
２７０３７ ９月２１日 曇 稍重 （２０阪神４）第４日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

７１２ エルジャンクション 牡２鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ２１：５５．９ １０．２�

４７ クリスザドール 牝２鹿 ５４ 川田 将雅国田 正忠氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ６１：５６．７５ ２．５�
２３ シルクフォーチュン 牡２鹿 ５４ 田島 裕和有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５２＋１０１：５７．１２� ４．５�
７１３ シルバーフィールド 牡２黒鹿５４ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４８８－ ２１：５７．９５ ４９．４�
６１１ ユーセイヤマトオー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０２－ ４１：５８．０クビ ２３．９�
２２ シゲルハカセヤマ 牝２栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４１０＋ ２１：５８．４２� １１６．７�
４６ シゲルアソサン 牡２黒鹿５４ 角田 晃一森中 蕃氏 松永 幹夫 三石 川端牧場 ４９６－ ４１：５８．５� ６．５	
８１４ ミスアサート 牝２鹿 ５４ 酒井 学難波 経雄氏 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 B４３６－１０１：５９．２４ ２３．３

３５ デンコウローレル 牡２鹿 ５４

５２ △田中 克典田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４５８± ０１：５９．４１ ５３．３�
３４ マイネルセラフィム 牡２栗 ５４ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 浦河 村下牧場 ５１２± ０１：５９．９３ ４１．９
８１５ プリティラパス 牝２鹿 ５４

５１ ▲大下 智小園 孝一氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４３４－ ２２：００．０クビ １６７．９�
５９ カネトシアミーゴ 牡２栗 ５４ 田嶋 翔兼松 利男氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４９２＋ ４２：００．１� ８６．２�
１１ フリージャズ 牡２鹿 ５４ 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ４２：００．５２� １８．６�
５８ クリノビャクダン 牝２芦 ５４ 上村 洋行栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４６２＋ ４２：００．６� ７．６�
６１０ マンカイノハナ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介華山 龍一氏 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 ４００－ ２２：００．９２ ４０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，４４０，５００円 複勝： １４，７３０，６００円 枠連： １３，９７７，５００円

普通馬連： ４１，６８６，１００円 馬単： ３２，７９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，２３２，６００円

３連複： ５６，１９８，０００円 ３連単： ８３，８３８，３００円 計： ２６７，８９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３２０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（４－７） ８５０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� １，０６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� １８，９６０円

票 数

単勝票数 計 １１４４０５ 的中 � ８９２１（５番人気）
複勝票数 計 １４７３０６ 的中 � ８７９４（５番人気）� ３７８７７（１番人気）� ２３７１１（２番人気）
枠連票数 計 １３９７７５ 的中 （４－７） １２２１９（４番人気）
普通馬連票数 計 ４１６８６１ 的中 �� １９４１９（６番人気）
馬単票数 計 ３２７９０３ 的中 �� ５０３２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３２３２６ 的中 �� ５１３７（６番人気）�� ２８１８（１２番人気）�� １２０４１（１番人気）
３連複票数 計 ５６１９８０ 的中 ��� １８８００（４番人気）
３連単票数 計 ８３８３８３ 的中 ��� ３２６５（４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１３．８―１３．３―１３．１―１２．９―１３．２―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３７．５―５０．８―１：０３．９―１：１６．８―１：３０．０―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルジャンクション �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．８．２３ 小倉８着

２００６．３．２２生 牡２鹿 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２７０３８ ９月２１日 曇 稍重 （２０阪神４）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．７

良

良

６７ シゲルエボシダケ 牡２栗 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 畑端牧場 ４３４＋ ４１：４９．９ ５．０�

８１１ バ バ ロ ア 牡２黒鹿５４ 四位 洋文馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか グランド牧場 ４５０－１６ 〃 ハナ １３．６�
７１０ サザンウィスパー 牝２黒鹿５４ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ３０．７�
１１ ウインヴェリタス 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太�ウイン 藤沢 則雄 静内 伊藤 敏明 ４９０± ０１：５０．０� １．９�
８１２ タガノヴァンドーム 牡２鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０６－ ６ 〃 ハナ ３１．１�
５６ パーフェクトバイオ 牡２黒鹿５４ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６１：５０．４２� １４．５�
３３ カ シ ノ ハ リ 牡２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８６＋ ２１：５０．９３ １５８．７	
７９ グレートダンサー 牝２栗 ５４

５２ △田中 克典大石 秀夫氏 昆 貢 新ひだか 神垣 道弘 ４７８－１２１：５１．０� ５．４

２２ マイネチェルシー 牝２鹿 ５４ 石橋 守 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２１：５１．２１� ６９．６�
４４ ストゥレガーレ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４２４－ ２１：５１．３クビ １０．６
５５ マッキーメタル 牡２栗 ５４ 川島 信二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 上野 正恵 ４６８－ ４１：５１．７２� １３５．８�
６８ ハンセルボーイ 牡２芦 ５４

５３ ☆浜中 俊高木 高彦氏 浜田 光正 浦河 川部 義美 ４８０＋ ４ （競走中止） ５７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，９５０，１００円 複勝： ２１，６１９，２００円 枠連： １１，３８１，９００円

普通馬連： ４０，６５５，６００円 馬単： ３７，８４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４８７，９００円

３連複： ５０，１６６，６００円 ３連単： １０２，０９３，１００円 計： ２９３，１９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２４０円 � ４９０円 � ７４０円 枠 連（６－８） ２，３８０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� １，６００円 �� ３，０００円

３ 連 複 ��� ２１，６６０円 ３ 連 単 ��� ８１，４６０円

票 数

単勝票数 計 １５９５０１ 的中 � ２５５８３（２番人気）
複勝票数 計 ２１６１９２ 的中 � ２８２００（２番人気）� １１０７１（６番人気）� ６８５２（７番人気）
枠連票数 計 １１３８１９ 的中 （６－８） ３５３７（８番人気）
普通馬連票数 計 ４０６５５６ 的中 �� ９７０３（８番人気）
馬単票数 計 ３７８４５３ 的中 �� ５２５４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４８７９ 的中 �� ３５１５（１０番人気）�� ２０６７（２０番人気）�� １０８１（２８番人気）
３連複票数 計 ５０１６６６ 的中 ��� １７１０（５４番人気）
３連単票数 計１０２０９３１ 的中 ��� ９２５（２０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．２―１２．７―１２．８―１２．４―１２．４―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．１―４８．８―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．４―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
３ １０－９－（５，１１）（３，４，１２）１（７，８）２－６ ４ １０，９（５，１１）１２（１，３，４）８（７，６）２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルエボシダケ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．８．３ 小倉１５着

２００６．５．５生 牡２栗 母 パインアヤカ 母母 クレアーズオピニオン ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔競走中止〕 ハンセルボーイ号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



２７０３９ ９月２１日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２０阪神４）第４日 第３競走 ２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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３：１５．７良・良

８１１ ニホンピロファイブ 牡５栗 ６０ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４８４－１２３：１９．２ １．７�

７９ � シ ン ゲ キ 牡５栗 ６０ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４６６± ０３：１９．５１� １３．６�
１１ テイケイプリオール 牡３黒鹿５８ 植野 貴也兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４５２－１４３：１９．９２� ４２．５�
８１０ タイキディザイア 牝３鹿 ５６ 金折 知則�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４５６－ ８３：２０．１１ ８８．９�
２２ シンメイリゲル 牡４栗 ６０ 岩崎 祐己織田 芳一氏 安田 隆行 門別 野島牧場 ５１２－ ２３：２０．３１� ３．９�
４４ スズカクリエート 牡３青鹿５８ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４６０＋ ２３：２０．８３ ５０．７�
３３ フォレストロバリー 牡３黒鹿５８ 小坂 忠士松岡 研司氏 武 宏平 静内 マツケン農場 ４９８－ ２３：２１．６５ ５９．２	
６７ タガノデンジャラス 牡６鹿 ６０ 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 浦河 白老ファーム ４６６± ０３：２１．９１� ５．５

７８ � ホウライナポレオン 牡６鹿 ６０ 南井 大志橋元 幸平氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８２＋ ２３：２５．５大差 ３９．４�
６６ シアトルシーフェア 牡３鹿 ５８ 白浜 雄造 �サンデーレーシング 藤岡 健一 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８３：２６．０３ ３５．４�
５５ ダンツイッドン 牡４鹿 ６０ 林 満明山元 哲二氏 田所 清広 静内 静内白井牧場 ４６０＋１４ （競走中止） ３９．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，７１６，８００円 複勝： １５，７０９，９００円 枠連： ９，８６６，８００円

普通馬連： ３１，５９１，９００円 馬単： ３４，８７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，７６５，７００円

３連複： ４１，９４４，４００円 ３連単： ８９，１６８，５００円 計： ２４７，６３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ６２０円 枠 連（７－８） ５１０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ８８０円 �� ３，０１０円

３ 連 複 ��� ５，２４０円 ３ 連 単 ��� １６，９１０円

票 数

単勝票数 計 １３７１６８ 的中 � ６４７５７（１番人気）
複勝票数 計 １５７０９９ 的中 � ８０２９８（１番人気）� １１５４２（４番人気）� ３３２５（８番人気）
枠連票数 計 ９８６６８ 的中 （７－８） １４５６３（３番人気）
普通馬連票数 計 ３１５９１９ 的中 �� ２６３８１（３番人気）
馬単票数 計 ３４８７３０ 的中 �� ２０４８４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０７６５７ 的中 �� ８２８８（３番人気）�� ２９３７（７番人気）�� ８０３（２９番人気）
３連複票数 計 ４１９４４４ 的中 ��� ５９０９（１７番人気）
３連単票数 計 ８９１６８５ 的中 ��� ３８９２（５０番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５１．１－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロファイブ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Little Current デビュー ２００６．１．２２ 京都４着

２００３．４．１５生 牡５栗 母 ミルカレント 母母 Marston’s Mill 障害：３戦１勝 賞金 １２，７５０，０００円
〔騎手変更〕 タイキディザイア号の騎手今村康成は，負傷のため金折知則に変更。

シンメイリゲル号の騎手西谷誠は，第３日第９競走での落馬負傷のため岩崎祐己に変更。
〔競走中止〕 ダンツイッドン号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 テイケイプリオール号の騎手植野貴也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 ファンドリゲット号（疾病〔左肩跛行〕のため）



２７０４０ ９月２１日 曇 稍重 （２０阪神４）第４日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

４４ ワイドサファイア 牝２鹿 ５４ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：３５．９ １．４�

３３ ワールドロレックス 牡２鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４４８ ―１：３６．３２� １０．６�

２２ フキラウソング 牝２栗 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：３７．０４ ５．６�

７７ フ ィ ク サ ー 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 秋田牧場 ４７６ ―１：３７．２１� ４０．９�
６６ � ジャックボイス 牡２鹿 ５４ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 米 North Hills
Management ４５６ ―１：３７．５１	 １６．１�

１１ シャイニーコート 牡２栗 ５４ 和田 竜二小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４８４ ― 〃 ハナ １０．３	
５５ シルクユニヴァース 牡２黒鹿５４ 生野 賢一有限会社シルク音無 秀孝 新冠 秋田牧場 ４７０ ― 〃 クビ １４．６


（７頭）
８８ シェヴァルフォルテ 牡２鹿 ５４ 酒井 学浅野多喜男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，５５８，３００円 複勝： ２６，８４６，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ３８，９７２，０００円 馬単： ４４，６８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５５０，０００円

３連複： ３１，９８９，５００円 ３連単： １１４，２７５，３００円 計： ２８８，８７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １２０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １５０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� １，４２０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０５５８３（返還計 １１６） 的中 � １２０３３８（１番人気）
複勝票数 差引計 ２６８４６１（返還計 １０３） 的中 � １６４０３２（１番人気）� １６３８８（４番人気）� ４０３１２（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ３８９７２０（返還計 ５８６） 的中 �� ５３３０４（２番人気）
馬単票数 差引計 ４４６８４０（返還計 ４３４） 的中 �� ５１２９０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １１５５００（返還計 １６３） 的中 �� １１８９０（３番人気）�� ２５５６９（１番人気）�� ７１９２（５番人気）
３連複票数 差引計 ３１９８９５（返還計 １１８８） 的中 ��� ５２８５３（１番人気）
３連単票数 差引計１１４２７５３（返還計 ２７１５） 的中 ��� ５９６８８（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．２―１２．８―１２．５―１１．９―１０．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．７―１：０１．２―１：１３．１―１：２３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７
３ ５－３（４，６）７（１，２） ４ ５（３，２）６（４，７，１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワイドサファイア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００６．４．９生 牝２鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 シェヴァルフォルテ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。



２７０４１ ９月２１日 曇 稍重 （２０阪神４）第４日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

４７ アグネスシャイン 牝３栗 ５４
５３ ☆浜中 俊渡辺 孝男氏 浜田 光正 新冠 中地 康弘 ４６０－１２１：１１．９ ２．８�

５９ ユウキアックン 牡３栗 ５６ 橋本 美純ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４６８－１２１：１２．１１� ７．９�
２４ テイエムセレス 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ３８８－ ４ 〃 クビ ５．０�
６１２ エリモリリパット 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山本 敏晴氏 福永 甲 えりも 能登 浩 ４４０－ ２１：１２．５２� １２．２�
６１１ セトクラウン 牡３栗 ５６ 赤木高太郎難波 澄子氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４８０＋ ６１：１２．６クビ ７．６�
８１６ スリークロフネ 牡３芦 ５６ 鮫島 良太永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６２± ０１：１３．０２� １０８．４�
１２ ナリタココロ 牝３黒鹿５４ 小牧 太�オースミ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 ４８８－ ８１：１３．２１ ７．７	
４８ キ ャ ロ ル 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４４０＋ ４ 〃 アタマ ４９．９

３６ � シンボリビスケーン 牡３芦 ５６ 川田 将雅和田 容子氏 鈴木 伸尋 米 Takahiro

Wada ５２０－１２ 〃 クビ １６．１�
５１０� スマートカラー 牝３黒鹿５４ 幸 英明大川 徹氏 飯田 雄三 米

Marvin Delfiner,
Ted Folkerth &
Brookdale

５２８＋ ２１：１３．６２� ２１．９�
８１５ レ ア シ ン グ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４６０－ ２１：１４．０２� ５５．６
２３ ハートランドノリカ 牝３黒鹿 ５４

５２ △藤岡 康太豊田 稔氏 須貝 彦三 浦河 小椋 智 ４５６－ ２１：１５．３８ ３８．６�
７１３ マルサンブルジュ 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健松井三千年氏 武 宏平 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：１５．５１� １８０．５�
１１ レイナウッド 牝３黒鹿５４ 中村 将之冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 ミルファーム ４３０－ ４１：１５．７１� １５６．０�
３５ カフェドパリ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智�イクタ 梅内 忍 鵡川 フラット牧場 ４３６ ―１：１７．０８ ７７．６�
７１４ マルカランディー 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ５００－２０１：１８．３８ ３４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，９０１，７００円 複勝： １６，７６０，８００円 枠連： １３，１８７，６００円

普通馬連： ４６，６５５，６００円 馬単： ３５，７１０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７２７，０００円

３連複： ６２，０３６，９００円 ３連単： １０６，８９５，０００円 計： ３０６，８７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（４－５） ８５０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ３１０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，８３０円 ３ 連 単 ��� ７，０８０円

票 数

単勝票数 計 １０９０１７ 的中 � ３０７６３（１番人気）
複勝票数 計 １６７６０８ 的中 � ３３４５５（１番人気）� １７０３５（６番人気）� ２６４６１（２番人気）
枠連票数 計 １３１８７６ 的中 （４－５） １１５３１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４６６５５６ 的中 �� ２８６７８（２番人気）
馬単票数 計 ３５７１０９ 的中 �� １３０１１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７２７０ 的中 �� ７５１５（２番人気）�� １３０８６（１番人気）�� ４８９０（８番人気）
３連複票数 計 ６２０３６９ 的中 ��� ２５０２４（２番人気）
３連単票数 計１０６８９５０ 的中 ��� １１１５２（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１１．９―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ ７，１２（１，９）４，１０，２（３，１３，１５）（６，１６）（５，１１）８－１４ ４ ・（７，１２，９）４（１，１０）－（３，２）（１３，１５）１６，６，１１（５，８）＝１４

勝馬の
紹 介

アグネスシャイン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ペ ル ジ ノ デビュー ２００７．９．８ 阪神７着

２００５．４．３０生 牝３栗 母 アグネスクリーン 母母 アグネスナンバー １０戦１勝 賞金 １７，７５０，０００円
〔その他〕 マルカランディー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフェドパリ号は，平成２０年１０月２１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。
（非抽選馬） ４頭 アグネスイカロス号・エーシンイミアー号・キャノングレイボル号・マジックディーヴァ号



２７０４２ ９月２１日 曇 稍重 （２０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２０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

８１１ トップコマチ 牝３鹿 ５２
４９ ▲田村 太雅�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４２－ ８１：５２．５ ３．６�

６７ レゾリューション 牝４栗 ５５ 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４７８－ ４１：５２．７１� ３．９�

４４ チャームナデシコ 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ４．０�
６６ ウインフェイム 牝５栗 ５５ 小牧 太�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４７０－ ６１：５２．８� １０．９�
７９ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５２ 幸 英明バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２０± ０１：５２．９� ２４．１�
７８ ナムラソワン 牝３鹿 ５２

５０ △田中 克典奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４６８－１８１：５３．１１� ２３．１	
３３ アドマイヤミスティ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４６２－１０１：５３．２� ５．９

５５ ブラックカシミール 牝３黒鹿５２ 野元 昭嘉�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４７２± ０１：５３．８３� １３．３�
２２ クイックバレリーナ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４８－ ６１：５４．３３ １４３．６�
８１０ リヴィエールジータ 牝５鹿 ５５ 酒井 学 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５００＋ ４１：５５．１５ ７３．９
１１ グランチャーム 牝３栗 ５２

５０ △田中 健林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４９６＋ ２ （競走中止） ３３．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，１５６，６００円 複勝： ２３，２９０，６００円 枠連： １３，７５７，４００円

普通馬連： ５１，２１７，５００円 馬単： ３９，６５６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７２９，９００円

３連複： ６１，７７１，０００円 ３連単： １１９，２１３，１００円 計： ３３８，７９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（６－８） ４１０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ３，８３０円

票 数

単勝票数 計 １３１５６６ 的中 � ２９５２５（１番人気）
複勝票数 計 ２３２９０６ 的中 � ４６６９０（１番人気）� ４２１８５（３番人気）� ４４２３９（２番人気）
枠連票数 計 １３７５７４ 的中 （６－８） ２５０８７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１２１７５ 的中 �� ６２６０５（１番人気）
馬単票数 計 ３９６５６８ 的中 �� ２３２４７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７２９９ 的中 �� １６２９８（１番人気）�� １５９６９（２番人気）�� １１９６４（３番人気）
３連複票数 計 ６１７７１０ 的中 ��� ５７６８６（１番人気）
３連単票数 計１１９２１３１ 的中 ��� ２３０２３（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．２―１３．０―１３．０―１２．４―１１．８―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．８―５０．８―１：０３．８―１：１６．２―１：２８．０―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

トップコマチ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００７．９．３０ 阪神５着

２００５．４．２５生 牝３鹿 母 トップジョリー 母母 アスターレディー １５戦２勝 賞金 ２４，８００，０００円
〔競走中止〕 グランチャーム号は，競走中に疾病〔右中足骨開放骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。



２７０４３ ９月２１日 曇 稍重 （２０阪神４）第４日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

２：２４．７
２：２２．１

良

良

２２ マッキーバッハ 牡３鹿 ５４ 和田 竜二薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４６０－ ２２：２８．９ １０．６�

６６ ヘルバースト 牡４芦 ５７ 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２６＋１４２：２９．１１� ４．４�
５５ シゲルアンビシャス 牡３栗 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ １７．６�
８１０�	 カネトシソレイユ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４９４± ０２：２９．５２
 １１．２�
３３ エーシンダードマン 牡４青鹿５７ 安藤 勝己平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４８０－１０ 〃 アタマ １．９�
８９ ロフティソル 牡５栗 ５７ 小牧 太大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４８０－ ４ 〃 ハナ ８９．８�
７８ ワンダールストラー 牡４鹿 ５７

５５ △田中 克典山本 信行氏 藤岡 範士 三石 フクダファーム ４５２＋ ２２：２９．６クビ ６１．１�
１１ ダークジャケット 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊 	社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９４＋１２２：２９．８１
 ５．１

７７ エアデュード 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �ラッキーフィールド松田 博資 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：３０．９７ ４４．３�
４４ � ティズインパルス 牡５鹿 ５７ 上村 洋行鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.

Crane Jr. ４８０－ ４ 〃 アタマ ６０．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，０７１，０００円 複勝： ２０，４１７，２００円 枠連： １２，５６６，１００円

普通馬連： ４８，０２４，６００円 馬単： ４５，７７４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７４５，４００円

３連複： ５９，１７２，９００円 ３連単： １４１，５３０，０００円 計： ３６０，３０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ３８０円 枠 連（２－６） ２，２６０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� １，５２０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ７，９７０円 ３ 連 単 ��� ６０，５９０円

票 数

単勝票数 計 １７０７１０ 的中 � １２７１０（４番人気）
複勝票数 計 ２０４１７２ 的中 � ２１１９８（５番人気）� ３８９９４（２番人気）� １１９９４（６番人気）
枠連票数 計 １２５６６１ 的中 （２－６） ４１１９（９番人気）
普通馬連票数 計 ４８０２４６ 的中 �� １７５４８（９番人気）
馬単票数 計 ４５７７４２ 的中 �� ５９８９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７４５４ 的中 �� ５３０８（１０番人気）�� ２４７８（１６番人気）�� ４０１６（１３番人気）
３連複票数 計 ５９１７２９ 的中 ��� ５４８０（２５番人気）
３連単票数 計１４１５３００ 的中 ��� １７２４（１５２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１３．１―１３．１―１３．０―１２．７―１３．１―１２．２―１２．１―１２．１―１０．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．４―３７．５―５０．６―１：０３．６―１：１６．３―１：２９．４―１：４１．６―１：５３．７―２：０５．８―２：１６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッキーバッハ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１．１９ 京都１着

２００５．３．２９生 牡３鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション ５戦２勝 賞金 １５，１００，０００円



２７０４４ ９月２１日 雨 稍重 （２０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２５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

３６ タニノジュレップ 牝３栗 ５３ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４２２± ０１：１０．９ ５．０�

７１４ ニシノヴァネッサ 牝４芦 ５５ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １５．８�
３５ テイエムフルパワー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４０－ ８１：１１．１１� ４３．０�
５９ テイエムハヤテオー 牡３栗 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４６８－ ８ 〃 アタマ １３．７�
７１３ ピエナワイルド 牡３鹿 ５５ 幸 英明本谷 兼三氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４９４－ ２ 〃 クビ １２．８�
８１５ クリスタルドア 牡３鹿 ５５ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４８２－１０１：１１．５２� ２９．８�
４７ ハードリレー 牡４栗 ５７

５６ ☆浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４３６－ ６１：１１．６クビ ３４．９�
６１２� ゴールデンラダー �５黒鹿５７ 熊沢 重文	ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 市川フアーム B４４２－２６１：１２．１３ ５５．１

２３ オウシュウバラッド 牡３栗 ５５ 和田 竜二西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B４８２－ ２１：１２．２クビ ２３．４�
１２ シュウボンバー 牡３栗 ５５ 上村 洋行小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B４９６± ０ 〃 ハナ ３．８�
８１６ シ ク ン シ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦コトブキ陶春 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４６２－１６１：１２．５２ ５２．３�
４８ トキノムテキ 牡４黒鹿５７ 赤木高太郎中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５０４± ０１：１２．６	 ３７．０�
１１ リトルマーメード 牝７栗 ５５

５３ △藤岡 康太山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ４１０＋ ４１：１３．０２� ９５．２�
５１０ ローケイダブリュ 牡４栗 ５７ 黒岩 悠斉藤 敏博氏 崎山 博樹 浦河 尾野 一義 B５０４＋ ２ （競走中止） ８８．７�
２４ ワンダーポデリオ 牡４鹿 ５７ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４６６－ ４ （競走中止） ２．９�
６１１� スノーアード 牝４芦 ５５

５２ ▲田村 太雅冨沢 敦子氏 田所 清広 新冠 タニグチ牧場 ４７２＋ ２ （競走中止） ５０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７２１，９００円 複勝： ２８，００４，７００円 枠連： ２２，１５４，１００円

普通馬連： ７２，９２８，８００円 馬単： ５３，７５１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１２７，６００円

３連複： ９８，２９５，１００円 ３連単： １７８，１０５，５００円 計： ４９５，０８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２１０円 � ５００円 � １，０４０円 枠 連（３－７） １，２９０円

普通馬連 �� ３，８５０円 馬 単 �� ６，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ３，０３０円 �� ６，０２０円

３ 連 複 ��� ２９，２７０円 ３ 連 単 ��� １９２，７３０円

票 数

単勝票数 計 １８７２１９ 的中 � ２９９６２（３番人気）
複勝票数 計 ２８００４７ 的中 � ４４５７９（３番人気）� １３８４６（６番人気）� ５９９１（１１番人気）
枠連票数 計 ２２１５４１ 的中 （３－７） １２７３４（５番人気）
普通馬連票数 計 ７２９２８８ 的中 �� １４００１（１４番人気）
馬単票数 計 ５３７５１７ 的中 �� ６５２２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１２７６ 的中 �� ４１０２（１３番人気）�� １８６９（３５番人気）�� ９２９（５６番人気）
３連複票数 計 ９８２９５１ 的中 ��� ２４７９（８３番人気）
３連単票数 計１７８１０５５ 的中 ��� ６８２（４７３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１１．８―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．４―４６．２―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノジュレップ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００７．１０．２７ 京都９着

２００５．４．２５生 牝３栗 母 タニノディオーネ 母母 タニノクリスタル １０戦２勝 賞金 ２１，９００，０００円
〔競走中止〕 スノーアード号は，３コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ワンダーポデリオ号は，３コーナーで，転倒した「スノーアード」号に触れ，転倒したため競走中止。
ローケイダブリュ号は，３コーナーで，転倒した「スノーアード」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 スノーアード号の騎手田村太雅は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金１００，０００円。



２７０４５ ９月２１日 雨 稍重 （２０阪神４）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

ちゅうしゅう

仲 秋 特 別
発走１５時００分 （芝・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 ２，９５０，０００
２，９５０，０００

円
円 １，４８０，０００円

付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ２５，０００
２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

７１３ ウエスタンダンサー 牝４鹿 ５５ 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９０－ ６１：１０．５ １７．０�

７１４� ワンダークラフティ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４４＋１２ 〃 クビ ２３．１�
８１５ ス ワ ン 牝３鹿 ５３ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４６０＋１２１：１０．６クビ １０．９�
８１６ シロキタカーニバル 牝３栗 ５３ 福永 祐一小西 和子氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４５０＋ ２ 〃 同着 ６．６�
５９ フミノバラード 牝７鹿 ５５ 岩田 康誠谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４６０－ ２ 〃 アタマ ６．０�
４８ マッキーバクシン 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４３６－ ６１：１０．９１� ４５．９�
４７ コスモイライザ 牝３芦 ５３ 浜中 俊 �ビッグレッドファーム 中村 均 静内 友田牧場 ４４４＋ ６１：１１．１１	 １２．１	
５１０ ルミナスハーバー 牝４鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６ 〃 ハナ ３．０

２３ ボストンオー 牡３芦 ５５ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ １６．１�
１２ トッケンショウブ 牡５黒鹿５７ 中村 将之小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５０４－１４１：１１．３１
 １４６．９
２４ プラチナムペスカ 牡４芦 ５７ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４８８－ ６１：１１．４クビ １１．５�
３５ � リリウオカラニ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.

Herbener Jr. B４９６－ ６ 〃 アタマ １４６．３�
３６ ミスズアロハ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４７４－ ６１：１１．８２
 ３５．８�
６１１ レンデフルール 牝４青鹿５５ 太宰 啓介 �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ １５．８�
１１ ニ シ ノ マ オ 牝４黒鹿５５ 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 B４８８＋ ８ 〃 アタマ ２８．４�
６１２ ファーストナイナー 牝４栗 ５５ 田嶋 翔猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４６２－ ２１：１１．９クビ ５３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，０４１，４００円 複勝： ４２，７８５，６００円 枠連： ４３，１３２，９００円

普通馬連： １４９，０６６，０００円 馬単： ９０，４５４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，１３１，９００円

３連複： １７５，５３３，５００円 ３連単： ３６６，６７７，８００円 計： ９３７，８２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ４００円 � ５００円 �
�

３００円
１９０円 枠 連（７－７） １６，３８０円

普通馬連 �� １５，４００円 馬 単 �� ２６，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１６０円 ��

��
２，０１０円
１，４７０円

��
��

２，１２０円
１，４７０円

３ 連 複 ���
���

２３，１９０円
１６，４２０円 ３ 連 単 ���

���
１３７，２２０円
１１０，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２９０４１４ 的中 � １３４９４（９番人気）
複勝票数 計 ４２７８５６ 的中 �

�
１９７１２
５５６９８

（９番人気）
（３番人気）

� １４８２６（１０番人気）� ２８００３（８番人気）

枠連票数 計 ４３１３２９ 的中 （７－７） １９４４（３２番人気）
普通馬連票数 計１４９０６６０ 的中 �� ７１４８（５５番人気）
馬単票数 計 ９０４５４２ 的中 �� ２５２６（９４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１１３１９ 的中 ��

��
２７９１
２８５６
（４８番人気）
（４６番人気）

��
��

３０１６
４１８２
（４２番人気）
（３０番人気）

�� ４１８０（３１番人気）

３連複票数 計１７５５３３５ 的中 ��� ２７９２（１６５番人気） ��� ３９４８（１１３番人気）
３連単票数 計３６６６７７８ 的中 ��� ９８６（９０１番人気） ��� １２２１（７４０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１１．６―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４５．６―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンダンサー �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００７．４．１４ 阪神５着

２００４．２．２４生 牝４鹿 母 ウエスタンローズ 母母 ミュージカルラーク １４戦４勝 賞金 ４３，００４，０００円



２７０４６ ９月２１日 曇 重 （２０阪神４）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�第２６回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （秋華賞トライアル） （芝・右・外）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
関西テレビ放送賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，２７４，０００円 ３６４，０００円 １８２，０００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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

８１８ マイネレーツェル 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１２＋１２１：４７．３ ２３．２�

５１０ ムードインディゴ 牝３栗 ５４ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－１８ 〃 ハナ ２９．０�
６１１ レ ジ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４４＋ ４１：４７．４クビ ２．７�
４８ オ デ ィ ー ル 牝３芦 ５４ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０＋１０１：４７．８２� １０．６�
３５ メイショウベルーガ 牝３芦 ５４ 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ８１：４７．９� ６．３�
１１ トールポピー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７６＋１４１：４８．０� ４．０	
３６ エアパスカル 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４１６± ０１：４８．１� ２６．５

８１７� ハートオブクィーン 牝３青鹿５４ 幸 英明泉 俊二氏 水野 貴広 門別 木村牧場 ４６８－ ６１：４８．３１� ５１．８�
５９ ローズカットダイヤ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：４８．４� ９８．９�
８１６ サワヤカラスカル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４３６＋１０１：４８．８２� １００．８
２４ 	 オグリオトメ 牝３青 ５４ 佐藤 友則小栗 孝一氏 山中 輝久 三石 稲葉牧場 ４０６－ ５１：４９．０１� １７１．４�

（笠松） （笠松）

７１５ メイショウアサガオ 牝３青 ５４ 和田 竜二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ ８９．４�
１２ トラストパープル 牝３黒鹿５４ 角田 晃一菅波 雅巳氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ４５４－ ６１：４９．１クビ ７１．７�
６１２ ダイワスピリット 牝３栗 ５４ 鮫島 良太大城 敬三氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ４５２－１０１：４９．２� ２２．０�
４７ ブラックエンブレム 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：４９．４１� ７．２�
７１４ ウォーターリメイン 牝３栗 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１２＋ ４１：５０．２５ １２９．６�
７１３ ジョーイロンデル 牝３芦 ５４ 太宰 啓介上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４９６＋ １ 〃 ハナ ２５３．４�
２３ ブライティアカペラ 牝３栗 ５４ 上村 洋行小林 昌志氏 湯窪 幸雄 門別 大沢育成牧場 ４３４－１０１：５２．２大差 ２９４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１４，４２７，５００円 複勝： １３６，８０２，７００円 枠連： １３３，６６８，４００円

普通馬連： ６７９，０５３，９００円 馬単： ４１３，４６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５０，３３８，０００円

３連複： ７３４，４７３，２００円 ３連単： １，８７８，３０７，２００円 計： ４，２４０，５３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ５７０円 � ６４０円 � １３０円 枠 連（５－８） ７，４７０円

普通馬連 �� ２３，０４０円 馬 単 �� ４６，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１９０円 �� １，０７０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� １５，９２０円 ３ 連 単 ��� １５１，６００円

票 数

単勝票数 計１１４４２７５ 的中 � ３８８７８（７番人気）
複勝票数 計１３６８０２７ 的中 � ４８０３０（７番人気）� ４１９０１（８番人気）� ４１８０３５（１番人気）
枠連票数 計１３３６６８４ 的中 （５－８） １３２１７（２３番人気）
普通馬連票数 計６７９０５３９ 的中 �� ２１７５７（４６番人気）
馬単票数 計４１３４６１１ 的中 �� ６５０６（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５０３３８０ 的中 �� ６８６５（４５番人気）�� ３５３１３（１０番人気）�� ３４３４６（１１番人気）
３連複票数 計７３４４７３２ 的中 ��� ３４０６３（４６番人気）
３連単票数 計１８７８３０７２ 的中 ��� ９１４４（３５８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．５―１２．１―１２．１―１２．２―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．９―５９．０―１：１１．１―１：２３．３―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．２
３ ６，１２－（７，１３）（８，１７）（３，２，１１，１８）（１，５，１５）（４，９，１０）－１６－１４ ４ ６，１２（７，１３，１７）（８，１１，１８）（２，１５）（１，５，１０）９－４，１６，３，１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネレーツェル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．７．２１ 小倉１着

２００５．４．４生 牝３鹿 母 ケイアイベール 母母 ダイアナスキー １２戦４勝 賞金 １４９，３２７，０００円
〔発走状況〕 トラストパープル号は，枠入り不良。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりマイネレーツェル号・ムードインディゴ号・レジネッタ号は，秋華賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０４７ ９月２１日 曇 重 （２０阪神４）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�

み ま さ か

美 作 特 別
発走１６時１０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 １７５，０００円 ５０，０００円 ２５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６６ ナ イ ア ガ ラ 牡５芦 ５７ 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６８－１６２：０４．７ ５．６�

２２ マルカハンニバル 牡４黒鹿５７ 角田 晃一河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４７８＋ ８ 〃 ハナ ４．３�
１１ アヴェンティーノ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－１６２：０４．８� ６．２�
４４ アペリティフ �５鹿 ５７ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０２＋１０２：０４．９クビ １．８�
３３ ショウナンサリーレ 牝５青 ５５ 小牧 太�湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７０－ ４２：０６．１７ ２５．２�
５５ 	 シ ョ ウ ケ イ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５０２－ ４２：０７．１６ １４．２	

（６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７０５，５００円 複勝： ２５，１５９，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７２，５５３，８００円 馬単： ７０，４２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６４５，０００円

３連複： ６０，３５８，５００円 ３連単： ２８０，７４８，６００円 計： ５５５，５９９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ４５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� １０，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３１７０５５ 的中 � ４４６３０（３番人気）
複勝票数 計 ２５１５９８ 的中 � ３３４１７（４番人気）� ５３１７１（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２５５３８ 的中 �� ４１９５９（６番人気）
馬単票数 計 ７０４２７９ 的中 �� ２０４５０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６４５０ 的中 �� １０８１２（５番人気）�� ７５５６（７番人気）�� １３１９３（４番人気）
３連複票数 計 ６０３５８５ 的中 ��� １９７９７（８番人気）
３連単票数 計２８０７４８６ 的中 ��� １９４４６（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．８―３９．３―５２．８―１：０５．５―１：１７．２―１：２８．５―１：３９．９―１：５１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３６．２
１
３
２，６（１，４）－（３，５）・（２，６，４）－１，５，３

２
４
２，６（１，４）－（３，５）・（２，６，４）－１＝（３，５）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナ イ ア ガ ラ 

�
父 Fantastic Light 


�
母父 Highest Honor デビュー ２００５．１２．１７ 阪神２着

２００３．３．２９生 牡５芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie ９戦４勝 賞金 ５３，８７３，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２７０４８ ９月２１日 曇 不良 （２０阪神４）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時４０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

５７ プロフェッショナル 牡３青 ５４ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０４－ ８１：５１．７ ２．２�

１１ グランプリサクセス 牡４芦 ５７ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４４８－ ６１：５１．９１� ７．８�
７１１ スリーベイダー �４黒鹿５７ 太宰 啓介永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ １４．１�
２２ メイショウエンジン 牡４栗 ５７

５６ ☆浜中 俊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ６１：５２．０クビ ７．３�
６８ 	 アキノキャプテン 牡４黒鹿５７ 福永 祐一穐吉 正孝氏 角居 勝彦 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６４－ ５１：５２．２１
 ３１．３�
８１２� マルブツセンター 牡４栗 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４７０＋１２１：５２．３クビ ５．３�
４５ � ダブルダンスシチー 牡４栗 ５７ 中村 将之 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 米 Chad

Schumer ４９４＋ ２ 〃 クビ １６．０	
３３ カリスマシャチョウ 牡３鹿 ５４ 幸 英明池田 實氏 武田 博 浦河トラストスリーファーム ４６２－ ６１：５２．６２ ５４．９

８１３ アルトップラン 牡３栗 ５４ 藤岡 佑介�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９８＋ ６１：５２．８１
 １０．２�
５６ 	 マルイチハート 牡５黒鹿 ５７

５５ △田中 健小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 福岡 光夫 ４４６＋ ４１：５３．０１� １９５．４
４４ マイネルカンターレ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモビューファーム ４８０－ ６１：５３．１クビ ３９．６�
７１０	 ワンダーフガタ 牡４鹿 ５７

５５ △田中 克典山本 信行氏 領家 政蔵 三石 フクダファーム ５１２＋２０１：５３．８４ １４６．０�
６９ レプラコーン 牡３栗 ５４ 赤木高太郎 �社台レースホース池江 泰寿 三石 片山 修 ４８０－ ８１：５４．３３ ３２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５５，０７４，６００円 複勝： ６７，０４２，５００円 枠連： ５３，９５６，５００円

普通馬連： ２２０，２８５，９００円 馬単： １５１，２９３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，６８２，９００円

３連複： ２２７，２１３，９００円 ３連単： ６３２，５５２，１００円 計： １，４６９，１０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（１－５） ８５０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５２０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 ��� ９，８３０円

票 数

単勝票数 計 ５５０７４６ 的中 � ２０００１２（１番人気）
複勝票数 計 ６７０４２５ 的中 � １８５５４２（１番人気）� ７９９５４（４番人気）� ４９４７２（６番人気）
枠連票数 計 ５３９５６５ 的中 （１－５） ４７２１７（２番人気）
普通馬連票数 計２２０２８５９ 的中 �� １８５１６９（２番人気）
馬単票数 計１５１２９３１ 的中 �� ８４２２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１６８２９ 的中 �� ４５４５４（２番人気）�� ２９５２８（５番人気）�� １１３４８（１６番人気）
３連複票数 計２２７２１３９ 的中 ��� ５５４９３（９番人気）
３連単票数 計６３２５５２１ 的中 ��� ４７４９２（１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．４―１２．８―１２．３―１２．１―１２．３―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３８．０―５０．８―１：０３．１―１：１５．２―１：２７．５―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プロフェッショナル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Kris S. デビュー ２００８．１．１９ 京都５着

２００５．２．２６生 牡３青 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド ９戦２勝 賞金 ２１，１５０，０００円



（２０阪神４）第４日 ９月２１日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １５１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

２６９，９２０，０００円
３，９４０，０００円
１３，５１０，０００円
２，５７０，０００円
２６，７３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５２，９３２，０００円
４，７６２，２００円
１，５２５，１００円

勝馬投票券売得金
３５１，７６５，９００円
４３９，１６９，７００円
３２７，６４９，２００円
１，４９２，６９１，７００円
１，０５０，７２２，５００円
３８７，１６３，９００円
１，６５９，１５３，５００円
４，０９３，４０４，５００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 ９，８０１，７２０，９００円

総入場人員 ２２，２４９名 （有料入場人員 ２１，１４９名）




