
２６０１３ ９月１４日 曇 良 （２０中山４）第２日 第１競走 ��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７９ マイネルプライゼン 牡２黒鹿５４ 柴山 雄一 �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 ４５６＋１０１：１０．１ １．５�

５６ ハッシャバイ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝グリーンスウォード 和田 正道 新冠 堤 牧場 ４２６－１２１：１０．３１� ２９．０�
８１１ サマーソニック 牝２鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成セゾンレースホース� 松山 将樹 静内 真歌伊藤牧場 ４２８± ０１：１０．７２� １６．７�
６８ ポールドブラ 牝２栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�ミルファーム 保田 一隆 様似 林 時春 ４０８＋２０１：１０．８� １２５．１�
５５ コスモクラッベ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム �田 研二 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ２１：１０．９� １１．８	
４４ フリーソウル 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥松尾 正氏 西塚 安夫 新ひだか 大塚牧場 ４７２－１０ 〃 ハナ ６２．６

１１ ヴェリーハード 牡２黒鹿５４ 内田 博幸キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４７４－ ２ 〃 アタマ ３．２�
８１２ マイネサブリナ 牝２青鹿５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ムラカミファーム ４５８＋２２１：１１．１１� ２５．１�
２２ ドゥミポワント 牝２栗 ５４

５３ ☆田中 博康�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４６０＋ ２１：１１．３１ ４２．０
６７ オースチンエブリン 牝２青鹿５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４４２－ ４ 〃 クビ ２２３．０�
７１０ カシノノーマーシー 牡２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本 誠二 ４２４＋ ２１：１１．５� ２０４．６�
３３ アドバンスベイブ 牝２鹿 ５４ 江田 照男西川 隆士氏 武藤 善則 青森 大前 典男 ３９８－ ２１：１１．６� １８１．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，５１１，４００円 複勝： ４４，２２２，６００円 枠連： １５，７９９，８００円

普通馬連： ５５，９６４，３００円 馬単： ５８，２６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３０５，６００円

３連複： ６３，４８６，０００円 ３連単： １３６，６７５，２００円 計： ４１４，２２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３９０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ５４０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ４６０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ４，２１０円 ３ 連 単 ��� １５，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２０５１１４ 的中 � １０８１５９（１番人気）
複勝票数 計 ４４２２２６ 的中 � ３０６１２８（１番人気）� １１２２５（６番人気）� １４６０９（４番人気）
枠連票数 計 １５７９９８ 的中 （５－７） ２１９６１（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５９６４３ 的中 �� ２４３９６（７番人気）
馬単票数 計 ５８２６２７ 的中 �� ２１２０７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３０５６ 的中 �� ７６８４（７番人気）�� １１２０６（３番人気）�� ２２７７（１９番人気）
３連複票数 計 ６３４８６０ 的中 ��� １１１４７（１４番人気）
３連単票数 計１３６６７５２ 的中 ��� ６５００（４４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．７―１１．９―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．３―４６．２―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．８
３ ６（５，８，１１）（１，９，１２）－４，７（２，１０）－３ ４ ・（６，８）（５，１１）９，１（７，１２）４，２（３，１０）
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２黒鹿 母 ミナミノブレーヴ 母母 ダイナメロデイ ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ヴェリーハード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ポールドブラ号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 ヴェリーハード号は，発走調教再審査。
※オースチンエブリン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０１４ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

７７ ドリームヘリテージ 牡２栗 ５４ 松岡 正海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 ４６０－１２１：３４．７ ４．２�

４４ マイネルアウストロ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ４１：３４．９１� ５．２�

１１ � タイフーンルビー 牡２栗 ５４ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake
Stables ４５４－１２１：３５．１１� ２．５�

２２ ロジゴールド 牝２栗 ５４ 村田 一誠久米田正明氏 粕谷 昌央 日高 インターナショ
ナル牧場 ４６０＋ ８１：３５．２クビ ３．４�

５５ マイネルテーベ 牡２栃栗５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 三石 山本 昇寿 ４４０＋ ８１：３５．５１	 ２３．９�

３３ インターメディア 牝２鹿 ５４
５１ ▲宮崎 北斗 パートナーホースクラブ 谷原 義明 日高 坂 牧場 ４６２± ０１：３６．５６ １３９．４�

６６ アイアムランボー 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝堀 紘一氏 杉浦 宏昭 静内 千代田牧場 ４８０＋１０１：３６．６	 １６．９	
８９ サイレントボス 牡２鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人小野 博郷氏 高木 登 新冠 赤石 久夫 ４５４＋ ６１：３６．７クビ １８２．５

８８ コスモダッシュ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 ４１８± ０１：３７．３３� ６０．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，２４５，８００円 複勝： ２２，７２６，９００円 枠連： １２，５８２，２００円

普通馬連： ５１，９６７，０００円 馬単： ５２，３９２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０３５，５００円

３連複： ５５，０３４，６００円 ３連単： １３２，６７６，２００円 計： ３６３，６６０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（４－７） ９６０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� ４，３８０円

票 数

単勝票数 計 １９２４５８ 的中 � ３６９４６（３番人気）
複勝票数 計 ２２７２６９ 的中 � ４１９８８（３番人気）� ３８７４０（４番人気）� ６４４０２（１番人気）
枠連票数 計 １２５８２２ 的中 （４－７） ９７７０（６番人気）
普通馬連票数 計 ５１９６７０ 的中 �� ４０９４１（６番人気）
馬単票数 計 ５２３９２４ 的中 �� ２１８２３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０３５５ 的中 �� １２２９８（６番人気）�� ２４５５２（２番人気）�� １５０１４（４番人気）
３連複票数 計 ５５０３４６ 的中 ��� ５６６９１（３番人気）
３連単票数 計１３２６７６２ 的中 ��� ２２３６６（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１１．６―１１．９―１１．８―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．２―５８．１―１：０９．９―１：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．６

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

勝馬の
紹 介

ドリームヘリテージ 
�
父 アグネスデジタル 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．８．１７ 新潟７着

２００６．３．３０生 牡２栗 母 ヒャッカリョウラン 母母 ペシェミョン ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



２６０１５ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２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
１：４８．４

重

重

７１３ ツクバプリティ 牝３鹿 ５４
５１ ▲千葉 直人荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４０４＋ ４１：５６．６ １１．５�

４７ ベルリンガー 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：５６．９１� ５．１�
７１２ ゴールデンストーム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣佐藤 恭永氏 高市 圭二 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４２－ ６ 〃 ハナ ５．０�
３５ アドマイヤドーム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝近藤 利一氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８４＋１０ 〃 クビ １２．７�
１１ フラッグラッシュ 牡３栗 ５６ 松岡 正海青山 洋一氏 伊藤 伸一 静内 岡田牧場 B５００－ ２１：５７．５３� ７．３�
２２ シルクホーネット 牡３栗 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク田中 清隆 新冠 堤 牧場 ４７２－ ６１：５７．９２� １６０．３�
５９ プティフール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ ３５．１	
５８ ダイワダイナミック 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５３０－ ８１：５８．０クビ ６７．１

８１５ カオリホーク 牡３鹿 ５６ 石橋 脩川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 B５１２－ ８ 〃 アタマ ５．３�
４６ スエヒログリーナ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人みどり住宅 斎藤 誠 新冠 ヒノデファーム ４８０－ ２１：５８．１クビ １０５．６�
８１４ ダイワギャラント 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４９４－ ４１：５８．４２ １２８．７�
６１１ ワイルドファンシー 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康臼田 浩義氏 高橋 祥泰 新冠 村田牧場 ４７８－ ２１：５８．７２ ２４．９�
６１０ ロサンジェラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成�ターフ・スポート小林 常泰 浦河 谷川牧場 ４４８＋ ２１：５８．９� ３１．６�
２３ アポロメルヘン 牝３黒鹿５４ 池田 鉄平アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 築紫 洋 ４６０＋１０１：５９．９６ ４．４�
３４ テンエイキャロット 牝３鹿 ５４ 江田 照男熊坂富寿雄氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 ５２８＋１６２：０５．８大差 ２０８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，９８１，６００円 複勝： ２５，８９１，３００円 枠連： ２１，４７８，７００円

普通馬連： ７２，５８２，６００円 馬単： ５２，５４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８４１，４００円

３連複： ８３，３７６，２００円 ３連単： １３２，６６４，９００円 計： ４２８，３６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－７） ７３０円

普通馬連 �� ２，５８０円 馬 単 �� ５，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ６９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 ��� ２４，６００円

票 数

単勝票数 計 １６９８１６ 的中 � １１６８１（６番人気）
複勝票数 計 ２５８９１３ 的中 � ２２２４８（６番人気）� ４０７６３（２番人気）� ４５３５５（１番人気）
枠連票数 計 ２１４７８７ 的中 （４－７） ２１７３３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２５８２６ 的中 �� ２０７９５（１３番人気）
馬単票数 計 ５２５４９１ 的中 �� ６５６６（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８４１４ 的中 �� ６５１１（１３番人気）�� ８０７４（１０番人気）�� １２０７０（２番人気）
３連複票数 計 ８３３７６２ 的中 ��� １９９７３（１０番人気）
３連単票数 計１３２６６４９ 的中 ��� ３９８１（８６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．０―１３．５―１３．０―１２．７―１３．１―１３．２―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．０―５０．５―１：０３．５―１：１６．２―１：２９．３―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

ツクバプリティ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１０．８ 東京３着

２００５．４．１３生 牝３鹿 母 ウェディングハニー 母母 ヘイアンパール １２戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンエイキャロット号は，平成２０年１０月１４日まで平地競走に出走できない。



２６０１６ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０分（番組第５競走を順序変更） （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

３３ ケイアイライジン 牡２栗 ５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４９８ ―１：５１．６ １．５�

２２ マジックシアター 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７８ ―１：５１．７� ４．２�
８８ アルストリスタン 牡２栗 ５４

５３ ☆三浦 皇成池田 正孝氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４５４ ―１：５１．９１� ７．０�
５５ ドリームスナイパー 牡２鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人セゾンレースホース� 稲葉 隆一 三石 飯岡牧場 ４６６ ―１：５２．６４ １４．９�
４４ サジタリウス 牡２鹿 ５４ 村田 一誠山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 高田 幸夫 ４６４ ― 〃 クビ ５０．９�
７７ ビューティファイン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８６ ―１：５２．９２ １５．５�
６６ キングオブザカラー 牡２鹿 ５４ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 浦河 高松牧場 ４６０ ―１：５３．５３� ３１．４	
１１ スナークウェーブ 牡２鹿 ５４ 吉田 豊杉本仙次郎氏 嶋田 潤 新ひだか 岡野牧場 ４１０ ―１：５４．４５ ４９．７


（８頭）

売 得 金

単勝： ２１，６８５，８００円 複勝： ４８，０４２，５００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５７，１２８，２００円 馬単： ６０，５４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２９７，２００円

３連複： ４３，９２９，４００円 ３連単： １５４，１２４，７００円 計： ４００，７５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １５０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� １９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ３５０円 ３ 連 単 ��� ７５０円

票 数

単勝票数 計 ２１６８５８ 的中 � １１６３４４（１番人気）
複勝票数 計 ４８０４２５ 的中 � ３４４６３１（１番人気）� ５１８１７（２番人気）� ３１０７４（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７１２８２ 的中 �� ２２２４８７（１番人気）
馬単票数 計 ６０５４９４ 的中 �� １６４８３９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２９７２ 的中 �� ４１４８９（１番人気）�� １９０２１（２番人気）�� １０１２６（４番人気）
３連複票数 計 ４３９２９４ 的中 ��� ９２９８１（１番人気）
３連単票数 計１５４１２４７ 的中 ��� １５３２１９（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．７―１２．８―１３．７―１２．７―１２．２―１１．５―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．６―３８．４―５２．１―１：０４．８―１：１７．０―１：２８．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ケイアイライジン �
�
父 Came Home �

�
母父 A.P. Indy 初出走

２００６．４．２０生 牡２栗 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０１７ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分（番組第４競走を順序変更） （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

３５ � パーフェクトケン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.
Evans ４７８ ―１：１２．２ ２．１�

４７ ムーンストーン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海木浪 巖氏 斎藤 誠 静内 西川富岡牧場 ４５６ ―１：１２．７３ ４９．３�
１２ グラスキング 牡２鹿 ５４ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５００ ―１：１３．４４ ５．８�
８１５� ツクバハピネ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 高橋 祥泰 米 James M.

Herbener Jr. ４６８ ―１：１３．５� ３．５�
７１３ クラッチシューター 牡２黒鹿５４ 田中 勝春小栗 範恭氏 武市 康男 新冠 柏木 一則 ４５０ ―１：１３．９２� １１．１�
６１１ ワガミチヲイク 牡２芦 ５４ 後藤 浩輝神山 幸男氏 和田 正道 豊浦 飯原牧場 ４５４ ―１：１４．６４ ２２．９�
７１４ ドリームエンジェル 牝２鹿 ５４ 鷹野 宏史ドリームターフ組合 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 ４１４ ―１：１４．７クビ ３２．３	
１１ トゥルーボーン 牡２鹿 ５４ 村田 一誠小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ４９０ ―１：１４．９１� １３０．７

３６ ガリレオシチー 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４９４ ―１：１５．３２� ２９．９�
５１０ カワキタラブポップ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一川島 吉男氏 大和田 稔 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７４ ―１：１５．５� １３９．０
６１２ コスモエコロジー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 本間牧場 ５０２ ― 〃 ハナ ４８．６�
２３ ムーンパラダイス 牝２鹿 ５４ 木幡 初広森川 満氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４４８ ―１：１５．６� ６４．９�
４８ サラスヴァティー 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人石川 博氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ―１：１６．３４ ７６．４�
２４ インディアンボス 牡２鹿 ５４ 石橋 脩矢城辰之助氏 浅野洋一郎 日高 中川 浩典 ４６８ ―１：１７．０４ １７０．９�
５９ マ ラ ホ フ 牡２鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 日東牧場 ４５０ ― 〃 クビ ７１．２�
８１６ アイファーバーベナ 牝２鹿 ５４ 江田 照男中島 稔氏 星野 忍 三石 加野牧場 ４０２ ―１：１７．７４ １６７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５８７，６００円 複勝： ２７，６６６，１００円 枠連： ２３，９９８，３００円

普通馬連： ６８，８３３，１００円 馬単： ６２，４７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０００，２００円

３連複： ８０，０６３，０００円 ３連単： １４７，７４３，５００円 計： ４５６，３６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ７００円 � １９０円 枠 連（３－４） ２，３２０円

普通馬連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ３１０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ２５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２３５８７６ 的中 � ９１６３３（１番人気）
複勝票数 計 ２７６６６１ 的中 � １０８１４５（１番人気）� ５９３０（８番人気）� ３２４５７（３番人気）
枠連票数 計 ２３９９８３ 的中 （３－４） ７６４３（９番人気）
普通馬連票数 計 ６８８３３１ 的中 �� １５３４３（１０番人気）
馬単票数 計 ６２４７７１ 的中 �� １１３４０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０００２ 的中 �� ４６７４（１１番人気）�� ２０６２０（２番人気）�� ２１２７（２４番人気）
３連複票数 計 ８００６３０ 的中 ��� １１８１３（１３番人気）
３連単票数 計１４７７４３５ 的中 ��� ４２１４（６３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１２．４―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．２―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パーフェクトケン �
�
父 Tiznow �

�
母父 Mr. Prospector 初出走

２００６．４．２生 牡２鹿 母 Perfect Probe 母母 Sangue １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーバーベナ号は，平成２０年１０月１４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シンボリオナー号



２６０１８ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２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
１：４８．４

重

重

６１１ レオティアラ 牝４鹿 ５５ 江田 照男�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 B４８６＋２０１：５５．０ ６．４�

８１５ ヤマニンピボワンヌ 牝４芦 ５５
５２ ▲伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４６２－ ８１：５５．３１� １９．０�

５９ ニシエイビュレット 牝３鹿 ５２
４９ ▲丸田 恭介西舘 榮氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０＋ ８１：５５．８３ ９．０�
３５ ウメノカイウン 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ５１０＋ ６１：５６．２２� ２２．５�
６１０ エルブランコ 牝５芦 ５５

５４ ☆田中 博康 �サンデーレーシング 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４４８－ ８ 〃 ハナ ９．７�
２２ オースミマコ 牝３鹿 ５２

５１ ☆三浦 皇成�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ８．５	
３４ ナンヨーウエスト 牝４鹿 ５５ 田中 勝春中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４４４± ０１：５６．３クビ ７．２

５８ ヨンハキッス 牝３黒鹿５２ 村田 一誠三宅 勝俊氏 中川 公成 三石 斉藤スタッド B４５４＋ ４１：５６．４� ９４．７�
４６ � ルクラージュ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ５２２＋ ８ 〃 ハナ １０３．３�
７１２ マキハタセンシブル 牝４鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４２４＋１２１：５６．７２ １０８．７
４７ � ブラックスレンダー 牝３栗 ５２ 吉田 隼人真下 辰夫氏 藤原 辰雄 門別 白井牧場 ４４４－ ２１：５７．１２� ３５．３�
７１３ ルックアミリオン 牝５栗 ５５

５２ ▲宮崎 北斗竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４５０－１８１：５７．３１� １１．５�
８１４ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５２

４９ ▲黛 弘人 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 B４５４－ ４１：５７．５１ ２２．３�
２３ � サクラブルーム 牝４黒鹿５５ 石橋 脩�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B５０６－ ４１：５７．８２ １０５．７�
１１ ステラーホープ 牝３鹿 ５２ 横山 典弘 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４３４－ ４１：５９．３９ ３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７０４，４００円 複勝： ２６，８２０，３００円 枠連： ２４，７５３，９００円

普通馬連： ８４，５８６，４００円 馬単： ５６，８６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４８０，０００円

３連複： ９４，４４７，７００円 ３連単： １５８，６０３，９００円 計： ４８９，２６５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２５０円 � ４９０円 � ２９０円 枠 連（６－８） ２，０９０円

普通馬連 �� ７，７９０円 馬 単 �� １２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� １，１４０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� １８，７００円 ３ 連 単 ��� １２３，２２０円

票 数

単勝票数 計 １８７０４４ 的中 � ２３３７３（２番人気）
複勝票数 計 ２６８２０３ 的中 � ３１３２３（２番人気）� １２８９８（９番人気）� ２５５２２（４番人気）
枠連票数 計 ２４７５３９ 的中 （６－８） ８７７９（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８４５８６４ 的中 �� ８０２１（２８番人気）
馬単票数 計 ５６８６９３ 的中 �� ３４０７（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４８００ 的中 �� ２７５７（３０番人気）�� ５４２１（１１番人気）�� ２６１０（３１番人気）
３連複票数 計 ９４４４７７ 的中 ��� ３７２９（６４番人気）
３連単票数 計１５８６０３９ 的中 ��� ９５０（４３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１３．４―１３．３―１２．６―１２．６―１２．５―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．７―５１．０―１：０３．６―１：１６．２―１：２８．７―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオティアラ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 プリンスオブバーズ デビュー ２００６．７．２９ 新潟１０着

２００４．４．２８生 牝４鹿 母 ホマレノプリンセス 母母 フクシヨウカマダ ２０戦３勝 賞金 ２６，１００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ルクラージュ号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



２６０１９ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５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

７１１ ベルモントルパン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４８６＋１０２：００．２ ２．４�

５７ コスモザガリア 牝３鹿 ５２ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ４９８－ ２２：００．６２� ７．７�
３４ ショウナンアルス 牝５青 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B４４２＋ ６ 〃 クビ ９．２�
３３ マルタカシャトル 牡３栗 ５４ 大庭 和弥高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 B５１２＋１０２：００．８１ ４．８�
４６ ステルスソニック 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ８２：０１．０１� ５．１�
７１２ トーセンバサラ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４５８± ０２：０１．４２� ２２．５	
１１ ミヤコノカーン �７栗 ５７ 木幡 初広吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４６６＋ ８２：０１．７１	 ２３．６

８１３ トーセンスウィング 牡３芦 ５４ 西田雄一郎島川 �哉氏 中島 敏文 静内 小倉 光博 ４６６－ ６２：０１．９１
 ２８．６�
６９ � ド ン ラ ミ ロ 牡４青 ５７ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 新冠 上井農場 ４７８＋ ２ 〃 アタマ ３９．２�
２２ � ロードフリーダム 牡４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人 ロードホースクラブ 田中 清隆 三石 ケイアイファーム ４７０＋ ６２：０２．１１� １２９．６�
６１０ オリヒメチャーム 牝３鹿 ５２

５１ ☆三浦 皇成臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４４８＋１０２：０２．３１ ５３．５�
５８ トーセンペガサス 牡４黒鹿５７ 村田 一誠島川 �哉氏 萱野 浩二 門別 三城牧場 ４４２－ ４２：０２．７２� ５９．２�
８１４� コーリンスピアーズ 牝５芦 ５５ 佐藤 聖也伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 今井牧場 B４８８＋ ２２：０４．０８ １９０．８�

（１３頭）
４５ � キングケイザンオー 牡４栗 ５７ 小林 淳一増田 陽一氏 星野 忍 三石 斉藤 正男 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，０３９，８００円 複勝： ２７，８１２，７００円 枠連： ２４，０８３，３００円

普通馬連： ８９，８２０，４００円 馬単： ６７，２９４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５３５，５００円

３連複： ９０，０２２，６００円 ３連単： １７３，２８３，７００円 計： ５１８，８９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（５－７） ７００円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ４３０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ��� ６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２１０３９８ 的中 � ７０２３７（１番人気）
複勝票数 計 ２７８１２７ 的中 � ７０２７４（１番人気）� ３５９７３（４番人気）� ３２４７４（５番人気）
枠連票数 計 ２４０８３３ 的中 （５－７） ２５６９９（２番人気）
普通馬連票数 計 ８９８２０４ 的中 �� ８４２３７（３番人気）
馬単票数 計 ６７２９４１ 的中 �� ３７２７１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５３５５ 的中 �� １６８５４（３番人気）�� １４８８７（４番人気）�� ８４４１（９番人気）
３連複票数 計 ９００２２６ 的中 ��� ３８７６７（５番人気）
３連単票数 計１７３２８３７ 的中 ��� ２００７９（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１２．４―１２．０―１２．２―１２．１―１１．９―１１．５―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．２―３６．６―４８．６―１：００．８―１：１２．９―１：２４．８―１：３６．３―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルモントルパン �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ア ル カ ン グ デビュー ２００６．８．１９ 新潟２着

２００４．２．２１生 牡４鹿 母 ベルモントチャペル 母母 ピ ー セ ン ２３戦３勝 賞金 ４３，３２１，０００円
〔出走取消〕 キングケイザンオー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。



２６０２０ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４４ マルブツフラッシュ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ４９４± ０１：５４．１ ４．７�

１１ ローンジャスティス 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：５４．４２ ３．５�
５５ マイネルビスタ 牡４栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４６２＋ ４１：５４．７２ １１．９�
８１２ フォーミュラーワン 牡４栗 ５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４４２－ ４１：５４．９� ３．６�
８１１ ベルモントパッシオ 牡３青鹿５４ 西田雄一郎 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５０６－ ４１：５５．５３� ２４．２�
７９ パンプアップ 牡４栗 ５７ 横山 典弘�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４５２－ ４１：５５．８１� ６．４	
６８ シルクイーグル 牡３鹿 ５４ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ２１：５５．９クビ １１．５

３３ ツルギライジング 牡３鹿 ５４ 小林 淳一中野 利道氏 郷原 洋行 苫小牧 藤沢 武雄 ４９４－ ８１：５６．４３ １４７．０�
６７ デーワンハート 牡３黒鹿５４ 柄崎 将寿安蒜 忠國氏 柄崎 孝 静内 安蒜 忠圀 ４７４－ ２ 〃 ハナ ６１．８�
７１０ ガッツパワー 牡３芦 ５４ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５０４－ ４１：５６．５� ４３．０
５６ � エクロジオン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４ 〃 アタマ １６．５�
２２ � インザムーンライト 牡５黒鹿５７ 二本柳 壮吉田 好雄氏 二本柳俊一 浦河 広瀬 正昭 B４５２－ ４１：５７．３５ １６４．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，３７９，５００円 複勝： ３３，４７３，１００円 枠連： ２５，９１７，８００円

普通馬連： １０２，０７０，３００円 馬単： ７５，９４９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０２２，２００円

３連複： ９８，５２１，９００円 ３連単： ２１１，２６７，９００円 計： ５９８，６０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（１－４） ７５０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２３３７９５ 的中 � ３９８９０（３番人気）
複勝票数 計 ３３４７３１ 的中 � ４９１２０（３番人気）� ７３５７５（１番人気）� ２７３３９（５番人気）
枠連票数 計 ２５９１７８ 的中 （１－４） ２５８３９（３番人気）
普通馬連票数 計１０２０７０３ 的中 �� ９０８０６（３番人気）
馬単票数 計 ７５９４９０ 的中 �� ３１２１７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０２２２ 的中 �� ２１３２１（３番人気）�� ９９０５（８番人気）�� ８８０４（１０番人気）
３連複票数 計 ９８５２１９ 的中 ��� ２８７５４（７番人気）
３連単票数 計２１１２６７９ 的中 ��� １３３５６（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．２―５０．１―１：０２．７―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルブツフラッシュ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ロイヤルスキー デビュー ２００７．３．１８ 阪神３着

２００４．４．２３生 牡４鹿 母 マルブツローヤル 母母 サリユウロンプ １４戦３勝 賞金 ３６，２９２，０００円
〔発走状況〕 パンプアップ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パンプアップ号は，平成２０年９月１５日から平成２０年１０月１４日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



２６０２１ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第９競走 ��
��１，２００�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．９．８以降２０．９．７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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４６ ナンゴクプラネット 牝４黒鹿５１ 吉田 隼人渡 義光氏 武 宏平 鵡川 六角牧場 ４６８＋ ４１：０７．６ ８．７�

３４ マイネアルデュール 牝３鹿 ５２ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ４１：０７．８１ ２．７�

２２ アイオブザキング 牡６青鹿５４ 田中 博康柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４９８＋ ６１：０７．９� １９２．０�
７１３ モ ン テ ミ ウ 牝３鹿 ５０ 三浦 皇成毛利 喜昭氏 松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ２０．４�
８１４ スマートエッジ �８黒鹿５３ 石神 深一大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４５２＋１０１：０８．０� ４５．９�
４７ 	 ロックオブサリサ 牝３鹿 ５１ 横山 典弘斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４３０－ ４ 〃 ハナ ６．９�
５８ シーディドアラバイ 牝４青鹿５０ 大野 拓弥齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２１：０８．１� ３７．６	
６１０ ワシントンパーク 牝３栗 ５０ 江田 照男江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ５．９

１１ 
 エフテーストライク 牝４青鹿５５ 武士沢友治深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４４４＋１６１：０８．２� １０．３�
２３ シゲルダイハッカイ 牡５鹿 ５５ 石橋 脩森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４５６－ ４ 〃 アタマ ３２．９�
６１１ スプリングタピアン 牝６栗 ５３ 内田 博幸加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４７４－ ２１：０８．５１� １５．５
３５ カームブレイカー 牡８栗 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５３４－１０１：０８．６� ８６．６�
５９ マルターズロビン 牡５栗 ５５ 藤田 伸二藤田 在子氏 吉田 直弘 浦河 荻伏服部牧場 ５２６－ ２１：０８．８１� １３．６�
７１２ アポロティアラ 牝４鹿 ５３ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４８４＋１２１：０９．１２ ４７．０�
８１５ メジロソリアノ 牡５鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５０６＋ ６ （競走中止） １９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，０４０，４００円 複勝： ４７，６１０，６００円 枠連： ４３，９２８，４００円

普通馬連： １７０，３８４，５００円 馬単： １０９，９９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，５７４，４００円

３連複： １６６，６２１，１００円 ３連単： ３６４，４９３，３００円 計： ９７５，６４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ３，１７０円 枠 連（３－４） ４９０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １６，０９０円 �� ７，０８０円

３ 連 複 ��� ６５，３１０円 ３ 連 単 ��� ３８０，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３１０４０４ 的中 � ２８３３０（４番人気）
複勝票数 計 ４７６１０６ 的中 � ４３２７７（４番人気）� １３５４９１（１番人気）� ２６０２（１５番人気）
枠連票数 計 ４３９２８４ 的中 （３－４） ６６７４２（１番人気）
普通馬連票数 計１７０３８４５ 的中 �� ９７６２５（３番人気）
馬単票数 計１０９９９６６ 的中 �� ２３１１８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１５７４４ 的中 �� ２１２１６（３番人気）�� ６０３（９２番人気）�� １３７９（７１番人気）
３連複票数 計１６６６２１１ 的中 ��� １８８３（１７８番人気）
３連単票数 計３６４４９３３ 的中 ��� ７０７（９５９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．９―１０．９―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．２―４４．１―５５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンゴクプラネット �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．７．２２ 小倉３着

２００４．４．１生 牝４黒鹿 母 ミナミノブレーヴ 母母 ダイナメロデイ ２１戦４勝 賞金 ５０，６７５，０００円
〔競走中止〕 メジロソリアノ号は，競走中に疾病〔右第１指骨開放骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。



２６０２２ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�レインボーステークス

発走１５時１０分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，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

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

７１１ オペラブラーボ 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 ４３６＋ ６２：００．４ ６．３�

８１４� ファストロック 牡４栗 ５７ 内田 博幸広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay
Bloodstock ４８６－ ４２：００．７１� ３．１�

３３ ソリッドスライダー 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：００．９１	 ４１．６�
３４ メイショウレガーロ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ３．４�
１１ トーセンシャナオー 牡５栗 ５７ 村田 一誠島川 �哉氏 中川 公成 門別 三城牧場 B４７０－ ８２：０１．０	 ３５．９�
６９ シゲルタック 牡４鹿 ５７ 田中 勝春森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４６６＋ ２ 〃 クビ ５．５	
８１３ ダイイチアトム 牡７鹿 ５７ 松岡 正海吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４２：０１．１クビ ３０．５

２２ ドリームパートナー 
８鹿 ５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：０１．２	 １０２．６�
４５ � カゼノコウテイ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４４６± ０２：０１．３	 ２８．５�
４６ コスモスペシャリー 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４４６－ ６２：０１．４	 １４．２�
５８ ワンダードリーム 
７黒鹿５７ 吉田 隼人山本 信行氏 阿部 新生 静内 高橋 修 ４５４－ ２２：０１．６１ ２００．１�
５７ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 武士沢友治上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ １１６．７�
７１２ アップルサイダー 牡４青鹿５７ 柴山 雄一野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４８２－ ４２：０１．７クビ １３．９�
６１０� エールスタンス 牝５黒鹿５５ 田中 博康吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６２：０１．８� １１２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，５７９，４００円 複勝： ６１，９２７，２００円 枠連： ４８，８８１，０００円

普通馬連： ２３４，２６０，５００円 馬単： １４３，５３２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，３４６，８００円

３連複： ２００，０６４，１００円 ３連単： ４８７，１１７，７００円 計： １，２６８，７０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ７６０円 枠 連（７－８） ５９０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ３，２６０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� １１，８７０円 ３ 連 単 ��� ５４，９７０円

票 数

単勝票数 計 ４１５７９４ 的中 � ５２５７９（４番人気）
複勝票数 計 ６１９２７２ 的中 � ８０６１３（４番人気）� １５７９２１（１番人気）� １４６３９（９番人気）
枠連票数 計 ４８８８１０ 的中 （７－８） ６１９４８（２番人気）
普通馬連票数 計２３４２６０５ 的中 �� １７３９３７（３番人気）
馬単票数 計１４３５３２０ 的中 �� ４２２５２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１３４６８ 的中 �� ２９７４４（３番人気）�� ３６５６（３２番人気）�� ６６６８（２１番人気）
３連複票数 計２０００６４１ 的中 ��� １２４３９（３７番人気）
３連単票数 計４８７１１７７ 的中 ��� ６５４０（１７１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．９―１２．３―１３．０―１１．５―１１．８―１１．４―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３７．０―４９．３―１：０２．３―１：１３．８―１：２５．６―１：３７．０―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．８
１
３
４（６，１４）（１，３，１３）１２（８，１１）（２，５）９－（７，１０）・（６，１４）１３（４，３）１２（１，８，１１）９（２，５）－７－１０

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

勝馬の
紹 介

オペラブラーボ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．３ 中山１着

２００４．３．１５生 牡４鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター １２戦５勝 賞金 ７６，２２０，０００円
※アップルサイダー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０２３ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第５３回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，１９．９．８以降２０．９．７まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１６ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３４＋ ４１：３２．１ ６．８�

２３ レッツゴーキリシマ 牡３鹿 ５３ 北村 宏司西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４５８＋ ６１：３２．３１� １６．５�
２４ � ステキシンスケクン 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４５４－ ４１：３２．４� ６．７�
１１ ヤマニンエマイユ 牝５鹿 ５２ 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ８１：３２．５クビ １５．９�
７１４	 ジーンハンター 牡６鹿 ５３ 吉田 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 門別 法理牧場 ５２４－ ４１：３２．８２ １０３．８�
４８ リザーブカード 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９０－ ８１：３２．９クビ ３．７�
１２ トウショウヴォイス 牡６黒鹿５４ 小林 淳一トウショウ産業	 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ４６．１

５９ マイケルバローズ 牡７鹿 ５５ 内田 博幸猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ５００－ ６ 〃 アタマ １２．１�
８１５ マイネルフォーグ 牡４鹿 ５５ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４５２－ ２１：３３．１１
 １２．９�
７１３ フジサイレンス 牡８黒鹿５２ 五十嵐雄祐浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４８８－１０１：３３．２クビ １０９．１
４７ テンイムホウ 牝６鹿 ５０ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５８－１４１：３３．６２
 ８１．７�
５１０ サトノプログレス 牡３鹿 ５４ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 様似 �村 伸一 ５０２－ ６ 〃 クビ ８．８�
６１２ アイルラヴァゲイン 牡６鹿 ５６ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５００－ ８１：３３．７� ４６．６�
３６ クーヴェルチュール 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４８０－ ４１：３３．８クビ ３４．５�
６１１� ゴスホークケン 牡３黒鹿５４ 柴田 善臣藤田 在子氏 斎藤 誠 米 Four Horse-

men’s Ranch ５１０－ ８１：３４．０１
 ８．３�
３５ ダンツキッスイ 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成山元 哲二氏 中村 均 浦河 丸幸小林牧場 ５１０＋ ３１：３５．５９ １３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，７９９，２００円 複勝： １４５，７３４，０００円 枠連： １７２，５０６，３００円

普通馬連： ７９０，５２７，７００円 馬単： ４２５，９６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５２，５６１，６００円

３連複： ８０８，６００，７００円 ３連単： １，７７７，９５６，１００円 計： ４，３８４，６４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２７０円 � ４７０円 � ２８０円 枠 連（２－８） １，２６０円

普通馬連 �� ６，６２０円 馬 単 �� １１，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� １，１４０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� １７，９７０円 ３ 連 単 ��� １２４，０５０円

票 数

単勝票数 計１１０７９９２ 的中 � １３００２５（３番人気）
複勝票数 計１４５７３４０ 的中 � １５０６７５（２番人気）� ７５３７５（８番人気）� １４２０３９（３番人気）
枠連票数 計１７２５０６３ 的中 （２－８） １０１６８７（５番人気）
普通馬連票数 計７９０５２７７ 的中 �� ８８２２９（３３番人気）
馬単票数 計４２５９６２５ 的中 �� ２６６７１（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５２５６１６ 的中 �� １６６４８（３６番人気）�� ３３４９３（１０番人気）�� ２７０１９（１４番人気）
３連複票数 計８０８６００７ 的中 ��� ３３２１０（６０番人気）
３連単票数 計１７７７９５６１ 的中 ��� １０５７８（４３３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．１―１０．５―１１．２―１１．９―１１．９―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．３―３２．８―４４．０―５５．９―１：０７．８―１：２０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．２

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キストゥヘヴン �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１２．１７ 中山２着

２００３．４．２５生 牝５鹿 母 ロングバージン 母母 ス イ ー ブ ２２戦４勝 賞金 ２８５，５０７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アップルサイダー号・スクールボーイ号・スナークファルコン号・タマモサポート号・トールハンマー号・

ブラックカフェ号・マイネルハーティー号・マシュリク号・ロイヤルキャンサー号



２６０２４ ９月１４日 晴 良 （２０中山４）第２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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３ ファイナルスコアー 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：１１．４ ３．４�

２４ � サ ラ ト ガ 牝４芦 ５５ 木幡 初広平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４９４＋ ２１：１１．６１� ５．５�
３５ � ウエスタンビーバー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４８０－ １１：１１．８１� ２０．１�
８１５ ペイアテンション 牝４鹿 ５５ 松岡 正海鈴木 芳夫氏 平井 雄二 三石 嶋田牧場 ５３０－２０１：１２．０１	 ３７．１�
３６ チャームウィーク 牝４鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５１２－ ８１：１２．１� ５２．４�
７１４ ライムライトシチー 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４８２± ０１：１２．２� ８３．１	
５１０ ケイアイモーガン 牡３栗 ５５ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６６－ ６ 〃 アタマ ３８．３

２３ 
 ディアディライト 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二寺田千代乃氏 加藤 征弘 英 Rockwell

Bloodstock ４６２－ ６１：１２．６２� ５．４�
８１６ マッシュアップ 牡３栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４４８＋ ８１：１２．９１� ２２．８�
１１ 
 シャンドラヴェリテ �７鹿 ５７ 大野 拓弥真野 晃治氏 石毛 善彦 米 E & D En-

terprises B５２８＋ ８ 〃 アタマ １３６．７
６１２
 リュウセイドラゴン 牡６栗 ５７

５４ ▲千葉 直人南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Mr. & Mrs. G.
J. Stautberg ４７２－１２１：１３．０� ６３．８�

４７ 
 トーセンステルス 牡３青鹿５５ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 慎明 米 Mrs. C. Wilson
McNeely III ４５２－ ２１：１３．２１ １１．２�

４８ 
� ベ イ ジ ュ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘松本 兼吉氏 古賀 史生 米
Robert A. Mur-
phy & Dr. Sandy
Price－Murphy

５００－ ６ 〃 アタマ ９２．７�
１２ トーセンマキシマム 牡４栗 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７２－ ６１：１３．３� ４．１�
５９ コアレスナイナー 牡４栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４９０＋ ４１：１３．５１ ８０．３�
６１１ ロドリーバニヤン 牝５栗 ５５ 石橋 脩津村 靖志氏 宗像 義忠 浦河 小倉牧場 ４４０－ ２１：１３．６� ２６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，４５５，２００円 複勝： ５２，９０１，６００円 枠連： ５１，２０７，５００円

普通馬連： １８４，９６３，０００円 馬単： １１７，５０３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，８４２，７００円

３連複： １７７，６０５，４００円 ３連単： ４１９，６４２，５００円 計： １，０８９，１２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ５１０円 枠 連（２－７） ４７０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，３２０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ６，０８０円 ３ 連 単 ��� ２１，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３９４５５２ 的中 � ９３１７８（１番人気）
複勝票数 計 ５２９０１６ 的中 � ９７４９７（２番人気）� ９０５０３（３番人気）� ２０５４８（７番人気）
枠連票数 計 ５１２０７５ 的中 （２－７） ８１１７２（１番人気）
普通馬連票数 計１８４９６３０ 的中 �� １４１０４４（３番人気）
馬単票数 計１１７５０３５ 的中 �� ５２６６１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５８４２７ 的中 �� ２８９７６（３番人気）�� ８２２７（１２番人気）�� ７６０８（１３番人気）
３連複票数 計１７７６０５４ 的中 ��� ２１５６６（１６番人気）
３連単票数 計４１９６４２５ 的中 ��� １４２９４（４４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．５―１２．１―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３４．０―４６．１―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイナルスコアー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 O’Reilly デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．５．２３生 牡３栗 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady ５戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 オードリーローズ号・ガオウ号・ギンザナイト号・スガーフォーティー号・スターダム号・ダイワジェラート号・

ライトオブピース号・ロイヤルタバスコ号



（２０中山４）第２日 ９月１４日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６１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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５２，１２０，０００円
４，２６０，０００円
２２，４２０，０００円
１，８４０，０００円
２７，６６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，８０１，０００円
４，４５８，０００円
１，６２６，１００円

勝馬投票券売得金
３８８，０１０，１００円
５６４，８２８，９００円
４６５，１３７，２００円
１，９６３，０８８，０００円
１，２８３，３３７，７００円
４６５，８４３，１００円
１，９６１，７７２，７００円
４，２９６，２４９，６００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 １１，３８８，２６７，３００円

総入場人員 ４０，１３７名 （有料入場人員 ３５，５５８名）




