
２６０６１ ９月２８日 曇 良 （２０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 （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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

６１０ グラスキング 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：１２．７ ４．２�

４５ ロトスカイブルー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４７２＋ ４１：１２．９１� １８．７�
５７ � シンフォニーライツ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海吉田 和美氏 斎藤 誠 米

Donald & R. Mary Zuck-
erman, as Tenants by the
Entireties

４９２－１４ 〃 クビ ３．５�
８１３ ワ ス ラ フ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４６８－ ２１：１３．５３� １０２．３�
３４ � 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. ４７０＋ ２１：１３．８１	 １３．１�
４６ ヨイチラブソング 牡２青鹿５４ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 高村牧場 ４６６± ０１：１３．９� １９．８�
３３ アイティムサシ 牡２栗 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ２．５	
７１１ ハニーインチーフ 牝２鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４２８－ ２１：１４．０	 １６８．７

７１２ フライトマイル 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム ４６８± ０ 〃 ハナ １２．７�
２２ � エメラルドパラオ 牡２栗 ５４ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 米

WinStar Farm,
LLC & Dr. Wil-
liam Lockridge

４６４＋ ８１：１４．２１ ２６０．４�
８１４ ステップアンドゴー 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥真部 晴�氏 中島 敏文 新ひだか 出羽牧場 ４７８± ０１：１４．４１� ６５．３
５８ シルクエスポワール 牡２栗 ５４

５１ ▲黛 弘人有限会社シルク大和田 稔 日高 加藤牧場 ４６６＋１０１：１５．３５ ８８．０�
１１ メイビーノー 牡２黒鹿５４ 北村 宏司小田切有一氏 粕谷 昌央 新冠 ハクツ牧場 ４６４－ ２１：１５．４� １０９．２�
６９ エイコオミリオン 牡２鹿 ５４ 田中 勝春今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４６０－ ４１：２３．５大差 ６６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４０１，９００円 複勝： ２６，７２５，２００円 枠連： １８，１２８，１００円

普通馬連： ６５，２５２，９００円 馬単： ５２，９６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９３０，６００円

３連複： ７２，１１２，４００円 ３連単： １１５，３８２，０００円 計： ３８９，９０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � ３２０円 � １７０円 枠 連（４－６） １，３６０円

普通馬連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ３４０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� ２２，６００円

票 数

単勝票数 計 １８４０１９ 的中 � ３４７６１（３番人気）
複勝票数 計 ２６７２５２ 的中 � ５４４９４（２番人気）� １６８７７（６番人気）� ４５８６６（３番人気）
枠連票数 計 １８１２８１ 的中 （４－６） ９８５８（８番人気）
普通馬連票数 計 ６５２５２９ 的中 �� １７４９６（１２番人気）
馬単票数 計 ５２９６８１ 的中 �� ８３７６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９３０６ 的中 �� ７０４１（９番人気）�� １６７６５（３番人気）�� ６３９７（１１番人気）
３連複票数 計 ７２１１２４ 的中 ��� １５８９３（１１番人気）
３連単票数 計１１５３８２０ 的中 ��� ３７６８（７１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．４―１２．４―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．２―４６．６―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．５
３ ・（１２，４）７（３，５）１３－１０，１１（６，１４）－（２，８）９＝１ ４ ・（１２，４）７（３，５，１３）－（６，１０）－１４，１１（２，８）＝１－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グラスキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Homebuilder デビュー ２００８．９．１４ 中山３着

２００６．４．２７生 牡２鹿 母 レゾンデートル 母母 ダブルバンドルズ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイコオミリオン号は，平成２０年１０月２８日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 エビスホウシュウ号（疾病〔左肩跛行〕のため）・エーブダッチマン号（疾病〔左肩跛行〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キングスウィープ号・サキノダイオー号・ジョウテンキッズ号



２６０６２ ９月２８日 曇 良 （２０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
１：４６．７

良

良

４４ メジロワーロック 牡２栗 ５４ 蛯名 正義�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２± ０１：５０．１ １．４�

３３ コスモプリズム 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 山下 恭茂 ４５０± ０１：５０．４１� ８．１�
６８ リアルストロンガー 牡２鹿 ５４ 加藤士津八桐谷 茂氏 加藤 和宏 浦河 福田牧場 B４７０＋ ４１：５０．５� ８．１�
２２ クリノメダリスト 牝２栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３８＋ ４１：５０．６� １５．４�
６７ マイネルジーク 牡２栗 ５４

５１ ▲黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 勢司 和浩 静内 へいはた牧場 ４１８＋ ２１：５０．８１� ２８．０�

５６ カンファーリード 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人楠本 陸雄氏 佐藤 吉勝 えりも 大和牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １３．５	
１１ ジョウテンキッズ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４２８－１０ 〃 アタマ ２７．９

５５ マイネルサーブル 牡２鹿 ５４ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 門別 戸川牧場 ４６０＋ ２１：５０．９� ４１．９�
８１１ ヒルノコスタリカ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広蛭川 正文氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４２４－ ２１：５１．７５ ９９．３�
７１０ ジョーベルスター 牡２栗 ５４ 吉田 豊上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ５０６＋１２１：５１．９１� １３２．６
８１２ コスモハイライフ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 岡本牧場 ４７２＋１２１：５２．３２� １１４．８�
７９ コスモゲータイト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 高木 登 日高 モリナガファーム ４３２－ ４１：５４．５大差 ４６．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，２２０，０００円 複勝： ４９，５４０，６００円 枠連： １４，３５９，３００円

普通馬連： ５６，６０４，８００円 馬単： ５５，８６７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７３１，０００円

３連複： ５７，８３９，４００円 ３連単： １２２，５５４，４００円 計： ３９３，７１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（３－４） ３７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� １，９８０円

票 数

単勝票数 計 １８２２００ 的中 � １０５８５９（１番人気）
複勝票数 計 ４９５４０６ 的中 � ３４３２２８（１番人気）� ３９４６５（２番人気）� ３２１２４（３番人気）
枠連票数 計 １４３５９３ 的中 （３－４） ２８８６６（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６６０４８ 的中 �� １１４０９０（１番人気）
馬単票数 計 ５５８６７１ 的中 �� ８２９４２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７３１０ 的中 �� ２４９６２（１番人気）�� ２２９３１（２番人気）�� ６５７７（７番人気）
３連複票数 計 ５７８３９４ 的中 ��� ５７４２６（１番人気）
３連単票数 計１２２５５４４ 的中 ��� ４５８６８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２４．１―３５．５―４８．１―１：００．６―１：１３．２―１：２５．８―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．９
１
３

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

２
４

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

メジロワーロック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００８．７．１９ 新潟６着

２００６．４．４生 牡２栗 母 メジロブルテリア 母母 メジログラフ ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモゲータイト号は，平成２０年１０月２８日まで平地競走に出走できない。
※ジョウテンキッズ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０６３ ９月２８日 曇 良 （２０中山４）第６日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ ウェスタリーズ 牝３青鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８＋１０１：３４．５ ３．８�

８１５ フェアームーラン 牡３青鹿５６ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４８０＋１２１：３４．６� ２２．４�
５１０ スペシャルシーズン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 守矢牧場 ５０２＋ ６１：３４．７� ９．３�
６１２ タイセイルンバ 牝３鹿 ５４ 江田 照男田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 信成牧場 ４６０＋ ２１：３４．８クビ ４．９�
７１４ ワンダフルスイート 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �丸幸小林牧場 佐々木亜良 浦河 丸幸小林牧場 ４８６＋１６ 〃 クビ １６．９�
３５ ダイショウベリー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太馬場 �晃氏 佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４５６＋１０１：３４．９クビ ３１．３�
７１３ デイズオブサンダー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B５１０ ―１：３５．０� １１．２	
３６ ホノカチャン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗瀬谷 
雄氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４４０＋１０１：３５．１� ９．３�
４７ ライラックラブ 牝３栃栗５４ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４６０＋ ６１：３５．２� ８．５�
４８ エーブダヴィンチ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 レーシングホース

ジャパン 清水 利章 三石 水上 習孝 ４４２＋ ６１：３５．３クビ ７．６�
２３ サイレントキララ 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４４８－ ２ 〃 ハナ １０６．３�
８１６ サクラロミオ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 ４９８－ ８ 〃 クビ ２１．７�
６１１ スイートケベック 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀シンボリ牧場 池上 昌弘 静内 シンボリ牧場 ４７２＋ ８１：３５．７２� １４８．３�
２４ ラ フ ェ リ ア 牝３栗 ５４ 吉田 豊�ヤナガワ牧場 田村 康仁 門別 ヤナガワ牧場 ４４８＋ ８１：３６．１２� ５０．８�
１２ トウショウスワット 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝トウショウ産業 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６２＋１４１：３６．８４ ６５．２�
５９ セントラルジョイ �３栗 ５６ 横山 義行玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 鹿戸 正幸 ４６４＋１２１：３７．４３� １２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４５４，５００円 複勝： ３０，１５２，５００円 枠連： ２３，５４９，１００円

普通馬連： ７７，８０５，６００円 馬単： ５３，２０１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１４１，８００円

３連複： ８１，８２０，２００円 ３連単： １２３，６６０，８００円 計： ４３０，７８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ５１０円 � ２４０円 枠 連（１－８） １，８５０円

普通馬連 �� ４，２６０円 馬 単 �� ６，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ５６０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ９，７６０円 ３ 連 単 ��� ６２，８６０円

票 数

単勝票数 計 １７４５４５ 的中 � ３６３６６（１番人気）
複勝票数 計 ３０１５２５ 的中 � ６４１２３（１番人気）� １２０７５（９番人気）� ３２２３５（３番人気）
枠連票数 計 ２３５４９１ 的中 （１－８） ９４４２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７７８０５６ 的中 �� １３５０６（１９番人気）
馬単票数 計 ５３２０１０ 的中 �� ６３５８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１４１８ 的中 �� ４０７１（１７番人気）�� １０９５４（３番人気）�� ２５４４（２７番人気）
３連複票数 計 ８１８２０２ 的中 ��� ６１８９（３２番人気）
３連単票数 計１２３６６０８ 的中 ��� １４５２（１８９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．３―１１．２―１２．５―１２．２―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３４．６―４５．８―５８．３―１：１０．５―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２

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

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

ウェスタリーズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー ２００８．６．１５ 東京４着

２００５．１．１４生 牝３青鹿 母 ウェスタースケルド 母母 Danish ３戦１勝 賞金 ７，０５０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 アンジュポケット号・シャイニーカフェ号



２６０６４ ９月２８日 曇 良 （２０中山４）第６日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０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

１１ オメガユリシス 牡２鹿 ５４ 北村 宏司原 �子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４６０ ―１：０９．８ ３．５�

８８ ウインバンディエラ 牡２栗 ５４ 柴田 善臣�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６０ ―１：１０．２２� １．４�
４４ プリズムドウル 牝２鹿 ５４ 木幡 初広玉井 宏和氏 蛯名 信広 様似 澤井 義一 ４７２ ―１：１１．２６ １８．８�
６６ リュウポート 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人田中ふさ枝氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４３６ ―１：１１．５１� １３．４�
３３ キャプテンボーイ 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次江川 伸夫氏 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４５６ ―１：１２．３５ ３５．５�
５５ ラレーヌデュバル 牝２鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�ミルファーム 畠山 重則 浦河 村下農場 ４４６ ―１：１３．０４ ６０．８	
２２ トーセンメロディ 牡２鹿 ５４ 小野 次郎島川 
哉氏 保田 一隆 新ひだか 増本 良孝 ４５４ ―１：１３．４２� １２．８�
７７ ト シ テ ン マ 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５２ ―１：１３．７２ １００．４�

（８頭）

売 得 金

単勝： １９，９５８，３００円 複勝： ２９，２２４，２００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４８，５９１，２００円 馬単： ５４，８０１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２９９，０００円

３連複： ３４，４２３，６００円 ３連単： １２６，１０６，２００円 計： ３２４，４０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２００円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ２，８４０円

票 数

単勝票数 計 １９９５８３ 的中 � ４５３７０（２番人気）
複勝票数 計 ２９２２４２ 的中 � ３８７６１（２番人気）� １９８２３５（１番人気）� １２４１９（５番人気）
普通馬連票数 計 ４８５９１２ 的中 �� ２０９７４６（１番人気）
馬単票数 計 ５４８０１１ 的中 �� ６７８０７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２９９０ 的中 �� ３２９９６（１番人気）�� ５１０５（７番人気）�� ７３４７（５番人気）
３連複票数 計 ３４４２３６ 的中 ��� ４１１６２（３番人気）
３連単票数 計１２６１０６２ 的中 ��� ３２８２０（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．３―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．５―４６．３―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．３
３ ・（２，３，６）８，１（４，５）＝７ ４ ・（２，３，１，８）６，４－５＝７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オメガユリシス 
�
父 アドマイヤコジーン 

�
母父 ラストタイクーン 初出走

２００６．５．１１生 牡２鹿 母 スズランストーリー 母母 オーナースズラン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０６５ ９月２８日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０中山４）第６日 第５競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１２時１０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

３３ ファストソニック 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８８＋ ６３：１２．５ ８．０�

５８ � トミケンクラージュ 牡４栗 ６０ 宗像 徹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 �原 敏明 ４９４＋ ２３：１３．４５ １３．８�
５７ メジロトンキニーズ 牝６鹿 ５８ 蓑島 靖典�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ５１８＋ ２３：１４．０３� ２．５�
２２ � クロタラリア 牝５黒鹿５８ 石神 深一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ５０８＋１０３：１５．３８ １３．６�
３４ カイシュウリバー 牡４鹿 ６０ 穂苅 寿彦飯村 孝男氏 田中 清隆 門別 新井 弘幸 ５２８－１０３：１５．６２ １０２．５	
７１２ サンベルナール 牡４鹿 ６０ 高野 和馬 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４４８－ ２ 〃 アタマ ８．７�
４５ トーセンジュビリー 牡５鹿 ６０ 横山 義行島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２ 〃 ハナ ８．１
８１４ コウヨウウェーブ 牡４芦 ６０ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４９６＋１２３：１５．９２ １１．６�
８１３� マイネルガッチャ 牡５黒鹿６０ 大庭 和弥 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 加 Richard L.
Lister ４６４－ ４ 〃 ハナ ７．７�

６１０ サファリタイガー 牡３鹿 ５８ 柴田 大知熊久保勅夫氏 鈴木 勝美 門別 石原牧場 ４８２＋ ６３：１６．１１� １４１．９�
４６ � トーアラストペニー 牡４栗 ６０ 江田 勇亮東亜駿馬
 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９８± ０３：１６．６３ ８８．７�
１１ � エイトゴーオン 牝４青鹿５８ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４６０± ０３：１９．４大差 １８．１�
６９ � サウスグローリー 牡７栗 ６０ 山本 康志南波 壽氏 武藤 善則 浦河 鮫川牧場 ４６８＋ ８３：２５．０大差 ６０．１�
７１１ コ マ チ 牝４青鹿５８ 水出 大介江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４８＋ ６ （競走中止） ３２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，１３８，０００円 複勝： １６，３５０，４００円 枠連： ２０，１４６，１００円

普通馬連： ５５，１２４，５００円 馬単： ４４，２１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３４１，７００円

３連複： ６７，５２０，２００円 ３連単： １０２，１１８，７００円 計： ３３４，９５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２１０円 � ３５０円 � １３０円 枠 連（３－５） ８２０円

普通馬連 �� ４，０５０円 馬 単 �� ８，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４４０円 �� ４６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，５５０円 ３ 連 単 ��� ３３，５００円

票 数

単勝票数 計 １３１３８０ 的中 � １２９８７（３番人気）
複勝票数 計 １６３５０４ 的中 � １７８６９（３番人気）� ８９３５（８番人気）� ４９７２３（１番人気）
枠連票数 計 ２０１４６１ 的中 （３－５） １８２４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５１２４５ 的中 �� １００６５（１９番人気）
馬単票数 計 ４４２１２５ 的中 �� ３６４３（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３４１７ 的中 �� ２６３７（２４番人気）�� ９４５３（１番人気）�� ５８９３（７番人気）
３連複票数 計 ６７５２０２ 的中 ��� １４０５６（１０番人気）
３連単票数 計１０２１１８７ 的中 ��� ２２５０（１１７番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５２．２－３F ３９．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→」
１
�
・（３，８）１３（５，７）－（２，１４）（１０，１２，６）＝４－９－１
３，８－７－５（１３，２）（１２，１４）４－１０，６＝１＝９

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

勝馬の
紹 介

ファストソニック �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 モンテフアスト デビュー ２００６．７．１６ 新潟２着

２００４．３．１５生 牡４鹿 母 ファストマダム 母母 ドリームルーキー 障害：５戦１勝 賞金 １４，０５０，０００円
〔競走中止〕 コマチ号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 クロタラリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クロタラリア号は，平成２０年１０月２８日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） １頭 グロリアスヴュー号



２６０６６ ９月２８日 曇 良 （２０中山４）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

８１４ ミヤビリュウオー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７０ ―１：５０．４ ５．４�

３４ ロイヤルロード 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５３０ ― 〃 アタマ ３４．５�
７１１ レッドシャドウ 牡２鹿 ５４ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：５０．５� ８．８�
５８ ベストライアー 牡２栗 ５４ 吉田 隼人�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０ ―１：５０．９１�＋１� ２．８�
１１ シンボリグリュック 牡２栗 ５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４９８ ―１：５１．１１� １０．０�
８１３ タイキグラディウス 牡２栗 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０ ― 〃 ハナ ５．４	
５７ コアレスアルダン 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４７０ ―１：５１．２クビ ６７．７

３３ ヒビケジンダイコ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義植田 忠司氏 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６８ ―１：５１．３� ９．０�
４６ ホワイトライクミー 牡２芦 ５４ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 門別 下河辺牧場 ４５４ ― （降着） ２０．５�
４５ コスモホークアイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人 �ビッグレッドファーム 坂本 勝美 静内 岡田牧場 ４７４ ―１：５１．４� ５８．７
７１２ テ ン チ ジ ン 牡２栗 ５４ 鷹野 宏史南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ５００ ―１：５１．６１� ２５７．２�
６９ ゴッドギャンブラー 牡２鹿 ５４ 石橋 脩嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４８６ ― 〃 クビ １８．０�
２２ ブレーヴクン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �丸幸小林牧場 相沢 郁 浦河 丸幸小林牧場 ４８６ ―１：５２．３４ ２６．７�
６１０ エプソムヴァーチュ 牡２鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 平井 雄二 浦河 大道 秀男 ４７８ ―１：５２．５１� ２７０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，６９６，４００円 複勝： ２２，５５７，８００円 枠連： ２５，００４，５００円

普通馬連： ６８，８８４，６００円 馬単： ５１，３５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６８４，７００円

３連複： ６５，５１４，７００円 ３連単： １０６，０４２，４００円 計： ３７５，７４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２５０円 � ７５０円 � ２９０円 枠 連（３－８） ７３０円

普通馬連 �� ８，５００円 馬 単 �� １２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� ９４０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� ２０，０２０円 ３ 連 単 ��� １３７，７９０円

票 数

単勝票数 計 １８６９６４ 的中 � ２７５９６（３番人気）
複勝票数 計 ２２５５７８ 的中 � ２７３７８（３番人気）� ６８２４（１０番人気）� ２１３３０（５番人気）
枠連票数 計 ２５００４５ 的中 （３－８） ２５６０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８８８４６ 的中 �� ５９８３（３１番人気）
馬単票数 計 ５１３５９８ 的中 �� ３０５８（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６８４７ 的中 �� ２１６４（２５番人気）�� ４８０１（１０番人気）�� １７６０（３５番人気）
３連複票数 計 ６５５１４７ 的中 ��� ２４１６（７０番人気）
３連単票数 計１０６０４２４ 的中 ��� ５６８（４３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．０―３６．２―４９．８―１：０２．２―１：１４．１―１：２５．７―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ミヤビリュウオー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．２．１６生 牡２鹿 母 タフグレイス 母母 システィーナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔降着〕 ホワイトライクミー号は，４位〔タイム１分５０秒７，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ヒビケジンダイコ」号の走行を妨害したため９着に降着。
〔制裁〕 ホワイトライクミー号の騎手江田照男は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２０年１０月４日から

平成２０年１０月１２日まで騎乗停止。



２６０６７ ９月２８日 曇 良 （２０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３０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

３５ � エーシンドゥベター 牡３青鹿５５ 松岡 正海平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４９０＋ ２１：１１．８ ５．２�

６１１�� スコルピオンキッス 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４５６－ ８ 〃 ハナ ３．９�
７１４ フロイデタンツェン 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹生駒 英子氏 小西 一男 三石 タガミファーム ５１８－ ４１：１１．９	 ３．３�
７１３� ライトオブピース 
３鹿 ５５ 柴田 善臣前田 幸治氏 古賀 史生 米 R. Brodie, J. Buck-

ley & R. Scanlon ４９４± ０ 〃 クビ １３．０�
８１６ ロイヤルタバスコ 牝４栗 ５５ 横山 典弘細川祐季子氏 藤沢 和雄 平取 稲原牧場 B４６２－１０１：１２．１	 ５．７�
６１２ カーリアンダンス 
４鹿 ５７ 石橋 脩伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４８６＋ ６１：１２．６３ １２７．１�
３６ � ハ ナ ム ケ 牝３鹿 ５３

５０ ▲伊藤 工真田口 廣氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ４７６－ ６ 〃 ハナ ６５．８	
４８ タツタイコウ 牡３栗 ５５ 大庭 和弥鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５０６－ ２１：１２．７クビ ３５．３

２４ � フォレストジャガー 牡５黒鹿５７ 吉田 豊加藤 守氏 木原 一良 米 Mr. & Mrs. R.

David Randal B４６６－ ６ 〃 アタマ ５４．４�
８１５� テ ル ミ ヌ ス 牝４芦 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５１８± ０１：１３．１２� ４０．８�
５９ ドンアドヴァイタ 牡４芦 ５７ 北村 宏司山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４７４－１２１：１３．３１� ８０．０
２３ パルティータ 牝３黒鹿５３ 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 門別 タバタファーム ４４４＋ ６１：１３．５	 １６３．２�
１１ � ソ ロ タ ー ン 牡６鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 豪 Mr DR
Fleming ４８８＋ ４１：１３．６� １１．２�

１２ アルファトリリオン 牡４鹿 ５７
５４ ▲宮崎 北斗�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４４２－ ８１：１３．７	 ２５５．０�

４７ � ジェイケイクリーク 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝小谷野次郎氏 加藤 和宏 静内 安田 豊重 ５１４＋ ２１：１３．８クビ ２２．３�
５１０� ローズヒップティー 牝５鹿 ５５ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 静内 和田牧場 ４７６＋１２１：１４．４３� ３９３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８３３，６００円 複勝： ３３，０３１，３００円 枠連： ２４，６４１，６００円

普通馬連： ９９，１３３，５００円 馬単： ６２，７８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１２３，１００円

３連複： ８８，２４２，７００円 ３連単： １６０，１００，５００円 計： ５１４，８９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（３－６） ８９０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ３００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ７，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２０８３３６ 的中 � ３１８２４（３番人気）
複勝票数 計 ３３０３１３ 的中 � ４５２９８（４番人気）� ５７４５２（２番人気）� ８１８３４（１番人気）
枠連票数 計 ２４６４１６ 的中 （３－６） ２０５１６（５番人気）
普通馬連票数 計 ９９１３３５ 的中 �� ７３５０４（４番人気）
馬単票数 計 ６２７８３９ 的中 �� １９１９８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１２３１ 的中 �� １５２２６（４番人気）�� ２１７６８（２番人気）�� ２５７８４（１番人気）
３連複票数 計 ８８２４２７ 的中 ��� ６４０８９（１番人気）
３連単票数 計１６０１００５ 的中 ��� １５２２９（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１２．０―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４５．５―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３８．３
３ １，４（９，１２）（２，５，７）－１６（８，１４）１１（３，６，１５）（１０，１３） ４ １，４（５，９，１２）７，２（１６，１４）（８，１１）（６，１３）（３，１５）－１０

勝馬の
紹 介

�エーシンドゥベター �
�
父 Dixie Union �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００７．１１．１８ 京都２着

２００５．２．９生 牡３青鹿 母 Eishin Blaine 母母 Hot Love ７戦２勝 賞金 １９，１００，０００円
〔制裁〕 ソロターン号の騎手黛弘人は，発走後まもなく外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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シャンドラヴェリテ号・マッシュアップ号
（非抽選馬） １頭 オカールノキセキ号



２６０６８ ９月２８日 曇 良 （２０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
１：４８．４

重

重

４８ フランコフォニー 牡３鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２－ ７１：５４．８ ７．９�

３５ ローンウルフ 牡３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６６＋ ２ 〃 アタマ ７．９�
７１３ テンジンニチオー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�テンジン 松山 康久 浦河 宮内牧場 ４５２＋ ２１：５５．０１� １１．４�
５９ ウインスラッシュ 牡４栗 ５７ 田中 勝春�ウイン 宗像 義忠 新冠 ハクツ牧場 B４８６－ ２１：５５．４２� １３．５�
６１２ ボ ナ パ ル ト �６鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ １９．９�
３６ ホクセツカントリー 牡４栗 ５７ 佐藤 聖也平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ５００－１２１：５５．５� ２２６．２	
４７ ジョイザラス 牡４栗 ５７ 北村 宏司齊藤四方司氏 清水 利章 静内 出羽牧場 ４７４± ０１：５５．６� ９．５

２４ 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 B４９４± ０１：５５．８１ １７５．１�
８１６ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０６－ ２ 〃 クビ ２８．６�
６１１ クラッカージャック 牡４鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８６＋ ４１：５６．４３� ５．８
１２ エアシャムス 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：５６．６１� ２．４�
７１４ トップオブボス 牡４栗 ５７ 小野 次郎横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４９６＋ ８１：５６．８� １５８．９�
５１０ パ ワ ー サ ム 牡４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 B４５２－ ８１：５７．６５ １０４．５�
２３ 	 ブラックスレンダー 牝３栗 ５２ 江田 照男真下 辰夫氏 藤原 辰雄 門別 白井牧場 ４５０＋ ６１：５８．８７ ２２４．０�
１１ 	 オンワードオウガ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４５０－ ２１：５９．５４ １０７．８�
８１５	 サ ム ラ イ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次新井原 博氏 清水 美波 新冠 川上 悦夫 B４７４± ０２：０４．３大差 ３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１０４，６００円 複勝： ３３，３３７，５００円 枠連： ２９，０６５，１００円

普通馬連： １０３，９１７，２００円 馬単： ６９，２５９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９３６，１００円

３連複： １００，５６０，２００円 ３連単： １８５，９７７，１００円 計： ５７３，１５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２６０円 � ２５０円 � ３３０円 枠 連（３－４） １，８００円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ５，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，２１０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ９，４１０円 ３ 連 単 ��� ５５，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２４１０４６ 的中 � ２４０９９（４番人気）
複勝票数 計 ３３３３７５ 的中 � ３４３８１（４番人気）� ３７２０３（３番人気）� ２５５５７（６番人気）
枠連票数 計 ２９０６５１ 的中 （３－４） １１９２３（８番人気）
普通馬連票数 計１０３９１７２ 的中 �� ２８８９８（１３番人気）
馬単票数 計 ６９２５９６ 的中 �� ８９８３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９３６１ 的中 �� ７０２７（１２番人気）�� ５４９９（１６番人気）�� ４６９７（２０番人気）
３連複票数 計１００５６０２ 的中 ��� ７８８７（４０番人気）
３連単票数 計１８５９７７１ 的中 ��� ２４９２（２１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．７―５０．１―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．２―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３
８，１５－（２，１０）５（７，１１）１－（１２，１６）（３，１３）（４，６，９）＝１４
８（５，２）（１５，７，１１，１０，１６）（１２，１３）１（３，６，９）４－１４

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

勝馬の
紹 介

フランコフォニー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．７．１ 福島１５着

２００５．３．１１生 牡３鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini ８戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 サムライ号は，平成２０年１０月２８日まで平地競走に出走できない。



２６０６９ ９月２８日 曇 良 （２０中山４）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

か つ う ら

勝 浦 特 別
発走１４時３５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 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

７１１ ハッピービーチ 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７０－ ４１：０８．４ １０．８�

５８ � ロックオブサリサ 牝３鹿 ５３ 横山 典弘斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４２８－ ２ 〃 クビ ５．８�
７１２ マイネアルデュール 牝３鹿 ５３ 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 ４７０＋ ６１：０８．５クビ ２．４�
８１４ ダイワシークレット 牡３栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４５４＋ ６ 〃 クビ ４．３�
５７ シゲルダイハッカイ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４６６＋１０ 〃 アタマ ６７．５�
１１ ゴールデンリング 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣�日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム B４５８＋１０１：０８．６クビ ２４．５	
２２ アポロティアラ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４７８－ ６ 〃 クビ ４５．８

６１０� エフテーストライク 牝４青鹿５５ 江田 照男深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４３８－ ６ 〃 アタマ １２．２�
３４ ジェイウォーク 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２４－ ４１：０８．７	 ３９．２�
４５ スマートエッジ 
８黒鹿５７ 石神 深一大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４５０－ ２１：０８．８	 ７３．９
３３ � ノーモアクライ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩吉田 好雄氏 野中 賢二 米 Woods

Edge Farm ４９４＋ ４１：０８．９	 １７．２�
４６ モ ン テ ミ ウ 牝３鹿 ５３ 木幡 初広毛利 喜昭氏 松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４７８－ ４１：０９．０クビ ２２．２�
８１３ コアレスソニック 
５黒鹿５７ 田中 勝春小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム B４５８＋ ６ 〃 クビ １０２．４�
６９ ワシントンパーク 牝３栗 ５３ 蛯名 正義江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４６０＋ ８１：０９．２１� ３０．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，５４０，３００円 複勝： ４７，９６３，０００円 枠連： ３４，３１０，６００円

普通馬連： １５９，９５４，５００円 馬単： １０１，６１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１１７，３００円

３連複： １４５，７２１，１００円 ３連単： ３３７，６２０，６００円 計： ８９９，８４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ３００円 � １９０円 � １３０円 枠 連（５－７） ５８０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ７，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ５８０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� ２２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３３５４０３ 的中 � ２４６９６（４番人気）
複勝票数 計 ４７９６３０ 的中 � ３０６２２（５番人気）� ６３２３２（３番人気）� １４３８７３（１番人気）
枠連票数 計 ３４３１０６ 的中 （５－７） ４３９１９（２番人気）
普通馬連票数 計１５９９５４５ 的中 �� ３６４４５（１２番人気）
馬単票数 計１０１６１６７ 的中 �� ９７５０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１１７３ 的中 �� ８３１７（１１番人気）�� １６３３３（５番人気）�� ３６８２２（２番人気）
３連複票数 計１４５７２１１ 的中 ��� ４００７６（７番人気）
３連単票数 計３３７６２０６ 的中 ��� １０９００（５９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４４．８―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．０
３ ・（３，６，１４）（１，５，９）（２，１２）（４，１１）（７，１０）－８－１３ ４ ・（３，６，１４）（５，９）（１，１２）（２，４，７，１１）（１０，８）－１３

勝馬の
紹 介

ハッピービーチ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２００６．１１．５ 東京１着

２００４．４．１８生 牝４黒鹿 母 ナ ギ サ 母母 ミデオンルビー １３戦３勝 賞金 ３３，５５０，０００円
〔制裁〕 エフテーストライク号の調教師西塚安夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



２６０７０ ９月２８日 曇 良 （２０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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４８ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５１４－１０１：１１．３ ７．９�

２４ マッチレスバロー 牡５栗 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ４．８�
１２ トーホウヘレン 牝３栗 ５３ 大庭 和弥東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４５２＋１５１：１１．５１� ５３．１�
３６ スパーブスピリット �５鹿 ５７ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７６－ ６１：１１．７１ ８．０�
５９ ゴールドクラウン 牡７栗 ５７ 田中 勝春千明牧場 松山 康久 門別 千明牧場 ４７６＋ ６ 〃 アタマ １８．３�
６１１	 ア ル ヴ ィ ス 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC ５１２± ０１：１１．８
 ５．１	
２３ ジェイケイボストン �５黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５１８＋ ２１：１１．９クビ ２７．０

６１２ ミキノモナコ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４７２＋ ６ 〃 クビ ５．３�
８１５ アレクシオス 牡５栗 ５７ 千葉 直人 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：１２．１１� １５０．１�
１１ ラドランファーマ 牝６鹿 ５５ 吉田 豊村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ２０．３
７１４ ブイチャレンジ 牡３栗 ５５ 小野 次郎石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ６９．８�
３５ インプルーヴ 牡３黒鹿５５ 石橋 脩武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 ５４２＋１０１：１２．２クビ ５．８�
４７ 	 ファインセンテンス 牡５栗 ５７ 木幡 初広前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson ５３６－ ２ 〃 アタマ ２３．８�
８１６ トレトレジョリ 牝８鹿 ５５ 勝浦 正樹��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５２６－１０１：１２．６２� １０７．４�
５１０� マ ン ダ レ ー 牡６栗 ５７ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ５１２－ ４１：１２．７
 １４３．９�
７１３� レオベルリン 牡７鹿 ５７ 佐藤 聖也田中 博之氏 田子 冬樹 浦河 惣田 英幸 ４８０＋ ２１：１２．８クビ ２７９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９０８，８００円 複勝： ４１，９６０，８００円 枠連： ４４，９５０，７００円

普通馬連： １８４，２５９，６００円 馬単： １０７，９８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，０２２，１００円

３連複： １７２，０１０，２００円 ３連単： ３７１，４３１，２００円 計： ９９３，５３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 � １，６００円 枠 連（２－４） １，３１０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ５，６７０円 �� ５，６６０円

３ 連 複 ��� ４９，３００円 ３ 連 単 ��� ２５３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２８９０８８ 的中 � ２９１７９（５番人気）
複勝票数 計 ４１９６０８ 的中 � ４１２１２（６番人気）� ６１６７３（２番人気）� ５４９１（１２番人気）
枠連票数 計 ４４９５０７ 的中 （２－４） ２５４２６（６番人気）
普通馬連票数 計１８４２５９６ 的中 �� ５９９２１（１３番人気）
馬単票数 計１０７９８８３ 的中 �� １６１８４（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２０２２１ 的中 �� １２０２９（１１番人気）�� １７８１（５０番人気）�� １７８５（４９番人気）
３連複票数 計１７２０１０２ 的中 ��� ２５７５（１３２番人気）
３連単票数 計３７１４３１２ 的中 ��� １０８１（６９９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．９―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．５―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーフォルテ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 シービークロス デビュー ２００７．８．２６ 小倉４着

２００５．４．２５生 牡３鹿 母 スリースポット 母母 ユウワスカーレツト １４戦３勝 賞金 ４４，７７８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 アポインテッドボブ号・アルシラート号・オリジナルフェイト号・オープンザゲート号・カウントオンミー号・

カマーバンド号・キクノハヤブサ号・コスモサレオス号・シュルードパーソン号・セレスダイナミック号・
ソリッドラヴ号・タンティモール号・デンコウグラス号・ネオナート号・ハイエモーション号・ハードランナー号・
ヒシレーシー号・ビッグポパイ号・ファイナルスコアー号・ポートジェネラル号・メガリス号・ユウアイラ号・
リンリンリン号・ローランバーク号



２６０７１ ９月２８日 曇 良 （２０中山４）第６日 第１１競走 ��
��２，２００�第５４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，１９．９．２２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，１９．９．２１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 １，００８，０００円 ２８８，０００円 １４４，０００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

７１１ マツリダゴッホ 牡５鹿 ５９ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４９０＋１２２：１２．０ １．４�

６１０ キングストレイル 牡６黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８４－ ８２：１２．３２ １８．２�
３４ トウショウシロッコ 牡５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 ４７２－ ４２：１２．４� ３１．６�
５７ マイネルキッツ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４８４－ ２２：１２．６１ １６．１�
４６ エアシェイディ 牡７栗 ５８ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８２：１２．８１� ８．４�
１１ エリモハリアー 	８鹿 ５７ 北村 宏司山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４４６± ０ 〃 クビ ８９．２	
３３ スウィフトカレント 牡７青鹿５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７２－１０２：１２．９クビ ５５．７

２２ シャドウゲイト 牡６黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９８＋ ３ 〃 クビ １６．０�
６９ ミストラルクルーズ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９４－ ４ 〃 ハナ ２９．２�
８１４ アドマイヤタイトル 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 ４９６－１４２：１３．０クビ １１．４
４５ スクールボーイ 牡８黒鹿５７ 木幡 初広後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ５００－ ２２：１３．１
 ２５６．２�
５８ コスモプロデュース 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 門別 柏台牧場 B５０４－ ２２：１３．３１� ２０１．２�
８１３ ブラックアルタイル 	６黒鹿５７ 吉田 隼人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４９４＋ ８ 〃 クビ ９４．６�
７１２ ゴーウィズウィンド 牡９黒鹿５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４６８－ ６２：１４．２５ ２３０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３５，１７０，９００円 複勝： ２９７，５７０，８００円 枠連： １１４，５４５，９００円

普通馬連： ６５０，９４９，３００円 馬単： ５４１，１６２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５９，５６４，２００円

３連複： ６６８，２４５，８００円 ３連単： ２，２１７，５０５，５００円 計： ４，７８４，７１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � ４１０円 枠 連（６－７） ５５０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ６１０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� ５，３３０円 ３ 連 単 ��� １３，７８０円

票 数

単勝票数 計１３５１７０９ 的中 � ８１１８９９（１番人気）
複勝票数 計２９７５７０８ 的中 � ２０８９４８４（１番人気）� ７６９１９（７番人気）� ６９３３４（８番人気）
枠連票数 計１１４５４５９ 的中 （６－７） １５４３７８（２番人気）
普通馬連票数 計６５０９４９３ 的中 �� ４９２２３２（４番人気）
馬単票数 計５４１１６２６ 的中 �� ３０４５６５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５９５６４２ 的中 �� ８６４０７（５番人気）�� ６６３６１（７番人気）�� １４３０５（２９番人気）
３連複票数 計６６８２４５８ 的中 ��� ９２５２７（２０番人気）
３連単票数 計２２１７５０５５ 的中 ��� １１８７８６（４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１３．０―１２．４―１２．３―１２．４―１１．６―１１．４―１１．２―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２４．１―３７．１―４９．５―１：０１．８―１：１４．２―１：２５．８―１：３７．２―１：４８．４―２：００．２

コーナー
通過順位

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

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

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５鹿 母 ペイパーレイン 母母 Floral Magic １９戦９勝 賞金 ５４７，０６１，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２６０７２ ９月２８日 曇 良 （２０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２０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

７９ エッセイスト 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４２：０１．３ ３．５�

７１０ クリノアドベンチャ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４５８＋ ２ 〃 クビ １５．５�
５６ ヴェルトマイスター 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６２：０１．４クビ １０．９�
４４ コスモスパロウ 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 佐々木牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ １２．６�
６７ ムービーハウス 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 国枝 栄 新冠 追分ファーム ５２６－ ８２：０１．６１� ２．６�
３３ クロスビスティー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 静内 静内酒井牧場 ５１０± ０ 〃 クビ １２５．５	
８１２ イケドラゴン 牡３栗 ５４ 小野 次郎池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４０± ０２：０１．７� ７．５

６８ � サチノマックイーン 牡５鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 門別 信育成牧場 ４４６＋ ６２：０１．９１ １６８．９�
８１１ フサイチルネサンス 牡４黒鹿５７ 田中 勝春関口 房朗氏 宗像 義忠 門別 下河辺牧場 ４９８－ ８２：０２．２１� ６．３�
１１ � 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 ４８０＋ ２２：０２．６２� １０４．３
５５ ホーリーカップ 牡３鹿 ５４ 小林 淳一佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４６８＋ ８ 〃 クビ ４９．５�
２２ ニシノロドリゲス 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 ４７２＋ ２２：０３．３４ １２４．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４２，８６５，１００円 複勝： ５５，８０９，６００円 枠連： ４７，３２６，６００円

普通馬連： １９６，１１０，３００円 馬単： １２８，２２６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，４８３，２００円

３連複： １７３，７０２，７００円 ３連単： ４６４，０９４，０００円 計： １，１５３，６１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ２９０円 枠 連（７－７） ２，３４０円

普通馬連 �� ２，２００円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ７７０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ６，３８０円 ３ 連 単 ��� ２９，２００円

票 数

単勝票数 計 ４２８６５１ 的中 � ９７８０１（２番人気）
複勝票数 計 ５５８０９６ 的中 � １２１７９８（２番人気）� ４３０８６（６番人気）� ４５４６４（５番人気）
枠連票数 計 ４７３２６６ 的中 （７－７） １４９２８（１１番人気）
普通馬連票数 計１９６１１０３ 的中 �� ６５８５９（１０番人気）
馬単票数 計１２８２２６６ 的中 �� ２４８０８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５４８３２ 的中 �� １５１５１（１０番人気）�� １４８４３（１１番人気）�� ８１３５（１９番人気）
３連複票数 計１７３７０２７ 的中 ��� ２０１０１（２４番人気）
３連単票数 計４６４０９４０ 的中 ��� １１７３３（１０３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．８―１２．２―１２．５―１２．２―１２．３―１１．８―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．７―３６．５―４８．７―１：０１．２―１：１３．４―１：２５．７―１：３７．５―１：４９．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

エッセイスト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００６．２．２５ 中山１着

２００３．２．１２生 牡５鹿 母 ト コ ア 母母 パーソナルファイル ７戦２勝 賞金 ２３，９００，０００円



（２０中山４）第６日 ９月２８日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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

２９２，１８０，０００円
１０，１５０，０００円
２，４８０，０００円
３１，０９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，０６２，０００円
５，２０２，８００円
１，６７６，６００円

勝馬投票券売得金
３９１，２９２，４００円
６８４，２２３，７００円
３９６，０２７，６００円
１，７６６，５８８，０００円
１，３２３，４４７，３００円
４４７，３７４，８００円
１，７２７，７１３，２００円
４，４３２，５９３，４００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 １１，１６９，２６０，４００円

総入場人員 ３７，９９０名 （有料入場人員 ３４，８５３名）




