
２７０３７ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第１競走 ��１，４００�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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

４４ �� カシノブレイヴリ 牡２鹿
５４
５１ ▲藤岡 康太柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ４８２－ ６１：２７．６ ３５．４�

７７ � トーホウヘレン 牝２栗 ５４ 岩田 康誠東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４６０＋１０１：２７．８１� ２．０�
１１ �� ドラゴンホーラー 牡２鹿 ５４ 小牧 太松坂 記吉氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ４９０－ ８１：２８．９７ ２６．４�
３３ � カンファーライズ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一奥村 清晴氏 清水 出美 門別 豊洋牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ２７．７�
８９ � ファンドリハンター 牡２栗 ５４ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 三石 沖田 忠幸 ４５８＋ ４１：２９．０クビ ４８．９�
８１０� ウイニングコウイチ 牡２栗 ５４ 橋本 美純杉元 四男氏 柴田 光陽 静内 漆原 武男 ４４４± ０ 〃 アタマ ４３．０�
６６ � マイネルトリオンフ 牡２栗 ５４ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５０８＋１２１：２９．７４ ２．７	
２２ � トーホウベルサイユ 牝２黒鹿５４ 幸 英明東豊物産� 加用 正 静内 グランド牧場 ４２４－ ６１：２９．８� １１．２

５５ � ダイナミックスター 牡２鹿 ５４

５２ △中村 将之西村新一郎氏 湯窪 幸雄 平取 黒川 賢司 ４８０＋ ４１：３０．０１� ７．４�
７８ � スリーマーチャン 牝２栗 ５４ 熊沢 重文永井商事� 橋本 寿正 三石 斉藤スタッド ４４４＋ ２１：３０．９５ １２７．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，０６９，５００円 複勝： １７，２８２，１００円 枠連： １３，６６０，８００円

普通馬連： ５４，６１４，８００円 馬単： ６５，２１９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００１，４００円

３連複： ８６，４９４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２７２，３４３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３，５４０円 複 勝 � ５２０円 � １２０円 � ４００円 枠 連（４－７） ２，６５０円

普通馬連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ８，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ４，４７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １０，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０６９５ 的中 � ３８１０（７番人気）
複勝票数 計 １７２８２１ 的中 � ５９０１（７番人気）� ６３５７８（１番人気）� ８１３７（５番人気）
枠連票数 計 １３６６０８ 的中 （４－７） ３８０７（９番人気）
普通馬連票数 計 ５４６１４８ 的中 �� １４８４１（８番人気）
馬単票数 計 ６５２１９８ 的中 �� ５７６２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００１４ 的中 �� ４８０６（１１番人気）�� ９３９（３０番人気）�� ６６２６（６番人気）
３連複票数 計 ８６４９４８ 的中 ��� ６０６９（２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．９―１３．０―１３．１―１３．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３５．０―４８．０―１：０１．１―１：１４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．６―３F３９．６
３ ４，７（１，９，１０）５，２－６，３＝８ ４ ・（４，７）（１，９，１０）（３，５，２，６）＝８

勝馬の
紹 介

�
�
カシノブレイヴリ 

�
父 バブルガムフェロー 

�
母父 Secreto デビュー ２００７．７．１５ 小倉６着

２００５．５．３１生 牡２鹿 母 イクテリーナ 母母 Sugar and Spice ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出走取消馬 イサミチェリー号（疾病〔感冒〕のため）



２７０３８ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第２競走 ��１，８００�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

１：４７．６
１：４６．７

良

良

３３ � リアルヴィクトリー 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４６８－１０１：４７．８ ２．２�

７９ バイオスフィア 牡２鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ８１：４８．１１� １４．３�

７１０� イノセントスカイ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二 �ノースヒルズマネ
ジメント 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ６１：４８．３１� ３．０�

５６ �� フィールドグランデ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海地田 勝三氏 山内 研二 門別 法理牧場 ４６２－ ２１：４８．６１� ３０．７�
８１１� コ ア マ ン 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三山上 和良氏 坂口 正則 浦河 桑田フアーム ４７２－ ６１：４８．７� １２．０�
８１２� シャイニングデイ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲浜中 俊安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ４６８＋ ６１：４８．８クビ １２４．９�
２２ ホークウィンザー 牡２芦 ５４ 北村 宏司小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４３０－ ４ 〃 ハナ ６．１	
５５ シルクメルヴェイユ 牡２黒鹿５４ 鮫島 良太有限会社シルク松元 茂樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０４－ ４１：４９．４３� ９３．０

６８ � テイエムスーペリア 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 鎌田 正嗣 ４６４－ ４１：５０．０３� ２１．２�
６７ � ユージョンスイート 牝２鹿 ５４ 角田 晃一熊田 晋作氏 羽月 友彦 浦河 谷田牧場 ４２６＋ ２１：５０．３２ ２１８．６�
４４ カネトシトレンド 牡２鹿 ５４ 秋山真一郎兼松 昌男氏 橋本 寿正 浦河 村下 明博 ４３６－ ６１：５０．８３ １７９．４
１１ �� ペプチドトップガン 牡２栗 ５４ 小牧 太沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ４７８－１０１：５１．６５ ２９．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，７７５，３００円 複勝： ２２，２２６，１００円 枠連： ２１，５７１，２００円

普通馬連： ６５，３７４，８００円 馬単： ７１，１５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１５３，９００円

３連複： １００，２３５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２１，４９６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １２０円 枠 連（３－７） ２５０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １８０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７７５３ 的中 � ７６１６１（１番人気）
複勝票数 計 ２２２２６１ 的中 � ７０２６７（１番人気）� １５３７３（５番人気）� ５９３２６（２番人気）
枠連票数 計 ２１５７１２ 的中 （３－７） ６３９４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５３７４８ 的中 �� ３９９２９（５番人気）
馬単票数 計 ７１１５９５ 的中 �� ２７８１９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１５３９ 的中 �� ９４０３（６番人気）�� ３６３０２（１番人気）�� ８９６７（７番人気）
３連複票数 計１００２３５９ 的中 ��� ６５１８５（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．１―１２．８―１２．９―１２．３―１１．９―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３４．６―４７．４―１：００．３―１：１２．６―１：２４．５―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リアルヴィクトリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００７．７．８ 函館４着

２００５．４．９生 牡２鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円



２７０３９ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３６ � カ ミ ツ キ 牡３栗 ５６
５４ △中村 将之昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４８２－ ４１：２７．２ ３．６�

５９ � アローイレブン 牡３鹿 ５６ 金折 知則吉野 隆郎氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４７０－１６１：２７．３クビ ２９．９�
７１４� ファンドリメロデイ 牡３黒鹿５６ 角田 晃一水戸 富雄氏 西園 正都 浦河 市川牧場 ４８２＋１４１：２７．４� ８．７�
８１６� メイショウセレス 牝３黒鹿５４ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 平取 稲原牧場 ４６４＋ ６１：２７．５クビ ３．１�
２３ コーリンガトリン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二伊藤 恵子氏 柴田 政見 門別 今井牧場 ５４２－ ２ 〃 アタマ ４４．６�
５１０ サイキョウヒカリ 牝３栗 ５４

５１ ▲浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１０－１６１：２７．７１� ５．６�
８１５� ヤマニングリフォン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４８＋ ２１：２７．９１� １７．４�
６１１ エーシンチャレンジ 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己平井 宏承氏 西橋 豊治 浦河 高村牧場 ４５４－１４１：２８．１１� １６５．５	
６１２ リバートーマス 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典河越 武治氏 須貝 彦三 門別 小岩ファーム ４４２－１８１：２８．２クビ ２１０．６

１１ タガノアルジェント 牡３鹿 ５６ 橋本 美純八木 良司氏 柴田 光陽 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１０± ０１：２８．３� ９．０�
４７ � ドナビジュー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥大内 景子氏 崎山 博樹 浦河 富田牧場 ４５０－２０１：２８．４� ３５．０�
３５ � ガーディアンシップ 牝３栗 ５４ 小牧 太吉田 勝己氏 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２０＋ ２１：２８．８２� ３５．６
１２ � エイトサンデー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５１２－１２１：２９．５４ ２２．６�
２４ タケデンブレイク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ １３８．１�
４８ � ヴァンクールリオン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ヒダカファーム矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４５０－ ８１：３０．６７ ７５．９�
７１３ ドリームオンユー 牡３鹿 ５６ 上野 翔冨沢 敦子氏 須貝 彦三 浦河 大柳ファーム ４５８± ０１：３１．９８ ３８８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６３６，８００円 複勝： ２０，３２９，０００円 枠連： ２３，４９４，６００円

普通馬連： ６５，７４０，９００円 馬単： ６５，６９８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３１７，６００円

３連複： ９８，４８５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１１，７０２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ５５０円 � ２７０円 枠 連（３－５） ８４０円

普通馬連 �� ５，５４０円 馬 単 �� ９，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ６００円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� １２，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７６３６８ 的中 � ３８８１５（２番人気）
複勝票数 計 ２０３２９０ 的中 � ４１８０５（２番人気）� ７７３９（８番人気）� １９１６９（４番人気）
枠連票数 計 ２３４９４６ 的中 （３－５） ２０７６９（３番人気）
普通馬連票数 計 ６５７４０９ 的中 �� ８７６８（１８番人気）
馬単票数 計 ６５６９８４ 的中 �� ５３２３（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３１７６ 的中 �� ３３２８（１４番人気）�� ８８９９（６番人気）�� １７３０（２８番人気）
３連複票数 計 ９８４８５６ 的中 ��� ５８６３（３７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１２．７―１３．２―１３．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．７―４７．４―１：００．６―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カ ミ ツ キ �
�
父 ニホンピロニール �

�
母父 Catrail デビュー ２００６．１１．４ 京都４着

２００４．２．１８生 牡３栗 母 レディキャッツアイ 母母 Often ７戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームオンユー号は，平成１９年１０月１７日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 リバートーマス号・ドナビジュー号・ガーディアンシップ号は，平成１９年１０月１７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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 テンエイヤシャヒメ号・ハードラビット号・ブルーフリーウェイ号
（非抽選馬） ２頭 サトノユウジ号・ナムララッシュ号



２７０４０ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

１２ � テイエムアンコール 牡３芦 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４６６± ０１：４７．０ ４．７�

４８ � ハギノジョイフル �３鹿 ５６ 蛯名 正義安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８＋ ４１：４７．２１� ２．６�
６１２ ファストパス 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �エクセルマネジメント沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４６６－ ６ 〃 クビ ９．７�
２３ � アドマイヤジュエル 牝３黒鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 新冠 小泉牧場 ４５４± ０１：４７．４１� １９．５�
３６ � ム フ ァ ル メ 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 門別 ヤナガワ牧場 B４５２＋ ６１：４７．５� ９．７�
７１３� エピグラフィー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠三宅 勝俊氏 安田 隆行 浦河 成隆牧場 B４６８＋ ２１：４７．６クビ ７．２�
６１１ キューティゴールド 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �社台レースホース池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ４ 〃 クビ ７．９	
８１８ シュトラーレン 牝３鹿 ５４

５２ △中村 将之 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４６６－ ２１：４７．７� ５８．６�

８１７ ル リ ュ ー ル 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４４２－ ２１：４７．９１� １８．９�
７１５ クリスタルシンガー 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 克典�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５２－１２１：４８．０� ６５．２
８１６ ヘブンオンアース 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４３２－ ８１：４８．７４ ４３．３�
５１０� エターナルゴールド �３栗 ５６ 秋山真一郎 
エヌ・アール・ユー 鶴留 明雄 門別 下河辺牧場 ４４８－ ６１：４８．９１� １５２．９�
５９ � キクノインプルーブ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一菊池 五郎氏 藤岡 範士 新冠 松浦牧場 ４６８－１４ 〃 アタマ １４４．５�
２４ � メイショウシキブ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ２１：４９．１１� ２６７．６�
３５ シルバーレイク �３芦 ５６

５３ ▲大下 智吉田 修氏 梅内 忍 門別 加藤牧場 ４３０＋ ６１：５０．０５ ３７７．３�
１１ �� スズカストラトス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 山田 昇史 ４６４ ―１：５１．２７ １１４．２�
４７ マルタカブロイド 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士高橋 義和氏 池添 兼雄 浦河トラストスリーファーム ４２０＋ ６１：５１．４１� ３００．９�

（１７頭）
７１４ ハロードリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲荻野 琢真松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，９８２，２００円 複勝： ２８，３５０，３００円 枠連： ２８，００４，６００円

普通馬連： ７７，２６５，６００円 馬単： ７３，３９７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１３０，４００円

３連複： １１５，１７５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６９，３０６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（１－４） ６００円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ７３０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２２９８２２（返還計 ４７） 的中 � ３８９３２（２番人気）
複勝票数 差引計 ２８３５０３（返還計 １２） 的中 � ６６８９７（１番人気）� ６６５６２（２番人気）� ２３４９０（５番人気）
枠連票数 計 ２８００４６ 的中 （１－４） ３４８４２（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７７２６５６（返還計 １２４） 的中 �� ８５２４９（１番人気）
馬単票数 差引計 ７３３９７７（返還計 ８６） 的中 �� ２９９７６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４１３０４（返還計 ４７） 的中 �� ２６３７２（１番人気）�� ７３７９（１０番人気）�� １０９７９（４番人気）
３連複票数 差引計１１５１７５９（返還計 ２９６） 的中 ��� ４６７５８（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１２．２―１２．６―１２．４―１１．８―１１．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．８―５９．４―１：１１．８―１：２３．６―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２
３ １３，１６，１７（６，７，１１）（２，８，１５）－（４，１２）（５，１８，３）（１０，９）－１ ４ ・（１３，１６）（１７，１１）（６，８，１５）（２，７，１８，１２）（４，３）（５，１０，９）－１

勝馬の
紹 介

�テイエムアンコール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．４．２８ 京都１３着

２００４．３．２６生 牡３芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント ７戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔出走取消〕 ハロードリーム号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 キクノインプルーブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 キクノインプルーブ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカストラトス号・マルタカブロイド号は，平成１９年１０月１７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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オースミオーカン号・マジブランシェ号・マヤノグロリア号
（非抽選馬）１０頭 アクセルファイヤー号・アドマイヤマリア号・アドミラビリス号・シルクキャリバー号・スリープレイヤー号・

ダノンビート号・トラベルノート号・ファインメモリー号・フクウンバード号・ライフロングラバー号



２７０４１ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右）

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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

１１ �� ドリームローズ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８８ ―１：２３．９ ４．２�

２４ チェレブリタ 牝２鹿 ５４ 小牧 太�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４０ ―１：２４．１１� ４７．７�
４８ サマーナイトスター 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４３４ ― 〃 ハナ ２．６�
５１０ ウォーターセレネ 牝２栃栗５４ 長谷川浩大山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４３２ ― 〃 ハナ ２７．６�
５９ � マチカネオイカゼ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司細川 益男氏 飯田 雄三 青森 イズモリファーム ５０２ ―１：２４．３１� ４１．０�
８１７� オンワードスペル 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４５６ ― 〃 クビ ３４．７	
６１２�� プ リ ズ ム 牝２栗 ５４

５１ ▲藤岡 康太鳴戸 雄一氏 作田 誠二 門別 いとう牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ５．１

３６ マイネトゥインクル 牝２鹿 ５４ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４４０ ―１：２４．４クビ １８．８�
３５ �� デンコウラウロ 牝２鹿 ５４ 石橋 守田中 康弘氏 福島 勝 浦河 日東牧場 ４３０ ―１：２４．６１� １４３．２�
８１６�� バブルシンフォニー 牝２鹿 ５４ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 スガタ牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ６０．０
７１４ ミステリアスバイオ 牝２栗 ５４ 上村 洋行バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４４８ ― 〃 クビ １２．５�
７１３� ロングラトゥール 牝２鹿 ５４ 高橋 亮中井 敏雄氏 高橋 隆 浦河 笹地牧場 ４５４ ― 〃 アタマ ６１．６�
４７ ネオベローナ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：２４．７クビ １６．０�
１２ コスモムルシェラゴ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４１８ ―１：２４．９１� ２４．６�
８１８� シゲルキボウ 牝２芦 ５４ 鮫島 良太森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム ４４８ ―１：２５．１１� ７４．１�
７１５ キャラメルチャン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 桑嶋 峰雄 ４７６ ―１：２５．４１� ５９．４�
２３ ホクザンアントルメ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二木本 弘孝氏 梅田 康雄 三石 川端 英幸 ４４４ ―１：２５．９３ １１７．９�
６１１ エビスザクラ 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎蛭川 年明氏 藤岡 範士 浦河 ひるかわ育

成牧場 ５４６ ―１：２６．３２� ５５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，３４０，４００円 複勝： ２０，２３３，５００円 枠連： ３１，５６２，１００円

普通馬連： ６６，８４０，６００円 馬単： ６９，３９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４２２，９００円

３連複： １０２，９６１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，７６０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ３５０円 � １５０円 枠 連（１－２） ４，４００円

普通馬連 �� ６，９５０円 馬 単 �� １０，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� ２９０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ６，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９３４０４ 的中 � ３６４１１（２番人気）
複勝票数 計 ２０２３３５ 的中 � ３８６５７（２番人気）� １０９９６（５番人気）� ４４６６８（１番人気）
枠連票数 計 ３１５６２１ 的中 （１－２） ５３０１（１８番人気）
普通馬連票数 計 ６６８４０６ 的中 �� ７０９８（２２番人気）
馬単票数 計 ６９３９９７ 的中 �� ４９０６（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４２２９ 的中 �� ２１４４（２３番人気）�� ２１０５３（１番人気）�� ２２９９（１９番人気）
３連複票数 計１０２９６１３ 的中 ��� １２１６９（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．８―１２．３―１２．１―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．８―４７．１―５９．２―１：１１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
３ １３（１４，１６）（８，１０，１７）１２（１１，１８，１５）－９（３，５）－６（４，２，７）－１ ４ ・（１３，１４）１６（８，１０，１７）（１２，１８，１５）９，１１（５，２，７）３（４，６）１

勝馬の
紹 介

�
�
ドリームローズ �

�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．２．８生 牝２鹿 母 ビスクドール 母母 フェアリードール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０４２ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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

６８ シルクチャプター 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義有限会社シルク作田 誠二 門別 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ４１：５３．６ ６．０�

８１１� セフティプラスワン 牝３鹿 ５２ 長谷川浩大池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４８２＋１０１：５４．０２� ２．９�
５６ ネヴァテルミー 牝３栗 ５２

４９ ▲浜中 俊�ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４３８－ ４１：５４．３１� ２８．０�
４４ � メイショウコレット 牝３栗 ５２

４９ ▲田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４３６－ ８１：５４．４クビ １３．５�
３３ サンキンレター 牝４鹿 ５５ 和田 竜二河原 純之氏 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 B４４４＋１０１：５４．６１� ２７．０�
５５ � グロリアスウェザー 牝３鹿 ５２ 角田 晃一 �サンデーレーシング 清水 出美 浦河 赤田牧場 ４９４＋ ２１：５４．９１� ６．０	
１１ シルクホームラン 牝５鹿 ５５

５３ △中村 将之有限会社シルク佐山 優 新冠 中村農場 ４６８－ ４ 〃 クビ ２０．８

６７ � マルヨモモコ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤岡 康太野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４９４± ０１：５５．０クビ １１．８�
８１２ ノーザンシャトル 牝３栗 ５２ 幸 英明松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４３２＋ ４１：５５．５３ ９．１�
７９ ニホンピロアニカ 牝３鹿 ５２ 上野 翔小林百太郎氏 田所 秀孝 静内 福岡 清 ４４２＋ ４１：５５．８２ １２．１
２２ 	 シゲルユウボウカブ 牝４栗 ５５ 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 静内 高橋 修 ４８８－ ６１：５６．３３ ９．７�
７１０	 アインファスター 牝３鹿 ５２ 内田 浩一岩� 僖澄氏 宮 徹 門別 日高大洋牧場 ３８８± ０１：５６．５１� １０６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，４３３，７００円 複勝： ２６，７１８，９００円 枠連： ２４，３８８，７００円

普通馬連： ８１，０５８，９００円 馬単： ８０，１１０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６３３，２００円

３連複： １２１，１０１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３７７，４４４，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � ６６０円 枠 連（６－８） ４５０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３，４７０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� １２，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４３３７ 的中 � ２７１３７（２番人気）
複勝票数 計 ２６７１８９ 的中 � ３３３９６（３番人気）� ７４９９７（１番人気）� ７１２５（１１番人気）
枠連票数 計 ２４３８８７ 的中 （６－８） ４０４９１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１０５８９ 的中 �� ６１１４１（１番人気）
馬単票数 計 ８０１１００ 的中 �� ２５１２４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６３３２ 的中 �� １６７２１（１番人気）�� １５６０（４６番人気）�� ３２９９（２６番人気）
３連複票数 計１２１１０１０ 的中 ��� ７１５５（４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．６―１２．２―１３．２―１３．０―１２．５―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．８―４９．０―１：０２．２―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シルクチャプター �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Caerleon デビュー ２００４．１２．１２ 阪神２着

２００２．２．２３生 牝５鹿 母 ノーブルプライド 母母 Noble Chick １０戦３勝 賞金 ２５，３４０，０００円



２７０４３ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０分 （芝・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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

５１０� ワンダークラフティ 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５３２＋ ８１：０８．７ １０．７�

７１３�	 シ テ ィ ボ ス 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４４８－ ８１：０８．９１
 ８．８�
７１４ チキリランバダ 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４６６＋ ２１：０９．０
 ２６．８�
２４ �� ゲットブラック 牡３栗 ５５ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９２＋ ４ 〃 クビ ３．９�
８１５ ニホンピロタルト 牝３鹿 ５３ 和田 竜二小林百太郎氏 安達 昭夫 静内 佐竹 学 ４４４－ ２１：０９．２１ ９３．５�
３５ � セレスブルック �４栗 ５７

５６ ☆大野 拓弥岡 浩二氏 中竹 和也 米 Hickstead
Farm ４６４－ ４１：０９．４１ １３２．０�

６１２ ニチドウシェーバー 牝６鹿 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平 福蔵 ４５０＋ ２１：０９．５
 １５１．２�
２３ ファイトザパワー �５鹿 ５７ 松岡 正海山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ １４．６	
４７ ディマクコンダ 牝３栗 ５３

５１ △中村 将之 
サンデーレーシング 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 アタマ １９．１�
１２ � メ イ カ 牝３鹿 ５３ 幸 英明 
サンデーレーシング 松元 省一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ １８．６�
１１ �	 トーコーペルセウス 牡４栗 ５７ 小牧 太森田 藤治氏 湯窪 幸雄 門別 北陽ファーム ５２８＋ ８１：０９．７１ １１４．６
５９ ボ ム シ ェ ル 牝４栃栗５５ 田島 裕和
ターフ・スポート藤沢 則雄 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４２＋ ２ 〃 クビ ２９．０�
８１６�	 レイザーバック 牡５青鹿５７ 中舘 英二岡部 一誠氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４９０＋ ２１：０９．９１ ２８．０�
３６ ツルマルローズ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７０－ ６ 〃 クビ ９．８�
６１１�� プラチナムペスカ 牡３芦 ５５ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４８０－ ４１：１０．２１� ４．４�
４８ � リリウオカラニ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.

Herbener Jr. B４９６－ ８１：１０．３
 ６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５４５，４００円 複勝： ３２，８５３，６００円 枠連： ３２，２４５，３００円

普通馬連： １１５，２１６，８００円 馬単： ９９，５２３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，１４５，５００円

３連複： １６９，８５２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５０８，３８２，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ４００円 � ２８０円 � ６１０円 枠 連（５－７） ２，３７０円

普通馬連 �� ５，５００円 馬 単 �� １１，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ４，０３０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ４２，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５４５４ 的中 � １８９０５（６番人気）
複勝票数 計 ３２８５３６ 的中 � ２１６６７（６番人気）� ３４６６０（５番人気）� １３０３７（９番人気）
枠連票数 計 ３２２４５３ 的中 （５－７） １００５６（１２番人気）
普通馬連票数 計１１５２１６８ 的中 �� １５４７０（２６番人気）
馬単票数 計 ９９５２３４ 的中 �� ６２５３（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３１４５５ 的中 �� ５８２３（１４番人気）�� １９９５（４８番人気）�� ３３８４（３２番人気）
３連複票数 計１６９８５２６ 的中 ��� ２９８０（１３９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．０―１１．１―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．５―４４．６―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワンダークラフティ �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Secreto デビュー ２００６．３．１１ 阪神１着

２００３．１．２３生 牡４鹿 母 Doll 母母 Y’Amor １１戦２勝 賞金 １５，１４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 チキリランバダ号の騎手岩田康誠は，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１０，０００円。
ワンダークラフティ号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。

〔３走成績による出走制限〕 トーコーペルセウス号は，平成１９年１０月１７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サクラチェリー号・ヤマカツシリウス号
（非抽選馬） ２頭 シゲルダイハッカイ号・マシロンガール号



２７０４４ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第８競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５１０ カシノエスケイプ 牝４栗 ５５
５２ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０４－ ８１：１２．２ ５．８�

１１ � ハードリレー 牡３栗 ５５
５２ ▲浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４２６＋１２１：１２．５１� １２３．６�

３６ � パレスルビー 牝３鹿 ５３ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 浦河 岡崎牧場 ４８８－１２１：１２．６� ３．２�
７１４� コクシムソウ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介小川 洋氏 松元 茂樹 新冠 小田 健一 ４７０－ ４１：１２．９２ ８．２�
７１３ グランディバローズ 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４７０－１２１：１３．０クビ ５．５�
８１５ メイショウソーラー 牡４鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ １５．７�
４８ エターナルサーガ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４４８＋ ８１：１３．１	 ４０．９	
８１６� チャンプイズヒア 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大岩� 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 清水 克則 ４６６± ０１：１３．３１	 ７１．０

６１２ テイエムヤマサクラ 牝３栗 ５３

５０ ▲田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 三石 本桐牧場 ４５４－１４１：１３．４クビ ４４．４�
６１１ ローケイダブリュ 牡３栗 ５５ 小坂 忠士斉藤 敏博氏 崎山 博樹 浦河 尾野 一義 B４９６± ０１：１３．６１
 １２．２�
３５ メイショウハナミチ 牡３栗 ５５ 北村 宏司松本 好雄氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４３６＋ ２１：１３．７� ３０．４
２４ � トッケンショウブ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ４９６－ ８１：１３．９１	 ９．２�
２３ � カシノオウジャ 牡４鹿 ５７ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４７２－１０１：１４．２１� １１７．６�
１２ �� トミーブランド 牡４鹿 ５７ 小牧 太久保 敏文氏 佐藤 正雄 静内 紺野 猛 ４６２＋ ９１：１４．６２	 １５．６�
４７ � スズカアゼリア 牝３黒鹿５３ 中舘 英二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ４８６－ ８ 〃 アタマ ４９．２�
５９ �� ホーマンブレーク 牡４栗 ５７ 幸 英明久保 久人氏 西園 正都 静内 飛野牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９９５，５００円 複勝： ２８，１１６，３００円 枠連： ３３，９９１，６００円

普通馬連： １１１，２０９，０００円 馬単： ９７，２１０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５４５，８００円

３連複： １６０，６３９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４８３，７０８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １９０円 � １，８００円 � １５０円 枠 連（１－５） ４，４００円

普通馬連 �� ３４，０７０円 馬 単 �� ５５，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，３９０円 �� ４１０円 �� ４，９００円

３ 連 複 ��� ２８，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９９５５ 的中 � ３１６０１（３番人気）
複勝票数 計 ２８１１６３ 的中 � ４２５１２（２番人気）� ２７４５（１４番人気）� ６３１１４（１番人気）
枠連票数 計 ３３９９１６ 的中 （１－５） ５７０６（１８番人気）
普通馬連票数 計１１１２０９０ 的中 �� ２４０９（７０番人気）
馬単票数 計 ９７２１０６ 的中 �� １２９３（１２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５４５８ 的中 �� ９１８（６７番人気）�� ２０２７４（１番人気）�� １３９２（５３番人気）
３連複票数 計１６０６３９３ 的中 ��� ４１３６（９０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．６―１２．１―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．０―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノエスケイプ �
�
父 スズカストリート �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００５．１２．２４ 阪神１３着

２００３．４．２７生 牝４栗 母 サンカンピアレス 母母 ウィリアムズヴィル １８戦２勝 賞金 １９，６００，０００円
※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 チキリサンボーイ号



２７０４５ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第９競走 ��３，１４０�第９回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時４０分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬４�増，J・GⅡ競走１着馬３�増，J・GⅢ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム３：３０．６稍重

７１２ コウエイトライ 牝６鹿 ６０ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４９２＋１２３：２７．９レコード ２．４�

７１１ メイショウタロー �８栗 ６０ 嘉堂 信雄松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６０－２２３：２８．２２ ２３．１�
６１０�� オースミサムソン 牡５青鹿６０ 南井 大志�オースミ 南井 克巳 静内 キヨタケ牧場 ４３６－１６３：２９．４７ ４０．５�
５８ � ウインクリューガー 牡７栗 ６０ 金折 知則�ウイン 松元 茂樹 静内 橋本牧場 ４９２－ ４３：２９．５� ４．０�
６９ � マイビッグドリーム 牡６栗 ６０ 内田 浩一小川 勲氏 武 宏平 浦河 安原 実 ４３２± ０３：２９．７１	 ７０．９�
１１ �� ベ ル ゲ ン 牡５鹿 ６０ 今村 康成名古屋友豊� 作田 誠二 早来 ノーザンファーム ４６６－１８３：３０．２３ １７９．２�
３３ シルバーガル 牡６芦 ６０ 高田 潤 	社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４２－ ２３：３１．３７ ７４．９

５７ マルブツシルヴァー 牡５芦 ６０ 西谷 誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５３６－ ２３：３１．６１� ３．３�
８１３
� ジャイアンツエール 牡５青鹿６０ 白浜 雄造栗坂 崇氏 友道 康夫 愛 Round

Hill Stud ５６６－ ２３：３１．７� １６．３�
４６ � メイショウイグアス 牡４黒鹿６０ 菊地 昇吾松本 和子氏 田島 良保 三石 水丸牧場 ４５８± ０３：３２．４４ １６１．３
２２ コアレスプレジャー 牡６鹿 ６０ 仲田 雅興小林 昌志氏 湯窪 幸雄 三石 原口牧場 ４７２－ ２３：３３．４６ ２２．８�
４５ メイショウワグナー �５黒鹿６０ 出津 孝一松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 村下 明博 ４８４－ ８３：３３．５クビ １７５．７�
３４ アインオーセン 牡６鹿 ６０ 林 満明�アイナカ商事 崎山 博樹 静内 フジワラフアーム ５００－１４３：３３．８２ １９．１�
８１４� テイエムジェネラス 牡８栗 ６０ 宇田登志夫竹園 正繼氏 福島 勝 新冠 競優牧場 ４６４＋ ２ （競走中止） １６１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，４６２，３００円 複勝： ３０，７５３，０００円 枠連： ４４，０４２，９００円

普通馬連： １２７，２２２，７００円 馬単： １０３，７４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３０６，４００円

３連複： １４２，７１７，８００円 ３連単： ３７０，７９７，６００円 計： ８８４，０４６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ４９０円 � ７５０円 枠 連（７－７） ２，７２０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� １，４４０円 �� ４，５８０円

３ 連 複 ��� １３，４６０円 ３ 連 単 ��� ４９，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３２４６２３ 的中 � １１０１２０（１番人気）
複勝票数 計 ３０７５３０ 的中 � ９３４９９（１番人気）� １２９２２（７番人気）� ７８７２（８番人気）
枠連票数 計 ４４０４２９ 的中 （７－７） １１９６６（１１番人気）
普通馬連票数 計１２７２２２７ 的中 �� ４００１０（１０番人気）
馬単票数 計１０３７４３８ 的中 �� ２１８４３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３０６４ 的中 �� ８７２８（１０番人気）�� ５５６０（１７番人気）�� １６８０（３７番人気）
３連複票数 計１４２７１７８ 的中 ��� ７８２６（４２番人気）
３連単票数 計３７０７９７６ 的中 ��� ５５２８（１４５番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５２．９－３F ４０．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウエイトライ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００３．１２．２８ 阪神５着

２００１．４．８生 牝６鹿 母 ダンツビューティ 母母 ハーモニーゼア 障害：１６戦８勝 賞金 ２６１，０４６，０００円
〔競走中止〕 テイエムジェネラス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目１コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ゴールゲッター号



２７０４６ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�エニフステークス

発走１５時２０分 （ダート・右）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上
５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，２００万円毎１�増，�：３歳
５３�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１
着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３３ サンライズキング 牡８鹿 ５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ５５２＋ ６１：２３．５ ６．２�

１１ � メイショウサライ 牡６黒鹿５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ４５６－１２ 〃 ハナ ３．２�
５６ �	 ワキノカイザー 牡７鹿 ５７ 幸 英明脇山 良之氏 音無 秀孝 白老 白老ファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ７．０�
２２ ゼンノストライカー 牡７栗 ５６ 川田 将雅大迫久美子氏 藤岡 範士 新冠 佐藤 信広 ４９０＋ ２１：２３．７１
 ８．６�
７１１� エイシンボーダン 牡６芦 ５６ 北村 宏司平井 豊光氏 鮫島 一歩 米 Betty

Chittum ４８８－ ４ 〃 クビ ９４．４�
４４ �� シンボリエスケープ 牡６芦 ５７ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 門別 和田農林（有） ４７４－ ４１：２３．８クビ ６．７�
８１２ オ フ ィ サ ー 牡５栗 ５６ 福永 祐一広尾レース� 森 秀行 白老 白老ファーム ４９６＋ ４１：２４．４３ ５．３	
５７ チョウカイロイヤル 牡６黒鹿５５ 中舘 英二�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １９．３

７１０� タイキジリオン 牡７栗 ５５ 松岡 正海�大樹ファーム 土田 稔 米 Wimborne

Farm, Inc. B５００± ０１：２４．５クビ ２２．９�
４５ ダイワインディアナ 牡６栗 ５６ 長谷川浩大大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 クビ １６１．２
６８ ミリオンベル 牝６栗 ５５ 太宰 啓介キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４７２－ ２１：２４．６ １８．６�
６９ � ステンカラージン 牡６栗 ５５ 鮫島 良太吉田 和子氏 松田 国英 米

John Youngblood,
Fletcher Gray &
Carolyn Gray

５１６－ ４１：２４．７ １０６．５�
８１３� ナスノストローク 牡６栗 ５６ 上村 洋行�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５１６＋ ２１：２５．０１� ７２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，２１８，２００円 複勝： ６８，６６７，５００円 枠連： ５４，１６７，９００円

普通馬連： ２９６，８９２，７００円 馬単： １９５，３４２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，２４３，８００円

３連複： ３００，０４７，５００円 ３連単： ７７０，２１６，５００円 計： １，７９２，７９６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（１－３） ９３０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ６００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ４３２１８２ 的中 � ５５２８２（３番人気）
複勝票数 計 ６８６６７５ 的中 � ９７８７７（３番人気）� １５２３８８（１番人気）� ７７９９７（４番人気）
枠連票数 計 ５４１６７９ 的中 （１－３） ４３０９０（３番人気）
普通馬連票数 計２９６８９２７ 的中 �� ２２３３８１（１番人気）
馬単票数 計１９５３４２８ 的中 �� ６１８７２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４２４３８ 的中 �� ４１８０９（１番人気）�� ２５３４０（６番人気）�� ３８３１１（３番人気）
３連複票数 計３０００４７５ 的中 ��� １２４４２８（２番人気）
３連単票数 計７７０２１６５ 的中 ��� ５８２６９（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．８―５８．７―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズキング �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００１．１２．１ 阪神２着

１９９９．５．２１生 牡８鹿 母 ラブリーサンライズ 母母 ナイトブリーズ ４３戦９勝 賞金 ２８９，６５３，０００円



２７０４７ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�

にしのみや

西宮ステークス
発走１６時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，１８．９．１６以降１９．９．９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

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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１１ シェルズレイ 牝４芦 ５５．５ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７２－１４１：４６．０ ６．０�

１１ �� トップディアマンテ 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Green Wil-
low Farms ４４６＋ ４１：４６．６３� ５．０�

６８ 	 マイネルバシリコス 牡４鹿 ５５ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 三石 ダイイチ牧場 ４８８－１２ 〃 ハナ １３．６�

７９ キョウワスプレンダ 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４７６－ ２１：４６．７� ５．３�
３３ 	 ソリッドプラチナム 牝４黒鹿５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４２４－ ８１：４６．８� ５．７�
５６ スズカローラン 牝５鹿 ５２ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４３２＋ ２１：４６．９� ２７．４�
５５ リキアイサイレンス 牡６鹿 ５４ 和田 竜二高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４８６－１４ 〃 クビ ４３．９	
６７ トウカイルナ 牝５青鹿５２ 長谷川浩大内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４３４＋ ４１：４７．０クビ ２０．１

２２ 	 ジョーファング 牡６鹿 ５６ 石橋 守上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ３．５�
４４ ビッグタイガー 牡５鹿 ５２ 浜中 俊小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７８－ ４１：４７．１� ８１．７�
７１０	� マックスチャンプ 牡６鹿 ５４ 北村 宏司田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４７４－１８１：４７．３１ ３０．５
８１２ ナイスハンド 牡７鹿 ５５ 幸 英明加藤 徹氏 福島 勝 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４７２－１０１：４７．５１� ７１．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４３，６００，５００円 複勝： ５６，１１３，８００円 枠連： ５０，１９６，８００円

普通馬連： ２３５，０２７，４００円 馬単： １６３，３１５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，２５１，８００円

３連複： ２４３，６３４，９００円 ３連単： ６４２，６６４，４００円 計： １，４９０，８０５，３００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � ４５０円 枠 連（１－８） １，９４０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� １，４４０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ８，４８０円 ３ 連 単 ��� ４２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ４３６００５ 的中 � ５７８４５（５番人気）
複勝票数 計 ５６１１３８ 的中 � ７６７７０（４番人気）� ７３３４９（５番人気）� ２８１９２（６番人気）
枠連票数 計 ５０１９６８ 的中 （１－８） １９０９６（１２番人気）
普通馬連票数 計２３５０２７４ 的中 �� ８５６５３（１０番人気）
馬単票数 計１６３３１５７ 的中 �� ３００７６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６２５１８ 的中 �� １８６５９（１０番人気）�� ９４８８（１７番人気）�� １１２５４（１３番人気）
３連複票数 計２４３６３４９ 的中 ��� ２１２１０（３３番人気）
３連単票数 計６４２６６４４ 的中 ��� １１１１６（１３１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１１．６―１２．２―１２．０―１２．１―１１．５―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３５．６―４７．８―５９．８―１：１１．９―１：２３．４―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シェルズレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２００５．１０．２ 阪神７着

２００３．５．２３生 牝４芦 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス １６戦３勝 賞金 ９６，７１１，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２７０４８ ９月１７日 晴 良 （１９阪神４）第４日 第１２競走 ��
��２，０００�

み ま さ か

美 作 特 別
発走１６時４０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１８．９．１６以降１９．９．９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

美作市長賞（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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１５� ビーオブザバン 牡４鹿 ５６ 中舘 英二金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ４２：００．８ １８．３�

４７ アドマイヤジュピタ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９６－１４ 〃 クビ ２．２�
２３ トシザショーマ 牡６黒鹿５６ 川田 将雅上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４８８＋ ２２：０１．０１� １１．２�
５８ � クードゥシャンス 牝５栗 ５３ 鮫島 良太 �キャロットファーム 庄野 靖志 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４ 〃 ハナ ３１．１�
７１３	� テンシノゴールド 牡４鹿 ５７．５ 小牧 太杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４５８－ ８ 〃 クビ ７．６�
８１４	 ウィングドフォース 牡５栗 ５５ 太宰 啓介矢野喜代春氏 吉岡 八郎 静内 マークリ牧場 ４５４－１２２：０１．１クビ ５３．９	
１１ トロフィーディール 牡４鹿 ５８ 福永 祐一青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４７０＋ ４２：０１．３１
 ５．７

４６ スプリングダボス 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４９２－ ２２：０１．４クビ ３０．４�
３４ ビッグベアシチー 牡４栗 ５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １０．９�
５９ ワンマンシャチョウ 牡６栗 ５７．５ 和田 竜二 �ミキハウスHKサービス 池江 泰郎 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６６－ ８２：０１．６１ ８．１
３５ 	 マヤノリバティ 牡６栗 ５５ 浜中 俊田所 英子氏 坂口 正大 静内 原 達也 ４５８± ０２：０１．７� ５５．１�
２２ 	 ミツワスカイハイ 牡５鹿 ５６ 石橋 守�高昌 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６８＋１０２：０２．０２ １３０．５�
６１１ マイネルエクセラン 牡５鹿 ５３ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 静内 コスモビューファーム ４７２＋ ４２：０２．６３� ８５．６�
７１２	� カネサマンゲツ 牡５鹿 ５５ 幸 英明笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム ４６４－１４２：０２．８１
 ７７．０�
６１０	 ローレルオスカー 牡６黒鹿５３ 橋本 美純 �ローレルレーシング 野村 彰彦 新冠 田鎖牧場 ４６４＋ ４２：０４．０７ １７０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，２３３，７００円 複勝： ７３，８８４，５００円 枠連： ６０，１７４，８００円

普通馬連： ２６８，５００，８００円 馬単： １９３，７０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，８３４，５００円

３連複： ２７３，８２７，４００円 ３連単： ７４４，０１２，３００円 計： １，７４１，１７６，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ４００円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（４－８） １，３００円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ５，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ２，３８０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 ��� ４１，７３０円

票 数

単勝票数 計 ５６２３３７ 的中 � ２４２７３（７番人気）
複勝票数 計 ７３８８４５ 的中 � ３７１７９（７番人気）� １９８６０８（１番人気）� ６５２６７（５番人気）
枠連票数 計 ６０１７４８ 的中 （４－８） ３４３５２（６番人気）
普通馬連票数 計２６８５００８ 的中 �� １１２１９４（６番人気）
馬単票数 計１９３７０８９ 的中 �� ２４７０６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０８３４５ 的中 �� ２４３６５（７番人気）�� ６８９１（２６番人気）�� ３３２２２（４番人気）
３連複票数 計２７３８２７４ 的中 ��� ３５５０６（１６番人気）
３連単票数 計７４４０１２３ 的中 ��� １３１５８（１２３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．６―１２．４―１２．４―１２．２―１１．８―１１．６―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．１―３６．７―４９．１―１：０１．５―１：１３．７―１：２５．５―１：３７．１―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ビーオブザバン �
�
父 King’s Best �

�
母父 Zieten デビュー ２００５．９．１１ 札幌６着

２００３．３．１４生 牡４鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe １３戦４勝 賞金 ４６，４９２，０００円



（１９阪神４）第４日 ９月１７日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６９，０３０，０００円
６，３００，０００円
１１，３６０，０００円
１，１５０，０００円
２，０８０，０００円
３０，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，８９９，０００円
５，６８０，８００円
１，７２７，１００円

勝馬投票券売得金
３４２，２９３，５００円
４２５，５２８，６００円
４１７，５０１，３００円
１，５６４，９６５，０００円
１，２７７，８３０，３００円
４１２，９８７，２００円
１，９１５，１７４，０００円
２，５２７，６９０，８００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 ８，８８３，９７０，７００円

総入場人員 ２０，０１８名 （有料入場人員 １８，９８９名）




