
２６０８５１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８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

３６ コスモティカル 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２４± ０１：０９．６ ５．１�

４７ インプレッシヴ 牝２青鹿５４ 江田 照男長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ２１：０９．８１� ３．２�
６１１ メイショウエデン 牝２鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ６１：０９．９� ２．８�
２３ ステラビスティー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム ４０４－ ２１：１０．２１� ３６．０�
３５ フォルスユキ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝野嶋 吉朗氏 杉浦 宏昭 新ひだか 服部 牧場 ３９８＋ ２１：１０．４１ １０．９�
７１４ セ ラ ー ナ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７０＋１０ 〃 クビ ６３．３	
５１０ エクスペクト 牝２鹿 ５４ 松岡 正海佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ４１２＋ ２１：１０．５� １５．６

１２ コスモサンドリヨン 牝２芦 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４１２＋１４１：１０．６� ３１．１�
２４ トミケンアマート 牝２栗 ５４ M．デュプレシス 冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ３９８－ ８ 〃 クビ １２．５�

（新）

４８ シルバートップ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３０＋ ８１：１０．８１ ６３．０
６１２ エムエフコンコルド 牝２青鹿５４ 田辺 裕信古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４４８＋ ４１：１１．１１� ４６．７�
５９ ダイメイネオ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 浦河 山下 恭茂 ４２８－ ４ 〃 ハナ ３８．５�
７１３ サンキューレット 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎西村 專次氏 堀井 雅広 白老 社台牧場 ４５０＋ ４１：１１．４１� ４１１．８�
８１６ クリノナイトヤナギ 牝２芦 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中島 敏文 新冠 アサヒ牧場 ４０２＋ ６１：１１．６１� ３８９．８�
８１５ ムーンアミュレット 牝２栗 ５４ 木幡 初広石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ３９８± ０１：１２．２３� ４５９．４�
１１ ミサキジョウ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 ４２２＋ ４ 〃 クビ １０８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６７０，１００円 複勝： ２９，４１８，９００円 枠連： １６，８４１，０００円

普通馬連： ５７，０６９，１００円 馬単： ３８，７１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２８，６００円

３連複： ７０，２１１，３００円 ３連単： １１２，７７０，３００円 計： ３６３，８１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－４） ６４０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ５，９２０円

票 数

単勝票数 計 １６６７０１ 的中 � ２６１４５（３番人気）
複勝票数 計 ２９４１８９ 的中 � ４７２０１（３番人気）� ６８３２０（１番人気）� ６７９１２（２番人気）
枠連票数 計 １６８４１０ 的中 （３－４） １９６４９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７０６９１ 的中 �� ４６８９１（３番人気）
馬単票数 計 ３８７１０２ 的中 �� １３４０４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１２８６ 的中 �� １４３５８（３番人気）�� ２３７３６（２番人気）�� ２４８３３（１番人気）
３連複票数 計 ７０２１１３ 的中 ��� ６４７０９（１番人気）
３連単票数 計１１２７７０３ 的中 ��� １４０７８（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．４―４５．９―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．２
３ ・（６，８，１２）（７，９，１４）（２，４，１０）（５，１１）３，１３，１６－１－１５ ４ ・（６，８，１２）（７，９，１４）（２，４，１０）（５，１１）３，１３，１６－１，１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモティカル �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２０１０．９．１１ 中山３着

２００８．４．５生 牝２栗 母 マーブルステラ 母母 ビーマイフアイア ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ラベンダー号
（非抽選馬） １頭 ディアリール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０８６１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

２３ メルトアウェイ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２４± ０１：３６．５ １．８�

８１５ トーセンソニア 牝２鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４± ０１：３６．６� ２７．２�
１１ オーバーザレインボ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広橋本 忠雄氏 柴田 政人 浦河 駿河牧場 ４８２＋ ２１：３６．９２ １０．２�
１２ タ ー フ ェ ル 牡２栗 ５５ 松岡 正海伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４７８－ ４１：３７．０クビ ４．４�
５１０ マイネルフューラー 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋ ４ 〃 クビ １８０．５�
７１４ オペラフォンテン 牝２栗 ５４ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５２＋ ２１：３７．１� ３０．７	
６１１ トップモースト 牡２栗 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４８＋３２１：３７．３１� ２６６．７


６１２ デルマラクシュミー 牝２青鹿５４ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４４２－ ２１：３７．５１� ９９．２�
７１３ コスモセクシー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 浦河 高岸 順一 ４３８＋ ２１：３７．７� ４０．５
４８ タツフレンチ 牡２栗 ５５

５３ △伊藤 工真鈴木 昭作氏 根本 康広 浦河 鮫川牧場 ４７０－１２ 〃 アタマ ２７８．３�
８１６ クラーウィス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 松栄牧場 ４２２± ０ 〃 アタマ １９８．４�
３６ ピースワンレディ 牝２栗 ５４ 江田 照男長谷川成利氏 大江原 哲 新ひだか 桜井牧場 ４２８± ０ 〃 アタマ ３６．４�
４７ スペースウォーク 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 ４７８＋ ８１：３７．８クビ １０７．０�
５９ アンナオブラプター 牝２栗 ５４ 柴田 善臣佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８± ０ 〃 ハナ ３８．１�
３５ フォージドアストロ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４５６＋ ２１：３８．３３ ２７４．５�
２４ 	 エーシンビッグガン 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�栄進堂 畠山 吉宏 米 Morgan’s

Ford Farm ４５４＋ ２１：３８．５１� ５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７９６，４００円 複勝： ２５，４９６，５００円 枠連： １８，１５１，２００円

普通馬連： ４７，５４５，５００円 馬単： ３９，１７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８７１，４００円

３連複： ５８，５２７，１００円 ３連単： １０８，６９１，５００円 計： ３３４，２５８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ４７０円 � ２６０円 枠 連（２－８） １，３６０円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ４１０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 ��� ２３，３６０円

票 数

単勝票数 計 １７７９６４ 的中 � ８０２５６（１番人気）
複勝票数 計 ２５４９６５ 的中 � ９４３０５（１番人気）� ９２６８（７番人気）� ２０４４１（４番人気）
枠連票数 計 １８１５１２ 的中 （２－８） ９８７８（５番人気）
普通馬連票数 計 ４７５４５５ 的中 �� １７２４４（７番人気）
馬単票数 計 ３９１７９３ 的中 �� １０２２７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８７１４ 的中 �� ６４０３（６番人気）�� １２４６４（３番人気）�� １８３７（２２番人気）
３連複票数 計 ５８５２７１ 的中 ��� ６６７０（１７番人気）
３連単票数 計１０８６９１５ 的中 ��� ３４３５（５６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．７―１２．３―１２．５―１２．１―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１２．６―１：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０

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

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

メルトアウェイ �
�
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 ２０１０．９．１２ 中山３着

２００８．３．１７生 牡２栗 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２６０８７１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ レ ッ プ ウ 牡３鹿 ５７ 津村 明秀中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４５２＋ ４１：５７．２ ７．５�

７１４ ハートフルハピネス 牝３鹿 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：５７．４１� ２．７�
６１１ クリノビッグスカイ 牝３黒鹿５５ 西田雄一郎栗本 守氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 ４５４＋ ６１：５７．５� １０．５�
５９ キスショット 牝３栗 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８＋１０１：５７．８１� ４．３�
３５ サドンサンダー 牡３黒鹿５７ 木幡 初広�大川牧場 柴田 政人 厚真 大川牧場 ５００－ ２１：５８．１１� ３３．６�
２３ ウインリザルト 牡３鹿 ５７ 江田 照男�ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４５０－ ６１：５８．２� ４４．１	
４８ エンシェントエイジ 牝３黒鹿５５ 鈴来 直人吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 庄野牧場 ４５０－ ６１：５８．４１� １４．０

３６ ク イ ポ 牡３鹿 ５７ 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５３２± ０１：５８．９３ ２４３．７�
５１０ ダノンプリベット 牡３黒鹿５７ 後藤 浩輝�ダノックス 萩原 清 新冠 蛯名牧場 ４５２－ ６１：５９．１１� １１．９�
１２ サウンドストーム 牡３芦 ５７ 田中 勝春増田 雄一氏 小西 一男 日高 シンボリ牧場 B４８０＋ ２ 〃 ハナ ３３．６
６１２ キャプテンクック 牡３鹿 ５７ 内田 博幸山本 剛史氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 ４８２＋ ６１：５９．３� ６．６�
１１ スイートバーグマン 牝３鹿 ５５

５２ ▲水口 優也シンボリ牧場 後藤 由之 日高 シンボリ牧場 ４５２＋ ２２：０１．６大差 ３２０．８�
２４ コウヨウプリンス 牡３鹿 ５７ 松岡 正海寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B４９２－ ２２：０２．２３� ８６．５�
８１６ ネオダンディズム 牡３栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 日高 藤本ファーム ４４８－ ４２：０２．５１� １８５．２�

８１５ ストロベリーパフェ 牝３鹿 ５５ 田中 博康草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２２－ ４２：０３．５６ １８９．２�
４７ サマーリガード 牝３黒鹿５５ 横山 義行セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋１０２：０５．９大差 ３１２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４４６，１００円 複勝： ２４，４１８，０００円 枠連： １９，２３３，１００円

普通馬連： ５６，０１６，７００円 馬単： ３７，２４０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０７２，９００円

３連複： ６５，０９１，４００円 ３連単： １０３，８３２，１００円 計： ３４２，３５０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（７－７） １，２６０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，０９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ２７，７９０円

票 数

単勝票数 計 １６４４６１ 的中 � １７３０７（４番人気）
複勝票数 計 ２４４１８０ 的中 � ３６１８１（３番人気）� ４８０６４（２番人気）� ２１０５４（５番人気）
枠連票数 計 １９２３３１ 的中 （７－７） １１３１３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５６０１６７ 的中 �� ３６１１２（３番人気）
馬単票数 計 ３７２４００ 的中 �� ９７３６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００７２９ 的中 �� １２６８３（２番人気）�� ４３０８（１５番人気）�� ６３３９（１１番人気）
３連複票数 計 ６５０９１４ 的中 ��� １１４５７（１３番人気）
３連単票数 計１０３８３２１ 的中 ��� ２７５８（９２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．３―１３．９―１３．２―１２．２―１２．９―１３．０―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．９―５１．８―１：０５．０―１：１７．２―１：３０．１―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F４０．０
１
３
１６，１０，３（７，１２）（１３，１４）８，６（４，１５）－１１，１－５，２，９
２（１２，１４）５（１０，１３）（１６，３，１１）（７，６）８，９－１，４－１５

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

勝馬の
紹 介

レ ッ プ ウ �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 Alydar デビュー ２００９．１１．２１ 東京５着

２００７．３．２３生 牡３鹿 母 ケ イ マ イ 母母 ミスティーバラード ８戦１勝 賞金 ９，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートバーグマン号・コウヨウプリンス号・ストロベリーパフェ号・サマーリガード号は，平成２２年

１１月３日まで平地競走に出走できない。
ネオダンディズム号は，平成２２年１２月３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 クラウソラス号・ストロングリゲル号



２６０８８１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

２３ コーンドリー 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：１２．７ ４．６�

４７ パシオンルージュ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４５４ ―１：１２．８� ３．２�
６１２ リックムファサ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４５６ ―１：１３．４３� ４９．８�
８１６ マックスファイヤー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４６４ ―１：１３．７１� １３．２�
１１ オ ー パ ル ス 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４８８ ―１：１３．８� ４．６�
５１０ ミキノコモコ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４３８ ―１：１４．４３� １６．８	
３５ アルテリーベ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 山岡牧場 ４２８ ―１：１４．５� ２７．２

７１３ ビレッジタイム 牡２栗 ５５ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４６０ ―１：１５．０３ ３４．１�
７１４ プ レ チ ェ ス 牡２鹿 ５５ 幸 英明伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 ４７４ ―１：１５．３１� １８．６�
８１５ ヴィゴラスブレイン 牡２黒鹿５５ M．デュプレシス 山上 和良氏 和田 正道 浦河 桑田 正己 ４５６ ―１：１５．６１� ２７．７

（新）

６１１ トミケンデアムート 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 沖田牧場 ４８６ ―１：１６．１３ １０．３�
３６ テ ン ク ウ 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５０６ ―１：１６．２� １９０．７�
２４ コマンドアゲン 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ４２６ ―１：１６．４１� ６５．８�
５９ アクビサテルバン 牝２青 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 粕谷 昌央 日高 エンドレス

ファーム ４４０ ―１：１６．６１� １３．６�
１２ コスモビューティー 牝２栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 木戸口牧場 ４４６ ―１：１９．２大差 １１７．５�
４８ スカイアメリカン 牝２栗 ５４ 小林 淳一 �スカイツリーレーシング 畠山 重則 新ひだか 木田 祐博 ４０２ ―１：２１．５大差 ３５８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１４２，４００円 複勝： ２４，０５４，９００円 枠連： １６，６１５，５００円

普通馬連： ４８，５４５，２００円 馬単： ３２，５２７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８４０，０００円

３連複： ５６，５７０，８００円 ３連単： ８６，５３１，２００円 計： ３０１，８２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ７７０円 枠 連（２－４） ８００円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２，７７０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� ７，８６０円 ３ 連 単 ��� ３４，４９０円

票 数

単勝票数 計 １８１４２４ 的中 � ３１３９９（２番人気）
複勝票数 計 ２４０５４９ 的中 � ２７１６４（３番人気）� ５１５２８（１番人気）� ６１５４（１１番人気）
枠連票数 計 １６６１５５ 的中 （２－４） １５４１４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４８５４５２ 的中 �� ４２１５３（２番人気）
馬単票数 計 ３２５２７０ 的中 �� １２０００（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８４００ 的中 �� １３２１２（２番人気）�� １５６６（３３番人気）�� ２６０４（１９番人気）
３連複票数 計 ５６５７０８ 的中 ��� ５３１６（２３番人気）
３連単票数 計 ８６５３１２ 的中 ��� １８５２（８５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．９―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．３―４７．２―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーンドリー �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Capote 初出走

２００８．４．７生 牝２黒鹿 母 ドリータルボ 母母 Lochlin １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモビューティー号・スカイアメリカン号は，平成２２年１１月３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０８９１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０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

３３ ウエスタンベッラ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７８ ―１：５０．０ ９．５�

７８ アルマフローラ 牝２青 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：５０．１� ３．２�
８９ ジンオンザロック 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 小島 太 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６６ ―１：５０．４１� ３６．２�
１１ カ フ ナ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：５０．５� ３．５�
２２ マイネルハイセンス 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４７２ ―１：５０．７１� ４．９	
７７ ダイワコルツ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５６ ― 〃 ハナ ６．７

８１０ アサクサアクセル 牡２栗 ５５ 内田 博幸田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：５０．８� ８．６�
４４ アイティゴールド 牡２黒鹿５５ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６４ ―１：５２．３９ ２８．５�
６６ カイシュウウルフ 牡２芦 ５５ 幸 英明飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 金成吉田牧場 ４７４ ―１：５２．５１� １６８．９
５５ ケイビイワンダー 牝２栗 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 青森 山端 るり子 ４４０ ―１：５２．６� ９６．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，９９５，７００円 複勝： ３０，４４９，５００円 枠連： １２，７４４，２００円

普通馬連： ５２，２１６，８００円 馬単： ４１，１８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７９７，３００円

３連複： ５３，４５９，７００円 ３連単： １１３，２８２，３００円 計： ３４１，１３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３００円 � １５０円 � ９９０円 枠 連（３－７） １，３４０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ３，３８０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� １４，２８０円 ３ 連 単 ��� ７６，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２０９９５７ 的中 � １７４７４（６番人気）
複勝票数 計 ３０４４９５ 的中 � ２４１２８（６番人気）� ７３８７９（１番人気）� ５９９２（８番人気）
枠連票数 計 １２７４４２ 的中 （３－７） ７０２７（７番人気）
普通馬連票数 計 ５２２１６８ 的中 �� ２６７２６（７番人気）
馬単票数 計 ４１１８６４ 的中 �� ８０６７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７９７３ 的中 �� ８３１６（８番人気）�� １１６５（２７番人気）�� ２１４８（２１番人気）
３連複票数 計 ５３４５９７ 的中 ��� ２７６４（３８番人気）
３連単票数 計１１３２８２３ 的中 ��� １０９３（１８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２５．９―３８．５―５１．２―１：０２．８―１：１４．９―１：２６．５―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１
１
３

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

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

ウエスタンベッラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kris S. 初出走

２００８．３．２５生 牝２鹿 母 ウエスタンベッキー 母母 Mary’s Spirit １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。



２６０９０１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第６競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （芝・右・外）

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

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２４ � インザブラック 牡４黒鹿５７ 吉田 豊臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５１２± ０２：１４．９ １１．４�

６１２ ハシルヨミテテ 牡３鹿 ５４ 内田 博幸田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ５２４＋ ４２：１５．１１� ５．１�

５１０ ニシノシュテルン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ６．８�
４７ アイアイレインボー 牝３鹿 ５２ 江田 照男齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４６０＋ ８２：１５．２クビ １２．２�
３６ シルクドルフィン 牡４鹿 ５７ 田中 博康有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０４± ０２：１５．３� ２４．０�
６１１ ネオヴェリーブル 牡３鹿 ５４ 松岡 正海小林 仁幸氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２± ０ 〃 ハナ ６．０�
８１５ マイネルウーノ 牡３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４７６－ ４２：１５．４� ２０．７	

１２ アーバンウィナー 牡３黒鹿５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６２＋１６ 〃 ハナ ３．０

１１ ビーモブホープ 牝６栗 ５５ 幸 英明村上 芳明氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４１８－ ４２：１５．６１� １２３．４�
８１７ ケ イ バ ズ キ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４２＋１０ 〃 クビ １４．４�
２３ ヤマニンデューン 牡５栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ １９５．９
７１３ ウォーボネット 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６ 〃 同着 ２８．０�
７１４ ホッカイアラカティ 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４＋ ４２：１５．８１ ７８．９�
３５ トーアシングン 牡３黒鹿５４ 西田雄一郎高山ランド� 小島 茂之 豊浦トーア牧場 ４９４± ０２：１６．４３� ２１３．４�
４８ ブリタニアブルー 牡３鹿 ５４ H．ライ �ブルーマネジメント勢司 和浩 新冠 川上 悦夫 ４３２－ ４２：１６．８２� ２８２．８�

（香港）

８１６� チーフヴァージニア 牝５黒鹿５５ 千葉 直人篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４４２－ ６２：１７．２２� ３５３．６�
５９ � サッカープリンス 牡５芦 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 千葉 千葉新田牧場 ４７６－１０ 〃 クビ １２６．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，９５５，６００円 複勝： ３５，４８０，２００円 枠連： ２０，７５４，８００円

普通馬連： ７０，５５５，５００円 馬単： ４３，２９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０８１，６００円

３連複： ８２，６７６，６００円 ３連単： １２６，４９８，４００円 計： ４２６，２９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３４０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（２－６） １，８６０円

普通馬連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ７，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� １，２８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ６，１４０円 ３ 連 単 ��� ３７，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２０９５５６ 的中 � １４５１３（５番人気）
複勝票数 計 ３５４８０２ 的中 � ２４６００（６番人気）� ４７８２０（３番人気）� ４７４７５（４番人気）
枠連票数 計 ２０７５４８ 的中 （２－６） ８２７１（８番人気）
普通馬連票数 計 ７０５５５５ 的中 �� １４９３５（１６番人気）
馬単票数 計 ４３２９６０ 的中 �� ４３２５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０８１６ 的中 �� ５４１８（１６番人気）�� ４９０２（１９番人気）�� １０７５４（６番人気）
３連複票数 計 ８２６７６６ 的中 ��� ９９４５（１７番人気）
３連単票数 計１２６４９８４ 的中 ��� ２５２３（１１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．８―１２．９―１３．１―１２．５―１２．４―１２．２―１１．６―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．７―３６．５―４９．４―１：０２．５―１：１５．０―１：２７．４―１：３９．６―１：５１．２―２：０２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．３
１
３
４，１４，６，１０（３，１１）５（２，９）１２，８，１３，７，１７，１，１５－１６・（４，６）１４，１１（１０，９，１５）２（３，５，１２）（８，１３）７，１７，１－１６

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

勝馬の
紹 介

�インザブラック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ブレイヴエストローマン

２００６．２．２７生 牡４黒鹿 母 マルカアイリス 母母 イカホゲレン ８戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 ハシルヨミテテ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進路
影響）

※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 メジロジェラルド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０９１１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ リバティバランス 牡３黒鹿５５ 内田 博幸吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３２＋１２１：５４．７ ２．５�

３５ ドンドドーン 牡４芦 ５７ M．デュプレシス�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５５４± ０ 〃 クビ ４．３�
（新）

２４ � サンワードハーレー 牡５青鹿５７ 田中 勝春佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 米 Chesapeake Farm
& Gianca Stables B４７０－ ６１：５５．２３ １７０．４�

８１６ ヴ ァ ル ナ 牡５栗 ５７
５４ ▲小野寺祐太桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４５４－ ２ 〃 アタマ １３．６�

５９ スイングエンジン 牡４栗 ５７ 西田雄一郎平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４６４＋ ４１：５５．３� １７７．５�
１２ ジャストザシーズン 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４６６± ０１：５５．５	 ７．５�
７１４
 ヤマニンワーシップ 牡６鹿 ５７

５５ △伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ５５５．４	
３６ 
 トウショウレリーフ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９８＋ ４１：５５．６クビ ６．０

８１５ メイショウデジレ 牡４鹿 ５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５３２＋ ４ 〃 クビ ６０．１�
６１２�
 ラピッドボーイ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海柳井 正氏 小崎 憲 米 Nancy S

Dillman ５１６－ ４ 〃 ハナ １６．８�
４８ � ティグフォルテ 牡５栗 ５７ 江田 照男�嶋 祐子氏 牧 光二 米 Boyd Lynch ４９８＋ ４１：５５．８１ １２１．１
５１０ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：５６．０１ １８．７�
６１１ キタサンブユーデン 牡３栗 ５５ 南田 雅昭�大野商事 河野 通文 新ひだか 藤井 益美 ４６２± ０１：５６．３２ １４０．７�
４７ ニシノウズマサ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４８０± ０１：５６．６２ ３７．３�
２３ � パラダイムシフト 牡３黒鹿５５ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４３６＋ ４１：５７．３４ １６．１�
７１３ タイキヴァルト 牡５栗 ５７ H．ライ �大樹ファーム 森 秀行 大樹 大樹ファーム ５１０± ０２：０４．７大差 １４６．３�

（香港）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８９２，９００円 複勝： ３５，７３６，３００円 枠連： ２５，４１１，０００円

普通馬連： ７４，４９８，８００円 馬単： ４９，０７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４７５，４００円

３連複： ８５，５４６，８００円 ３連単： １４１，１０６，６００円 計： ４６０，７４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２，２３０円 枠 連（１－３） ２６０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４，７６０円 �� ８，４６０円

３ 連 複 ��� ２３，５９０円 ３ 連 単 ��� ８２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２３８９２９ 的中 � ７５８１３（１番人気）
複勝票数 計 ３５７３６３ 的中 � ８９９１３（１番人気）� ５３８５３（３番人気）� ２６８９（１２番人気）
枠連票数 計 ２５４１１０ 的中 （１－３） ７４２９９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４４９８８ 的中 �� ８１００４（１番人気）
馬単票数 計 ４９０７７２ 的中 �� ３４７１４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４７５４ 的中 �� ２４９３７（１番人気）�� １１９９（４０番人気）�� ６６９（５９番人気）
３連複票数 計 ８５５４６８ 的中 ��� ２６７７（６５番人気）
３連単票数 計１４１１０６６ 的中 ��� １２６１（２４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．１―１３．０―１２．７―１２．１―１２．９―１３．４―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．４―３７．４―５０．１―１：０２．２―１：１５．１―１：２８．５―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リバティバランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．２７ 中山１２着

２００７．３．１３生 牡３黒鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット ５戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
〔制裁〕 ヤマニンワーシップ号の騎手伊藤工真は，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１００，０００円。（１０番への

進路影響）
〔その他〕 タイキヴァルト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ミリオンデンジャー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０９２１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１６� レジェトウショウ 牝４栗 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７４＋ ６１：０８．２ ２５２．６�

１２ ト レ モ ロ 牡３栗 ５５
５２ ▲平野 優金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４６－ ８ 〃 クビ ２３．４�

６１２ トロンプルイユ 牝３栗 ５３ 藤田 伸二前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０＋ ４１：０８．３� １．６�
２３ サンマルヘイロー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７２± ０ 〃 ハナ １９．４�
４８ エストシャイン 牝４青鹿５５ 幸 英明橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２０．７�
７１４ スイートライラ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ １１．６�
１１ アイアムノココロ 牝３青鹿５３ 後藤 浩輝堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：０８．５	 ３６．５	
２４ レッドハイヒール 牝４鹿 ５５ 吉田 豊村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット B５０２＋ ４１：０８．７１� ４．０

５１０ タカラハーバー 牝３鹿 ５３ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４３８＋ ２１：０８．９	 １００．０�
８１５ ヨシサプライズ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３６± ０１：０９．０	 ７２．５�
５９ メジロイングリッド 牝３芦 ５３ 岩部 純二メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４２８－１４ 〃 ハナ ６４．２�
３６ トゥモローカフェ 牝３黒鹿５３ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B４３４＋ ６ 〃 アタマ １９．６�
６１１ ヤマニンオクタゴン 牡４鹿 ５７ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４７２＋ ４１：０９．１� ４１．２�
７１３� サフランチカラ 牡５鹿 ５７ 田中 博康海原 聖一氏 坂本 勝美 平取 高橋 啓 ４７８－ ４１：０９．５２� ４３６．５�
４７ アイティムサシ 牡４栗 ５７ 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５１４＋ ２１：０９．９２� ３０８．８�
３５ � ムッシュオメガ 牡４栗 ５７

５５ △伊藤 工真奥村 伸爾氏 和田 正道 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ４１：１０．３２� ３６３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，５２６，７００円 複勝： ５０，４４３，０００円 枠連： ２５，５６０，１００円

普通馬連： ９４，１８０，９００円 馬単： ７０，４６３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５１９，９００円

３連複： １０３，７０３，１００円 ３連単： ２１４，２９７，６００円 計： ６１８，６９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５，２６０円 複 勝 � ３，９８０円 � ４４０円 � １１０円 枠 連（１－８） １６，６４０円

普通馬連 �� ３２０，３１０円 馬 単 �� ６８４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７，７００円 �� ８，０５０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １２１，６８０円 ３ 連 単 ��� ３，１６３，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２８５２６７ 的中 � ８９０（１３番人気）
複勝票数 計 ５０４４３０ 的中 � １７１０（１３番人気）� １８６５４（７番人気）� ２４７２０１（１番人気）
枠連票数 計 ２５５６０１ 的中 （１－８） １１３４（２３番人気）
普通馬連票数 計 ９４１８０９ 的中 �� ２１７（９８番人気）
馬単票数 計 ７０４６３１ 的中 �� ７６（１９３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５１９９ 的中 �� １５７（９３番人気）�� ９３８（４７番人気）�� １０１７８（７番人気）
３連複票数 計１０３７０３１ 的中 ��� ６２９（１４５番人気）
３連単票数 計２１４２９７６ 的中 ��� ５０（１５４７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．８―１１．４―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３２．９―４４．３―５５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．３
３ ４，６（１０，１２）３（９，１４）１１－（２，１５）（８，１６）１，１３，７－５ ４ ４－（６，１０，１２）（３，１４）（１１，９）２，８，１５（１，１６）－（７，１３）－５

勝馬の
紹 介

�レジェトウショウ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ジェイドロバリー

２００６．６．１０生 牝４栗 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 グッディグッディ号・スパラート号・ソルプリマベラ号・パワーショウ号・フィールザファン号・マリエンベルク号



２６０９３１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走１４時３０分 （芝・右・外）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

２２ ホエールキャプチャ 牝２芦 ５４ 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ２１：３５．３ １１．１�

３３ オルフェーヴル 牡２栗 ５５ 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 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２．１�

１１ ニシノクエーサー 牡２栗 ５５ 津村 明秀西山 茂行氏 河野 通文 むかわ 西山牧場 ４６２＋ ２１：３５．５１ ８．９�
７７ レッドエレンシア 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４２６＋１４１：３５．７１� １９．９�
８８ カトルズリップス 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４６６－ ２ 〃 ハナ ８．０�
４４ トウシンイーグル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４７０＋ ６１：３５．９１� ２．８	
６６ フレンドサンポウ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６０＋ ６１：３６．６４ ３３．４

５５ 	 ワイルドジュニア 牡２鹿 ５５ 田中 勝春水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４８８＋ ２１：３６．８１ １１９．０�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３８，６７５，１００円 複勝： ５５，３０１，５００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １０１，５０４，４００円 馬単： ７９，６３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６５３，８００円

３連複： ８０，９９４，７００円 ３連単： ２８０，２３６，９００円 計： ６６２，９９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，０１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� １６，５００円

票 数

単勝票数 計 ３８６７５１ 的中 � ２７５０３（５番人気）
複勝票数 計 ５５３０１５ 的中 � ３７８９９（５番人気）� ２９０４９９（１番人気）� ４１８９１（４番人気）
普通馬連票数 計１０１５０４４ 的中 �� ７２８９３（３番人気）
馬単票数 計 ７９６３２９ 的中 �� ２０２９５（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６５３８ 的中 �� １９９６５（３番人気）�� ５８４８（１３番人気）�� １９７８３（４番人気）
３連複票数 計 ８０９９４７ 的中 ��� ２６１０４（８番人気）
３連単票数 計２８０２３６９ 的中 ��� １２５３５（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．３―３６．４―４８．４―１：００．５―１：１２．２―１：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８

３ ・（２，７）８，１（３，６）４，５
２
４

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

ホエールキャプチャ �

父 ク ロ フ ネ �


母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．３ 函館２着

２００８．２．２４生 牝２芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール ３戦２勝 賞金 ２３，９８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。



２６０９４１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第１０競走 ��
��１，８００�

え ど が わ

江 戸 川 特 別
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
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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７９ マエストラーレ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４± ０１：５２．９ ２．２�

７８ ダノンエリモトップ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５２２－ ２１：５３．３２� ４．５�
６６ ホワイトショウフク 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５２＋ ４１：５３．４クビ ３２．５�
４４ フェイマステイル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：５３．５� ７．０�
６７ サダムマンテン 牡４栗 ５７ 吉田 豊大西 定氏 中村 均 日高 日高大洋牧場 ５２２＋ ６ 〃 アタマ ４０．５�
８１１ アルダントヌイ 牝５栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６１：５３．６� ３２．６	
２２ アイアムイチバン 牡３芦 ５５ M．デュプレシス 堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５４．３４ ５．３


（新）

３３ ヤマニンノベリスト 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７２＋１２１：５５．２５ １８６．３�
５５ シルクスターシップ 牡７芦 ５７ 田辺 裕信有限会社シルク星野 忍 静内 千代田牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ １５．０�
８１０ レオソリスト 牡５黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５２２＋ ８１：５７．０大差 １０２．６
１１ 	 マルターズカイト 牡３鹿 ５５ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４８２＋ ４１：５７．２１� １２．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，６３６，３００円 複勝： ５３，２７５，２００円 枠連： ２７，４４６，４００円

普通馬連： １３１，７５９，３００円 馬単： ８８，７４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４５３，５００円

３連複： １２８，７４５，２００円 ３連単： ２９６，３８２，０００円 計： ７９７，４４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ５７０円 枠 連（７－７） ５００円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，１００円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ５，０３０円 ３ 連 単 ��� １４，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３５６３６３ 的中 � １２８８６２（１番人気）
複勝票数 計 ５３２７５２ 的中 � １９７５２５（１番人気）� ７２４９６（３番人気）� １４３６１（８番人気）
枠連票数 計 ２７４４６４ 的中 （７－７） ４０７８９（２番人気）
普通馬連票数 計１３１７５９３ 的中 �� １８４９３２（１番人気）
馬単票数 計 ８８７４５４ 的中 �� ７８９５７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４５３５ 的中 �� ４０５５５（１番人気）�� ７２７４（１７番人気）�� ５４４４（２０番人気）
３連複票数 計１２８７４５２ 的中 ��� １８９２４（１７番人気）
３連単票数 計２９６３８２０ 的中 ��� １５５７１（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．８―４９．３―１：０１．７―１：１４．１―１：２７．１―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マエストラーレ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．４．１１ 中山８着

２００６．１．１２生 牝４鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング １４戦４勝 賞金 ５８，１７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０９５１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�第４４回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （グローバルスプリントチャレンジ 第６戦） （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５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減

日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ９５，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，５００，０００円
付 加 賞 ３，４０２，０００円 ９７２，０００円 ４８６，０００円
生産者賞
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

レースレコード

１：０７．０
１：０６．５
１：０７．０

良

良

良

４７ � ウルトラファンタジー �８鹿 ５７ H．ライ T．ラム氏 P．イウ 豪 Eldon
Park Stud B５４０－ ４１：０７．４ ２９．３�

（Ultra Fantasy（AUS））（香港） （香港）

７１４	 キンシャサノキセキ 牡７鹿 ５７ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ５００－ ４１：０７．６ハナ＋１
 ５．６�

２３ サ ン カ ル ロ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０± ０１：０７．７� １５．９�

１２ ダッシャーゴーゴー 牡３鹿 ５５ 川田 将雅�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５１０＋ ２ （降着） １４．８�
４８ ワンカラット 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０８－ ６ 〃 クビ ４．９�
８１５ ジェイケイセラヴィ �６鹿 ５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８６＋ ６ 〃 アタマ ２３．８	
３６ � グリーンバーディー �７鹿 ５７ M．デュプレシス R．リー氏 C．ファウンズ 新 Whakanui

Stud Ltd ４８８＋ ４１：０７．８クビ ３．２

（Green Birdie（NZ）） （香港） （新）

２４ アイルラヴァゲイン 牡８鹿 ５７ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：０７．９� １０４．３�
７１３ マルカフェニックス 牡６栗 ５７ 松岡 正海河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２０± ０１：０８．０� ４８．６
３５ ビービーガルダン 牡６青鹿５７ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B５００－ ４１：０８．１� ６．９�
１１ サンダルフォン 牡７鹿 ５７ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３２＋ ６ 〃 クビ １１６．８�
８１６ ウエスタンビーナス 牝７黒鹿５５ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４６４＋ ４ 〃 アタマ １２８．９�
６１２ ヘッドライナー �６鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ４１：０８．３１
 ２５．６�
５９ ローレルゲレイロ 牡６青鹿５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６２－ ８１：０８．４� ９．１�
６１１ プレミアムボックス 牡７鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３４－ ２１：０８．６１
 ８０．１�
５１０ ファイングレイン 牡７黒鹿５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６－１０１：０８．８１� １４４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１６，７８３，７００円 複勝： ３７３，８２１，１００円 枠連： ３１９，１６５，６００円

普通馬連： １，８１９，５８６，８００円 馬単： ９５６，１３３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３０，６５１，６００円

３連複： ２，２１３，０８３，８００円 ３連単： ４，９４２，３９４，５００円 計： １１，３７１，６２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９３０円 複 勝 � ９００円 � ２４０円 � ４５０円 枠 連（４－７） １，０２０円

普通馬連 �� ９，９００円 馬 単 �� ２２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６００円 �� ６，０４０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ５０，８６０円 ３ 連 単 ��� ３５８，４１０円

票 数

単勝票数 計３１６７８３７ 的中 � ８５３８９（１０番人気）
複勝票数 計３７３８２１１ 的中 � ９５８６８（１０番人気）� ４８２６４５（３番人気）� ２１３６５４（６番人気）
枠連票数 計３１９１６５６ 的中 （４－７） ２３１１００（３番人気）
普通馬連票数 計１８１９５８６８ 的中 �� １３５７１３（３３番人気）
馬単票数 計９５６１３３７ 的中 �� ３１５０７（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４３０６５１６ 的中 �� ２９２４１（３８番人気）�� １７２７０（５０番人気）�� ７２４０７（１９番人気）
３連複票数 計２２１３０８３８ 的中 ��� ３２１１５（１２５番人気）
３連単票数 計４９４２３９４５ 的中 ��� １０１７７（７９１番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．７―１０．９―１１．２―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．４―３３．３―４４．５―５５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．０―３F３４．１
３ ・（７，９）（１５，１６）（４，５，８，１２）１４（２，６，１０，１３）１１，３，１ ４ ７（４，９，１５，１６）（２，５，８，１２，１４）６（３，１０，１３，１１）１

勝馬の
紹 介

�ウルトラファンタジー �
�
父 Encosta de Lago �

�
母父 Sir Ivor （１戦１勝 賞金 ９８，４０２，０００円）

２００２．１０．１４生 �８鹿 母 Belle Anglaise 母母 English Trifle

〔降着〕 ダッシャーゴーゴー号は，２位〔タイム１分０７秒４，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して
「サンカルロ」号の走行を妨害したため４着に降着。

〔制裁〕 ダッシャーゴーゴー号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２２年１０月９日から
平成２２年１０月１７日まで騎乗停止。

※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 エイシンタイガー号・エーシンエフダンズ号・ショウナンカザン号・ダノンムロー号・タマモナイスプレイ号・

ベストロケーション号・メリッサ号・ロックオブサリサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２６０９６１０月３日 晴 良 （２２中山４）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�中山オータムプレミアム

発走１６時２５分 （サクラバクシンオーメモリアル）（ダート・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５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ シルクフォーチュン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５８＋ ２１：１０．４ ２．８�

２３ � ハイエモーション 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina
Plumley ４８４＋ ２１：１０．６１� ４．４�

３６ ハッピーダイアリー 牝３鹿 ５３ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６８－１４１：１０．８１	 ６．０�
４８ リリーハーバー 牡６黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４８６－ ４１：１０．９クビ ２３．９�
８１６
 タガノシュペリエル �４鹿 ５７ 小野 次郎八木 良司氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 B４８４＋ ２１：１１．０� １４．８�
１１ ステイドリーム 牡５青 ５７ 津村 明秀�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５２２± ０ 〃 アタマ １７．４�
２４ ティアップハーレー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４８２－ ２ 〃 クビ ８．９	
６１１� セレスダイナミック �７黒鹿５７ 酒井 学岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４７８－ ６１：１１．３１� ２４４．５

３５ � ギシアラバストロ 牡６青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４８６－１０１：１１．４クビ ６９．２�
８１５ シルクアルボーレ 牡８鹿 ５７ 田辺 裕信有限会社シルク星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５６± ０ 〃 クビ ４８．１�
５１０ ジェイケイボストン �７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 B５１４－ ４１：１１．６１	 ７８．９
４７ ブイチャレンジ 牡５栗 ５７ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８０± ０１：１２．０２	 １６９．７�
６１２
 サ ラ ト ガ 牝６芦 ５５ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４９８－ ２１：１２．１クビ １３５．２�
５９ インプレスウィナー 牡３青 ５５ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４４６－ ２１：１２．２	 １５．８�
７１３ レオパステル 牝３鹿 ５３ 田中 博康田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４０４＋ ６ 〃 ハナ ３６．７�
７１４ ヒシハイグレード 牡７栗 ５７ 西田雄一郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 門別 シンコーファーム ５３８＋１０１：１２．４１� ２４８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，２００，５００円 複勝： ９３，８６８，３００円 枠連： ６３，５８５，１００円

普通馬連： ２５７，９７０，２００円 馬単： １４６，１９０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，４０５，８００円

３連複： ３１２，２６１，２００円 ３連単： ６４１，２６６，９００円 計： １，６６３，７４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（１－２） ３８０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� ４，５９０円

票 数

単勝票数 計 ６６２００５ 的中 � １９８９８１（１番人気）
複勝票数 計 ９３８６８３ 的中 � ２１５２７２（１番人気）� １９１２２６（２番人気）� １１４１７３（３番人気）
枠連票数 計 ６３５８５１ 的中 （１－２） １３０８４２（１番人気）
普通馬連票数 計２５７９７０２ 的中 �� ３１３２１２（１番人気）
馬単票数 計１４６１９０５ 的中 �� １０２７３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２４０５８ 的中 �� ９５００９（１番人気）�� ５４９３４（２番人気）�� ３９３４５（４番人気）
３連複票数 計３１２２６１２ 的中 ��� １８２０８０（２番人気）
３連単票数 計６４１２６６９ 的中 ��� １１００８３（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．９―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．６―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクフォーチュン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Alwuhush デビュー ２００８．８．２ 小倉５着

２００６．２．１４生 牡４鹿 母 シルクエスペランサ 母母 Monica Faye １４戦５勝 賞金 ６５，０５６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アルシラート号・クリスタルボーイ号・サルバドールアスカ号・ショウナンタキオン号・ストレートイン号・

ダノンブライアン号・トウショウガナー号・ドリームクラウン号・マジックボンバー号・レディルージュ号



（２２中山４）第８日 １０月３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 １７４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

３７０，７３０，０００円
１５，５７０，０００円
６，０４０，０００円
３７，７７０，０００円
２０６，０００円
２３７，０００円

５８，６５６，０００円
５，０５３，０００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
６２０，７２１，５００円
８３１，７６３，４００円
５６５，５０８，０００円
２，８１１，４４９，２００円
１，６２２，３８１，７００円
７５４，９５１，８００円
３，３１０，８７１，７００円
７，１６７，２９０，３００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 １７，６８４，９３７，６００円

総入場人員 ４３，２１２名 （有料入場人員 ３９，００７名）



平成２２年度 第４回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，２８６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

１，９８７，２７０，０００円
２３，０１０，０００円
１００，５２０，０００円
１６，６４０，０００円
１９１，３６０，０００円
６４１，０００円
６７２，０００円

４２３，９１４，０００円
３７，３８３，４００円
１２，７２１，５００円

勝馬投票券売得金
２，８７１，３２１，８００円
４，３３４，４５０，２００円
２，５０２，８４２，４００円
１１，４３６，６８６，４００円
７，１７９，９９０，３００円
３，３８７，５８８，８００円
１３，０４９，９３０，２００円
２７，８６９，７５２，５００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 ７２，６３２，５６２，６００円

総入場延人員 ２３６，７８３名 （有料入場延人員 １７０，１６３名）




