数 計１９６５６３９ 的中 ��� ６９０３（６８番人気）
３連単票数 計５０４７０７１ 的中 ��� ２５７９（３９６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１３．３―１２．２―１２．７―１１．９―１２．１―１１．６―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２３．９―３７．２―４９．４―１：０２．１―１：１４．０―１：２６．１―１：３７．７―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ビターオレンジ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．４．２２ 東京３着

２００４．３．５生 牝３栗 母 オレンジピール 母母 バッフドオレンジ ６戦２勝 賞金 １７，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 シベリアンヒート号・クニサキシズコ号・パレスソルジャー号は，平成１９年１０月２３日まで平地競走に出

走できない。



（１９中山４）第６日 ９月２３日 （祝日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９２，１８０，０００円
１０，１８０，０００円
３２０，０００円
２，７５０，０００円
３２，７１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，３７８，０００円
５，５３０，４００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
４０４，６４５，５００円
４４３，６２８，０００円
４４９，８４４，１００円
２，０４６，０４８，９００円
１，５５３，２６３，７００円
４５０，５５９，８００円
２，１１５，６６２，４００円
３，１８２，５５２，５００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 １０，６４６，２０４，９００円

総入場人員 ３７，１８７名 （有料入場人員 ３４，１３９名）




