
２５０６１ ９月２７日 晴 良 （２１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）

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

８１４ マンダリンレイ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４２２－ ２１：０９．１ ２９．２�

６９ プリンシプルレディ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ ２１．６�
３４ フランジパニ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣�ミルファーム 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 ４２０＋ ８１：０９．２クビ ３．７�
６１０ マイネコティヨン 牝２芦 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ２１：０９．３� ５．３�
１１ アイアイレインボー 牝２鹿 ５４ 江田 照男齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４２８－ ４ 〃 クビ ２２９．９�
３３ チェリーブランデー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４１０＋ ６１：０９．４クビ ７．２	
２２ トロンプルイユ 牝２栗 ５４ 田中 勝春 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８± ０１：０９．５� ２．６

４５ チェルカトローバ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４０－ ４ 〃 ハナ １１．９�
５８ チ ハ ヤ ブ ル 牝２芦 ５４ 吉田 豊楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 中田 英樹 ４０６＋１６１：０９．８１� ３１．３�
７１１ デルマドミティア 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４２６－ ２ 〃 クビ ３２１．７
７１２ プランソレイユ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４１４＋ ４１：０９．９� １９９．０�
４６ ムーンウォーク 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝岡 浩二氏 和田正一郎 新冠 アラキフアーム ４７２＋ ２１：１０．５３� １６．８�
５７ セイクリッドヒム 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真山上 和良氏 柴崎 勇 日高 森永 直幸 ４５６＋ ６１：１１．５６ ３０２．６�
８１３ デュボンタン 牝２黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 えりも 能登 浩 ４２０± ０１：１２．２４ ６５５．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，５５０，３００円 複勝： ２５，８２１，８００円 枠連： １７，２２１，７００円

普通馬連： ６０，２２５，５００円 馬単： ４４，９６１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５５８，９００円

３連複： ６９，７６２，２００円 ３連単： １１７，７７４，３００円 計： ３７１，８７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９２０円 複 勝 � ６４０円 � ５１０円 � １７０円 枠 連（６－８） ３，８４０円

普通馬連 �� ２２，５４０円 馬 単 �� ４９，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３２０円 �� １，２１０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １６，８３０円 ３ 連 単 ��� １８４，９４０円

票 数

単勝票数 計 １５５５０３ 的中 � ４１９７（８番人気）
複勝票数 計 ２５８２１８ 的中 � ８８５０（８番人気）� １１４９４（７番人気）� ５３９７４（２番人気）
枠連票数 計 １７２２１７ 的中 （６－８） ３３１２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６０２２５５ 的中 �� １９７２（３５番人気）
馬単票数 計 ４４９６１７ 的中 �� ６６６（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５５８９ 的中 �� １１２９（３５番人気）�� ４２１８（１７番人気）�� ５６８９（１１番人気）
３連複票数 計 ６９７６２２ 的中 ��� ３０６０（４７番人気）
３連単票数 計１１７７７４３ 的中 ��� ４７０（３７８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．３―１１．２―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３３．８―４５．０―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンダリンレイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．８．１６ 札幌１２着

２００７．２．２１生 牝２鹿 母 マンダリンムーン 母母 ダンシングアウンティー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デュボンタン号は，平成２１年１１月２７日まで平地競走に出走できない。



２５０６２ ９月２７日 晴 良 （２１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

４４ ヤングアットハート 牡２栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：５０．６ １．９�

５５ メジロジェラルド 牡２黒鹿５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５００＋ ８１：５０．７� ４．０�
８１１ バイブレイションズ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６４± ０１：５０．９１� ８．１�
６７ パ ン テ ー ル 牝２栗 ５４ 松岡 正海安原 浩司氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ４４８－ ６１：５１．２１� ２７．３�
６６ ネオヴェリーフェズ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：５１．３� ４．９�
３３ ランメルモール 牡２鹿 ５４ 武士沢友治坂本 肇氏 的場 均 新冠 川上牧場 ４７６－１４１：５１．４� ３３．３�
２２ ドラゴンソニック 牝２青鹿５４ 菊沢 隆徳窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ２１：５１．５� ４９．７	
８１０ スピリットワン 牡２青鹿５４ 北村 宏司芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 金成吉田牧場 ４４２＋ ２１：５１．６� ２７．７

１１ マイネルゲネラール 牡２青鹿５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 片岡牧場 ４９０－ ２１：５１．８１� ２５６．１�
７８ マイネルコラソン 牡２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム ４９０＋ ４１：５２．０１ ２６９．７

７９ サベラージュ 牡２青鹿５４ 田中 勝春 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５６－１０１：５５．７大差 １５３．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，３６６，８００円 複勝： ４１，３３９，９００円 枠連： １３，７６０，８００円

普通馬連： ５４，０００，１００円 馬単： ４９，２８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５０７，９００円

３連複： ６１，５１２，２００円 ３連単： １３３，０２８，２００円 計： ３９２，８０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－５） ３６０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，０００円

票 数

単勝票数 計 １９３６６８ 的中 � ８３４２９（１番人気）
複勝票数 計 ４１３３９９ 的中 � ２０８９６８（１番人気）� ５６７１７（３番人気）� ３９７８６（４番人気）
枠連票数 計 １３７６０８ 的中 （４－５） ２８９７２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５４０００１ 的中 �� １１５９７０（１番人気）
馬単票数 計 ４９２８９０ 的中 �� ６５１４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５０７９ 的中 �� ３３２９２（１番人気）�� ２３０１９（３番人気）�� １０００６（７番人気）
３連複票数 計 ６１５１２２ 的中 ��� ６８９０９（２番人気）
３連単票数 計１３３０２８２ 的中 ��� ４９１８０（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．５―１２．０―１２．９―１２．６―１２．９―１２．０―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２５．１―３７．１―５０．０―１：０２．６―１：１５．５―１：２７．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．１
１
３
５－１１－（４，７）－６，９（１，２，８）－３－１０
５－１１（４，７）－６，８（１，２）（１０，９，３）

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

勝馬の
紹 介

ヤングアットハート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．９ 札幌３着

２００７．２．１２生 牡２栗 母 ニフティハート 母母 ニフティニース ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サベラージュ号は，平成２１年１０月２７日まで平地競走に出走できない。



２５０６３ ９月２７日 晴 良 （２１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

５９ マッハロッド 牡３黒鹿５６ 北村 宏司吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：１２．４ ３３．１�

３６ ユリカチャン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 H.J．スウィーニィ氏 小島 茂之 新冠 パカパカ
ファーム ４６４－ ２１：１３．８９ ２１．３�

２３ ヴ ェ ス パ ー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ８１：１３．９クビ １１．５�

４８ オーシャントレイル 牡３芦 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ５１４± ０ 〃 ハナ ５．０�

１２ ヴィトンクイーン 牝３鹿 ５４ 江田 照男�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ５．８�
１１ � ア ン ボ ネ イ 牡３黒鹿５４ 松岡 正海吉田 和美氏 加藤 征弘 豪 Huntwort

h Stud ４８６＋ ２１：１４．０� ２１．２�
４７ エ ン セ ー 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太小林 薫氏 清水 美波 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ８１：１４．１� ２７．６	
６１２ ムーンエクスプレス 牝３栗 ５４ 加藤士津八 �高木競走馬育成牧場 佐々木亜良 日高 里深 牧場 ５２８＋１０１：１４．２� ６２８．７

８１６ ヒエロファニー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 B５１０＋ ７１：１５．０５ １４０．４�
７１３ オンワードダンク 牡３青鹿５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４９０＋１０１：１５．３１� ３．３
３５ ドナグレース 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝山田 貢一氏 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ６１：１５．９３� ３．７�
６１１ シンセリティー 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武藤 善則 静内 桜井牧場 ４７２－ １１：１６．１１	 １２５．９�
７１４� ゴールドキャメロン 牝３黒鹿５２ 池添 謙一 �ゴールドレーシング 田村 康仁 豪 Gooree Park

Stud Pty Ltd B４４４± ０１：１６．３１	 ２４．８�
８１５� ローランウィンド 牡３栗 ５６ 柴山 雄一斉藤 敏博氏 水野 貴広 英 T. Saito ４３４－１４ 〃 アタマ ２５７．８�
５１０ スイートアイフェル 牝３黒鹿５４ 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４３０＋ ８１：１６．５� ２１８．１�
２４ エプソムソニック 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 保田 一隆 日高 白瀬 明 ４８０－１２１：１７．４５ ２４５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６２９，８００円 複勝： ２２，８６６，６００円 枠連： １６，２６５，２００円

普通馬連： ６０，００７，６００円 馬単： ４２，６０７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３９０，５００円

３連複： ６９，０８３，２００円 ３連単： １０８，５１１，３００円 計： ３５６，３６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３１０円 複 勝 � ８１０円 � ６７０円 � ３３０円 枠 連（３－５） ３，２１０円

普通馬連 �� １９，５１０円 馬 単 �� ４０，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２４０円 �� ２，４００円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ４０，８９０円 ３ 連 単 ��� ３２１，６２０円

票 数

単勝票数 計 １７６２９８ 的中 � ４２０９（１０番人気）
複勝票数 計 ２２８６６６ 的中 � ６９６４（１０番人気）� ８６６８（８番人気）� ２０６６７（５番人気）
枠連票数 計 １６２６５２ 的中 （３－５） ３７４９（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６０００７６ 的中 �� ２２７１（４２番人気）
馬単票数 計 ４２６０７８ 的中 �� ７８２（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３９０５ 的中 �� １１１６（３８番人気）�� １９９８（３１番人気）�� ２０９８（３０番人気）
３連複票数 計 ６９０８３２ 的中 ��� １２４７（１０３番人気）
３連単票数 計１０８５１１３ 的中 ��� ２４９（６７５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．０―１２．２―１３．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．３―４５．５―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッハロッド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Garde Royale デビュー ２００９．７．１９ 新潟１５着

２００６．３．２４生 牡３黒鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔その他〕 ヒエロファニー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートアイフェル号は，平成２１年１０月２７日まで平地競走に出走できない。

エプソムソニック号は，平成２１年１１月２７日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒエロファニー号は，平成２１年１０月２７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カレンベルナルド号
（非抽選馬） ５頭 オウシュウスター号・コモディアス号・スイートヴァランス号・バンダムパルフェ号・ライラハリケーン号



２５０６４ ９月２７日 晴 良 （２１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 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：３４．３良

３４ トウカイポリシー 牡６黒鹿６０ 浜野谷憲尚内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４６４－１０３：３２．３レコード ３５．０�

２２ � マックスチャンプ 牡８鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８０－ ６３：３２．５１ ５５．５�
６９ ローレルハンバーバ 牡６黒鹿６１ 金子 光希 �ローレルレーシング 松山 将樹 静内 橋谷 折 ４７４－ ４３：３２．６� ２２．９�
８１３� ヴ リ ル 牡８黒鹿６２ 穂苅 寿彦 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 豪

Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

５００＋ ２３：３２．８１� ５．６�
４６ �� トップディアマンテ 牡６鹿 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Green Wil-

low Farms ４４６－ ４３：３３．５４ ３．６�
６１０ アザンクール 	６鹿 ６０ 西谷 誠山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ６３：３４．２４ ５４．４	
５７ ヘンリーゴンドーフ 	５栗 ６１ 横山 義行 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２３：３４．６２
 ４．３

１１ ペガサスファイト 牡７鹿 ６０ 出津 孝一�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５４０＋１４３：３４．８１
 １１９．６�
８１４� ヒ シ バ ト ル 	７鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４６６＋ ４３：３５．１１� ２５．３�
３３ スズカスペンサー 牡４栗 ６３ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４６± ０３：３５．２� ３．８
７１２ メルシーモンサン 牡４鹿 ６０ 高野 容輔永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５１６＋ ６３：３６．１５ ３６．６�
７１１ ワイズタイクーン 牡７鹿 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５１０＋ ６３：３６．３１� ２１１．９�
４５ メジロマシューズ 牡６栗 ６０ 平沢 健治�メジロ牧場 尾関 知人 洞爺 メジロ牧場 ４８６＋１８３：３６．７２
 ３６．６�
５８ メジロラスタバン 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４６２－ ２ （競走中止） １１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，６２８，６００円 複勝： １８，２３５，４００円 枠連： １６，８７６，７００円

普通馬連： ４５，９０９，８００円 馬単： ３３，３９１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０６１，５００円

３連複： ５８，４３３，１００円 ３連単： ８７，５３４，３００円 計： ２９１，０７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５００円 複 勝 � ７１０円 � １，１９０円 � ５００円 枠 連（２－３） ７，９１０円

普通馬連 �� ２８，２４０円 馬 単 �� ６５，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３６０円 �� ４，７７０円 �� ６，０７０円

３ 連 複 ��� １２５，３６０円 ３ 連 単 ��� ９６４，１９０円

票 数

単勝票数 計 １４６２８６ 的中 � ３２９５（８番人気）
複勝票数 計 １８２３５４ 的中 � ６７７７（８番人気）� ３８３８（１１番人気）� １００５６（６番人気）
枠連票数 計 １６８７６７ 的中 （２－３） １５７６（２１番人気）
普通馬連票数 計 ４５９０９８ 的中 �� １２００（５８番人気）
馬単票数 計 ３３３９１２ 的中 �� ３７８（１１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０６１５ 的中 �� ６２１（５５番人気）�� ８３２（４８番人気）�� ６５１（５２番人気）
３連複票数 計 ５８４３３１ 的中 ��� ３４４（２０６番人気）
３連単票数 計 ８７５３４３ 的中 ��� ６７（１２５０番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５１．４－３F ３８．７
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→→
→�」
�
�
４－９（６，２）－１３，１０，７，３，１４－（１，１２）－１１，５
４－（６，９，２，１３）－（１０，７）－（１４，３）－１＝（１２，１１）－５

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

勝馬の
紹 介

トウカイポリシー �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．１７ 阪神１１着

２００３．３．２７生 牡６黒鹿 母 トウカイティアラ 母母 トウカイナチユラル 障害：４戦２勝 賞金 ２４，０００，０００円
〔競走中止〕 メジロラスタバン号は，１周目１号障害〔水ごう〕着地時に騎手がバランスをくずし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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エアリーズ号・スプリングロック号・プライドイズハート号・ペリー号



２５０６５ ９月２７日 晴 良 （２１中山４）第６日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右・外）

牝，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

６７ コスモヴァルール 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 上山牧場 ４６４ ―１：４０．９ ３．３�

５６ ヴォロンテール 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４６ ― 〃 ハナ ３．２�
５５ ベネディーレ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ５．２�
６８ ギンザフロック 牝２青 ５４ 小島 太一有馬 博文氏 小島 太 新冠 平山牧場 ４２４ ―１：４１．２１� ４７．３�
３３ アイファールンバ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 ４３４ ―１：４１．３� １３６．９�
１１ リファールエル 牝２青 ５４ 北村 宏司石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ８．４	
８１２ ロ ジ ガ ー ル 牝２鹿 ５４ 横山 典弘久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４２６ ― 〃 ハナ １５．０

２２ オンワードカトレア 牝２鹿 ５４ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４７６ ― 〃 ハナ ２７．０�
４４ カネスカンタービレ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹杉澤 光雄氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４７０ ―１：４１．４クビ １３．０�
８１１ カツヨプリンセス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５２ ―１：４１．６１� ３５．０
７１０ ホープダイナスティ 牝２栗 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：４１．７� １１．９�
７９ オリオンザグラス 牝２栗 ５４ 江田 照男平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上 悦夫 ４７８ ―１：４１．９１� １３０．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，８６３，９００円 複勝： ２１，０３２，６００円 枠連： １４，９４５，７００円

普通馬連： ４９，２０７，０００円 馬単： ３７，８１９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５４６，３００円

３連複： ５３，４２３，０００円 ３連単： ９１，８２４，５００円 計： ３０１，６６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（５－６） ３５０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３３０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ４，２５０円

票 数

単勝票数 計 １６８６３９ 的中 � ４０５４４（２番人気）
複勝票数 計 ２１０３２６ 的中 � ４２９６１（１番人気）� ３６４４６（２番人気）� ３３６３１（３番人気）
枠連票数 計 １４９４５７ 的中 （５－６） ３１７７９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９２０７０ 的中 �� ５２２２４（１番人気）
馬単票数 計 ３７８１９３ 的中 �� ２２０２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５４６３ 的中 �� １５７３２（１番人気）�� １２８０３（２番人気）�� ８３６４（４番人気）
３連複票数 計 ５３４２３０ 的中 ��� ３３６０９（１番人気）
３連単票数 計 ９１８２４５ 的中 ��� １５９６５（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２５．２―３８．２―５１．５―１：０５．０―１：１７．６―１：２９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．４―３F３５．９

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

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

勝馬の
紹 介

コスモヴァルール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２００７．３．３生 牝２栗 母 ア ガ ー テ 母母 サドラーズスター １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。



２５０６６ ９月２７日 晴 良 （２１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
１：４６．６

良

良

８９ メジロカルヴィン 牡２青鹿５４ 吉田 豊�メジロ牧場 平井 雄二 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４ ―１：５４．４ ２１．２�

４４ カイシュウミリオン 牡２青 ５４ 蛯名 正義飯村 孝男氏 田中 清隆 日高 浦新 徳司 ４８２ ―１：５４．５� ７．８�
２２ サイレントメロディ 牡２青 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２ ― 〃 ハナ ２．８�
６６ シングンデパーチャ 牡２栗 ５４ 柴田 善臣伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５１２ ―１：５４．７１� ５．６�
５５ スペシャルマン 牡２鹿 ５４ 北村 宏司臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド ５０２ ― 〃 クビ １６．９�
８１０ イージーウイン 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４４４ ―１：５４．８クビ ７９．７�
７８ コウギョウロブロイ 牡２栗 ５４ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新ひだか 藤本牧場 ４８８ ―１：５５．０１� ９７．７	
３３ コスモネモシン 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４５４ ―１：５５．１� ５．０

１１ マイネルデアリング 牡２黒鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 磯野牧場 B４５０ ―１：５５．２� ５９．２�
７７ ラッキーバニラ 牡２青鹿５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２ ― 〃 クビ ４．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７０，７００円 複勝： ２３，３５２，０００円 枠連： １２，０５５，７００円

普通馬連： ５１，４３９，０００円 馬単： ４２，４５６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１４０，９００円

３連複： ５２，１３２，２００円 ３連単： １０５，１８４，１００円 計： ３２３，０３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ４１０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（４－８） ４，６３０円

普通馬連 �� ５，６９０円 馬 単 �� １４，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ８２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ４，５４０円 ３ 連 単 ��� ５１，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７０７ 的中 � ７５６０（７番人気）
複勝票数 計 ２３３５２０ 的中 � １１４３１（７番人気）� ２９６７８（５番人気）� ５５８１２（１番人気）
枠連票数 計 １２０５５７ 的中 （４－８） １９２５（１８番人気）
普通馬連票数 計 ５１４３９０ 的中 �� ６６８１（２０番人気）
馬単票数 計 ４２４５６９ 的中 �� ２２０６（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１４０９ 的中 �� ２５３０（２１番人気）�� ４７８０（１１番人気）�� ９９５６（４番人気）
３連複票数 計 ５２１３２２ 的中 ��� ８４９０（１８番人気）
３連単票数 計１０５１８４１ 的中 ��� １４９４（１６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２６．１―３９．６―５３．５―１：０６．６―１：１９．４―１：３１．３―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．０
１
３
８（３，７，９）１（４，５）＝１０－６－２・（８，７，９）（３，１，５）４，２－（６，１０）

２
４

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

勝馬の
紹 介

メジロカルヴィン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 Highest Honor 初出走

２００７．３．３生 牡２青鹿 母 ト ウ ス ル 母母 Ruffle １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２５０６７ ９月２７日 晴 良 （２１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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ コンフォーコ 牡４栗 ５７ 横山 典弘岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４６２－ ２１：１１．５ ９．５�

６１２ アポロラムセス 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９８± ０１：１１．７１� １．３�
４７ グレイスフルムーヴ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４７２＋１６１：１１．９１� ８．０�
７１３� アルフェラッツ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ５０６＋２０１：１２．１１� ４２．８�
１１ ハーバークイーン 牝４栗 ５５ 江田 照男菅藤 宗一氏 中島 敏文 浦河 小池 博幸 B４９０± ０１：１２．３１� ４３．８�
２３ � リリーザサン 牡４栗 ５７ 武士沢友治�谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 B５０８－ ４１：１２．４クビ １９４．４�
２４ キミニムチュウ 牝３黒鹿５３ 熊沢 重文�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６０＋ ２１：１２．６１ ２６．０	
３６ マイネルポンピオン 牡４芦 ５７ 吉田 豊 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４７０＋ ８１：１２．７� １３８．０�
１２ マイネルフリーデン 牡４栗 ５７ 鮫島 良太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ５０６－ ４１：１２．９１� １９６．１�
４８ ノボパガーレ 牡３栗 ５５ 松岡 正海
LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７６± ０１：１３．２１� １８．９
７１４ シルクバクシン 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真有限会社シルク小西 一男 新ひだか 見上牧場 ４７８＋２３１：１３．４１� ２５．３�
８１６ ヴェスティート 牝３黒鹿５３ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ６ 〃 アタマ １４４．４�
６１１ ジョウテンキッズ 	３黒鹿５５ 津村 明秀田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４１２＋ ２１：１３．７２ １５５．９�
８１５ マジックモーメント 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲池崎 祐介藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 B４４６－ ４１：１４．０１� ３４０．１�
５９ カシノレッド 牝４鹿 ５５ 柴田 大知柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４６８－２０１：１５．５９ ５０６．３�

（１５頭）
３５ ブライトアイザック 牡３鹿 ５５ 北村 宏司保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４８０－ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，７４３，９００円 複勝： ６５，３８８，９００円 枠連： ２３，２８４，２００円

普通馬連： ５９，０７０，８００円 馬単： ５１，７３３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４１４，６００円

３連複： ５１，８７２，４００円 ３連単： １１０，８１８，７００円 計： ４０４，３２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � １７０円 � １００円 � １５０円 枠 連（５－６） ６３０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ５８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ６，７８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２７４３９（返還計 ２６５７３） 的中 � １８８９０（３番人気）
複勝票数 差引計 ６５３８８９（返還計 ４６１２９） 的中 � ３５０９４（３番人気）� ４８９６５４（１番人気）� ４４１４８（２番人気）
枠連票数 差引計 ２３２８４２（返還計 ４５９） 的中 （５－６） ２７４８３（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ５９０７０８（返還計２１３８１８） 的中 �� ９２５１１（２番人気）
馬単票数 差引計 ５１７３３５（返還計１７６５８８） 的中 �� ２２０７１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９４１４６（返還計 ７６１８５） 的中 �� ２５２９６（２番人気）�� ６５４１（８番人気）�� ２８２２０（１番人気）
３連複票数 差引計 ５１８７２４（返還計３３８９９３） 的中 ��� ５５９５１（１番人気）
３連単票数 差引計１１０８１８７（返還計７５９０１３） 的中 ��� １２０６８（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．９―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．２―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンフォーコ �
�
父 トワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．７．１４ 函館２着

２００５．４．２９生 牡４栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ １４戦３勝 賞金 ２４，６００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走除外〕 ブライトアイザック号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
※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 エブリーブレス号



２５０６８ ９月２７日 晴 良 （２１中山４）第６日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ ワールドカルティエ 牡３青 ５４ 池添 謙一市川 義美氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ２２：００．９ ８．２�

５６ マルタカシャトル 牡４栗 ５７ 田中 勝春高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 B５２４＋ ８２：０１．０� １０．４�
６９ レッドシャドウ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ８２：０１．１クビ ６．３�
７１０ ユキノセントウ 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４２８－ ６ 〃 クビ ３．７�
５７ ヴィーヴァブーケ 牝３青鹿５２ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４２２± ０ 〃 ハナ ２．３�
６８ ウ マ ザ イ ル 牡３黒鹿５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５２６＋ ４２：０１．４１� ９．４�
８１３� エプソムフルーツ 牝４鹿 ５５

５２ ▲池崎 祐介 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 二本柳俊一 新冠 大栄牧場 ４６０± ０２：０１．７１� ３２０．２	

７１１ コリオレイナス 牡３黒鹿５４ 熊沢 重文岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド B４６０± ０２：０１．８� ３５．１

３３ � クリノポップコーン 牝４黒鹿５５ 江田 照男栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ４０４－ ２２：０１．９クビ １３９．３�
１１ アースコンシャス 牡３黒鹿５４ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 新冠 競優牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ ５０．５�
４５ テンジンミコオウヒ 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５８＋１８２：０２．３２� １６７．８
４４ マスターディアナ 牝３黒鹿５２ 菊沢 隆徳�辻牧場 的場 均 浦河 辻 牧場 ４６８－ ６２：０２．９３� ３８８．２�
８１２ ノッティングスカイ 牡３鹿 ５４ 伊藤 直人齊藤 直信氏 中野渡清一 浦河 冨岡 博一 ４７０＋ ４２：０３．５３� ４１８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，８８９，３００円 複勝： ２７，８６２，２００円 枠連： ２０，７８５，２００円

普通馬連： ７３，５９７，５００円 馬単： ５６，１７９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４４２，１００円

３連複： ７２，３７７，５００円 ３連単： １５９，３７４，６００円 計： ４５５，５０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２４０円 � ２５０円 � ２４０円 枠 連（２－５） ７９０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ５，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ６８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ３３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２３８８９３ 的中 � ２３０３１（４番人気）
複勝票数 計 ２７８６２２ 的中 � ３０７１２（４番人気）� ２９１３２（５番人気）� ３２３０７（３番人気）
枠連票数 計 ２０７８５２ 的中 （２－５） １９４３８（４番人気）
普通馬連票数 計 ７３５９７５ 的中 �� ２０３０４（１２番人気）
馬単票数 計 ５６１７９５ 的中 �� ７５１６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４４２１ 的中 �� ６２６５（１４番人気）�� ７８８４（１０番人気）�� ７２７０（１１番人気）
３連複票数 計 ７２３７７５ 的中 ��� １０２８０（１８番人気）
３連単票数 計１５９３７４６ 的中 ��� ３５５０（１１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．１―１１．８―１２．２―１１．７―１２．０―１１．８―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．９―４８．７―１：００．９―１：１２．６―１：２４．６―１：３６．４―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワールドカルティエ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．８．２３ 札幌７着

２００６．３．１２生 牡３青 母 イ サ ド ラ 母母 オーピーキャット １０戦２勝 賞金 １６，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※アースコンシャス号・ヴィーヴァブーケ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２５０６９ ９月２７日 晴 良 （２１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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７８ ミスクリアモン 牝３鹿 ５３ 藤田 伸二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６８＋１０１：０７．４ ４．２�

８１１ ベストロケーション 牝４芦 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：０７．６１� １．７�
６６ � レイザーバック 牡７青鹿５７ 池添 謙一岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４８６－１０１：０７．８１� １０５．７�
８１０� アラマサローズ 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３２－ ４ 〃 ハナ １６．４�
４４ デライトシーン 牝５栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 宗像 義忠 静内 神垣 道弘 ４９２＋ ４１：０８．０１� ６．７�
６７ アイアンデューク 牡３芦 ５５ 横山 典弘栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６０＋ ６１：０８．２１ ８．８	
１１ フランシール 牝５栗 ５５ 田中 勝春岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４８６＋ ６１：０８．３	 ３６．６

２２ � トップオブピーコイ 牡３青鹿５５ 吉田 豊横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４５６－ ６１：０８．５１
 ２２．９�
５５ クレバージェフリー 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４３６－ ６１：０８．７１� ６５．４
３３ � アポインテッドボブ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Fox Hill

Farms, Inc. ５３２－ ２１：０９．０１	 １３６．０�
７９ ファッシオドンナ 牝５黒鹿５５ 伊藤 工真平田 修氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 B４７８＋１０１：０９．１	 １１５．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，７８８，６００円 複勝： ７１，８７５，５００円 枠連： ２３，７０５，７００円

普通馬連： １１３，４５９，４００円 馬単： ９１，２７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０３２，１００円

３連複： １１２，７９５，８００円 ３連単： ３１０，２７４，７００円 計： ７９１，２０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １，３１０円 枠 連（７－８） ３１０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ４，３６０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ７，６６０円 ３ 連 単 ��� ３２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３４７８８６ 的中 � ６５８４６（２番人気）
複勝票数 計 ７１８７５５ 的中 � ９７２６０（２番人気）� ４１４３９１（１番人気）� ５００９（９番人気）
枠連票数 計 ２３７０５７ 的中 （７－８） ５７５８７（１番人気）
普通馬連票数 計１１３４５９４ 的中 �� ２３６５６４（１番人気）
馬単票数 計 ９１２７５０ 的中 �� ６２７３４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０３２１ 的中 �� ６２８５９（１番人気）�� １５０７（３１番人気）�� ３７６８（２１番人気）
３連複票数 計１１２７９５８ 的中 ��� １０８７８（２０番人気）
３連単票数 計３１０２７４７ 的中 ��� ６９４１（９３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．０―１０．８―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３３．９―４４．７―５５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．５―３F３３．５
３ ８，４（３，１１）６（１０，７）（１，９）（２，５） ４ ８（４，１１）（３，６）（１０，７）１，５（２，９）

勝馬の
紹 介

ミスクリアモン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００８．９．１３ 中山１着

２００６．４．１１生 牝３鹿 母 ク リ ア モ ン 母母 ク リ ヤ ン グ ９戦３勝 賞金 ４３，０６９，０００円



２５０７０ ９月２７日 晴 良 （２１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１２ リリーハーバー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４８８± ０１：１１．１ ８．６�

５９ ホワイトヴェール 牝５芦 ５５ 横山 典弘下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５４－ ４１：１１．５２� ７．３�
７１３� エーシンドゥベター 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４８６＋ ２１：１１．６	 ７．７�
３５ オシャレキング 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０４－ ６１：１１．７クビ ２１．２�
２２ � エビスオール 牝４青鹿５５ 藤田 伸二加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４７８± ０ 〃 クビ ８．３�
４７ マイティーストーム 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５２８－ ６１：１１．８� ６．１�
１１ ツウカイヤスナム 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４９２－ ２１：１２．０	 ４．０	
４６ テイエムゲンキボ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ４９４＋ ４１：１２．１� ２２．６

３４ リ ュ ウ メ イ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ １６．５�
２３ ホワイトクルーザー 牝３芦 ５３ 田中 勝春�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２９．１
６１１ アグネスハッピー 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６６－ ６ 〃 アタマ １６４．０�
８１４ スズノメヒョー 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ５０４＋１２１：１２．２� ３０．６�
６１０ セトノジェネシス 牡５栗 ５７ 郷原 洋司難波 澄子氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４９４＋ ６ 〃 ハナ １１８．３�
８１５ アイファーラブラブ 牝７鹿 ５５ 吉田 豊中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５４－１８１：１２．４１
 ８１．８�
５８ ブルーカーディナル 牡５青鹿５７ 江田 照男 �ブルーマネジメント佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ５１４＋ ２１：１２．７１	 １０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，２９９，６００円 複勝： ５０，２１１，６００円 枠連： ４５，９７０，６００円

普通馬連： １７９，０２０，６００円 馬単： １０２，１０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，１４２，９００円

３連複： １８８，３６２，４００円 ３連単： ３６０，９８２，７００円 計： １，００１，０９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２７０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ７９０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ７９０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ６，７４０円 ３ 連 単 ��� ４０，６００円

票 数

単勝票数 計 ２９２９９６ 的中 � ２７０１２（６番人気）
複勝票数 計 ５０２１１６ 的中 � ４８１４３（５番人気）� ５４３７３（３番人気）� ５１８２１（４番人気）
枠連票数 計 ４５９７０６ 的中 （５－７） ４３４０６（２番人気）
普通馬連票数 計１７９０２０６ 的中 �� ４９７７９（１１番人気）
馬単票数 計１０２１０７１ 的中 �� １２９９７（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５１４２９ 的中 �� １０７３８（１１番人気）�� １４４９４（４番人気）�� ９６５０（１４番人気）
３連複票数 計１８８３６２４ 的中 ��� ２０６４４（１８番人気）
３連単票数 計３６０９８２７ 的中 ��� ６５６３（１２４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．２―１２．１―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．５―４５．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーハーバー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．９．２４ 中京４着

２００４．４．２８生 牡５黒鹿 母 ワールドグローリーⅡ 母母 Only Queens ２５戦４勝 賞金 ５９，４０１，０００円
※出走取消馬 キンショーノボス号（疾病〔右肩跛行〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ローランバーク号



２５０７１ ９月２７日 晴 良 （２１中山４）第６日 第１１競走 ��
��２，２００�第５５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，２０．９．２７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，２０．９．２６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 １，０７８，０００円 ３０８，０００円 １５４，０００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

８１５ マツリダゴッホ 牡６鹿 ５８ 横山 典弘�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４８６± ０２：１１．４ ４．６�

５９ ドリームジャーニー 牡５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－ ２２：１１．７２ ２．６�

２２ シ ン ゲ ン 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋１２ 〃 アタマ ３．１�
７１３ トウショウシロッコ 牡６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 ４７４－ ２２：１２．０１� ３１．６�
４６ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２６－ ６２：１２．１� ２９．７�
６１１� ダンスアジョイ 牡８黒鹿５７ 蛯名 正義加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５１０－ ８２：１２．２クビ ３８．７	
８１４ トーセンキャプテン 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８－１２ 〃 クビ ２９．５�
３４ ハイアーゲーム 牡８青鹿５７ 熊沢 重文臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１８－ ２ 〃 アタマ １５７．６�
７１２ グラスボンバー 牡９黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４２：１２．５１� １４４．６
１１ マイネルチャールズ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �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 ４６４－１０ 〃 ハナ １０．９�
２３ ダイワワイルドボア 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 ５２６± ０ 〃 アタマ ３３．１�
５８ デストラメンテ 牡５芦 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ １７０．８�
３５ スノークラッシャー 牡４栃栗５７ 津村 明秀齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４３６－ ４２：１２．７１	 ８９．４�
４７ エイシンデピュティ 牡７栗 ５８ 田中 勝春平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ５２０＋２２ 〃 アタマ １８．８�
６１０ ダイシングロウ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１０± ０２：１２．８
 １１１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６０，９６１，７００円 複勝： １７９，６９８，０００円 枠連： １２９，８４８，０００円

普通馬連： ７５２，４１６，９００円 馬単： ４６３，０１９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８３，０４５，８００円

３連複： ８４５，７２８，８００円 ３連単： ２，０４４，９０１，５００円 計： ４，７５９，６１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（５－８） ５９０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４４０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ４，８３０円

票 数

単勝票数 計１６０９６１７ 的中 � ２７６６２８（３番人気）
複勝票数 計１７９６９８０ 的中 � ２５２８５０（３番人気）� ４７８６１５（１番人気）� ３７０９１４（２番人気）
枠連票数 計１２９８４８０ 的中 （５－８） １６４８０５（２番人気）
普通馬連票数 計７５２４１６９ 的中 �� ７２１２８５（２番人気）
馬単票数 計４６３０１９１ 的中 �� ２１２５００（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８３０４５８ 的中 �� １４４５４９（２番人気）�� ９１２９９（３番人気）�� ２５９４０１（１番人気）
３連複票数 計８４５７２８８ 的中 ��� ７４４１７２（１番人気）
３連単票数 計２０４４９０１５ 的中 ��� ３１２８１１（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．４―１２．３―１２．３―１２．２―１２．１―１２．０―１１．３―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２４．０―３６．４―４８．７―１：０１．０―１：１３．２―１：２５．３―１：３７．３―１：４８．６―１：５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．１
１
３
１５，７，１４－６－５，８（２，９，１０）（１，４，１３）３－（１２，１１）
１５，７，１４，６（５，１０）（２，８，９）（３，１）－（１２，１３）４，１１

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

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６鹿 母 ペイパーレイン 母母 Floral Magic ２４戦１０勝 賞金 ６５０，１３９，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２５０７２ ９月２７日 晴 良 （２１中山４）第６日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ ケイジージュニアー 牡４青鹿５７ 松岡 正海鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 B４９２± ０１：５６．１ ２．０�

８１０ ハードトゥセイ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５２０＋１０１：５６．２� ５．９�

８１１ マイネルパルティア 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４９６＋ ２１：５６．３クビ ８．９�

７８ サウスクリヨン 牡３黒鹿５４ 北村 宏司南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 本桐牧場 ４８０－ ６１：５６．５１� １３．９�
５５ リンガスアクター 牡３黒鹿５４ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４７６－ ２１：５６．７１ ９．４�
６６ モルフェキセキ 牝３鹿 ５２ 武士沢友治並河賢一郎氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４８６＋ ６１：５７．０２ ６７．０�
６７ アドマイヤワールド 牡５鹿 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５２６－ ４１：５７．８５ ５．６	
３３ シンクロナイザー 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝グリーンスウォード 中川 公成 浦河 西田 雄二 ４７２＋ ４１：５８．３３ １８．４

２２ デルマアヌビス 牡３鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 中野渡清一 日高 ファニーヒルファーム ４３６－ ４１：５８．５１� ２４３．１�
１１ ア ド リ ー ム 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 門別 三輪牧場 ４９８＋ ４１：５８．７１� ４４．５�
７９ クラッシュアイス 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４８２－ ６２：０２．７大差 ２３５．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，９１１，２００円 複勝： ４８，４５２，２００円 枠連： ３５，５３７，３００円

普通馬連： １４０，３１８，５００円 馬単： １０７，３７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８９１，１００円

３連複： １３７，９４７，７００円 ３連単： ３９３，７９３，３００円 計： ９４０，２２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（４－８） ２８０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，３００円

票 数

単勝票数 計 ３７９１１２ 的中 � １５７０６７（１番人気）
複勝票数 計 ４８４５２２ 的中 � １７２３０７（１番人気）� ５５１２５（４番人気）� ５６３０２（３番人気）
枠連票数 計 ３５５３７３ 的中 （４－８） ９５２５１（１番人気）
普通馬連票数 計１４０３１８５ 的中 �� １８２２３７（２番人気）
馬単票数 計１０７３７２７ 的中 �� ８９１３５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８９１１ 的中 �� ４２５６５（２番人気）�� ３８６６８（３番人気）�� １３６１６（８番人気）
３連複票数 計１３７９４７７ 的中 ��� ９３０５１（３番人気）
３連単票数 計３９３７９３３ 的中 ��� ８８１７１（５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１３．３―１３．６―１３．３―１２．８―１２．５―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３８．４―５２．０―１：０５．３―１：１８．１―１：３０．６―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ケイジージュニアー �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ホスピタリテイ デビュー ２００７．１１．１０ 東京１２着

２００５．４．１５生 牡４青鹿 母 シノコンコルド 母母 コーワサクシード １７戦３勝 賞金 ３１，６９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラッシュアイス号は，平成２１年１０月２７日まで平地競走に出走できない。



（２１中山４）第６日 ９月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

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

３０４，６３０，０００円
１０，１４０，０００円
２，４４０，０００円
３１，８２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５４，３３６，０００円
５，０１１，８００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
４１３，９０４，４００円
５９６，１３６，７００円
３７０，２５６，８００円
１，６３８，６７２，７００円
１，１２２，２１２，８００円
４５０，１７４，６００円
１，７７３，４３０，５００円
４，０２４，００２，２００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 １０，３８８，７９０，７００円

総入場人員 ３７，９８１名 （有料入場人員 ３３，４００名）




