
２６０２５ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５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

７９ セトノメジャー 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４８４－ ４１：５６．１ ２．９�

４４ ウイントランザム 牡２鹿 ５４
５１ ▲松山 弘平�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４５２＋ ２１：５６．６３ ８．０�

２２ メイショウエバモア 牡２芦 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ６ 〃 アタマ ６．４�
３３ マイネルラディウス 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 村中牧場 ４９０± ０１：５６．９２ ５．４�
７１０ スーサンストリーム 牡２芦 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３８＋ ２１：５７．６４ ２１．４�
５６ ナリタシルクロード 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ４１：５７．７クビ ３９．５	
６７ マイネルセラーノス 牡２栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋１２１：５８．０２ ８．０

５５ ペプチドルパン 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋ ６１：５８．９５ ５．０�
８１１ テンシノカフェ 牡２鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 日高 千葉飯田牧場 ４６４＋ ２２：００．７大差 １２３．４�
１１ ラブハミング 牝２青鹿 ５４

５２ △田中 健高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４５４－ ４２：０１．２３ ６４．７�
６８ ダンツウォッチ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介山元 哲二氏 田所 清広 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ６２：０２．７９ １１９．９�
８１２ コスモマントナン 牡２黒鹿５４ 浜中 俊 ビッグレッドファーム 服部 利之 新ひだか 山際セントラルスタッド ４５８＋ ２２：０３．６５ ７０．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，８６８，６００円 複勝： ２０，５８１，８００円 枠連： １０，６６５，２００円

普通馬連： ４６，０２０，３００円 馬単： ３５，３６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７０６，７００円

３連複： ６１，４３３，０００円 ３連単： １００，５２５，５００円 計： ３０６，１６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（４－７） ９１０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ３６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� ８，３３０円

票 数

単勝票数 計 １３８６８６ 的中 � ３８５５３（１番人気）
複勝票数 計 ２０５８１８ 的中 � ５３８４１（１番人気）� ２１０９３（５番人気）� ２４４２９（４番人気）
枠連票数 計 １０６６５２ 的中 （４－７） ８６９７（５番人気）
普通馬連票数 計 ４６０２０３ 的中 �� ２９１５８（５番人気）
馬単票数 計 ３５３６２０ 的中 �� １３４５９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７０６７ 的中 �� ９２４４（４番人気）�� １３２４１（３番人気）�� ５５５８（１２番人気）
３連複票数 計 ６１４３３０ 的中 ��� ２３５７７（６番人気）
３連単票数 計１００５２５５ 的中 ��� ８９０８（１７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．６―１３．５―１３．０―１２．６―１２．４―１３．０―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３７．９―５１．４―１：０４．４―１：１７．０―１：２９．４―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
１
３
９（３，４）７（２，５）（１０，８）（１，１１，１２）－６
９（３，４）－（２，７）（１０，５）（８，６）（１１，１２）－１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

セトノメジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００９．８．２ 札幌４着

２００７．４．９生 牡２鹿 母 サンセットバレー 母母 スカーレットリボン ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブハミング号・ダンツウォッチ号・コスモマントナン号は，平成２１年１０月２０日まで平地競走に

出走できない。



２６０２６ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

３３ メイショウタフ 牡２黒鹿５４ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５１０－ ２１：２２．６ ２．６�

８１１ ライブリフライト 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三加藤 哲郎氏 木原 一良 浦河 高村牧場 ４６４± ０１：２２．７� ５．９�
４４ アスカクリチャン 牡２鹿 ５４ 武 豊上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４６０± ０１：２２．８クビ ３．９�
２２ ラブソネット 牝２鹿 ５４ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：２３．４３� ７．７�
８１０ ポールラッシュ 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１２－ ６１：２３．７１� ３６．３�
６６ ユキノヒーロー 牡２芦 ５４ 太宰 啓介遠藤 宗義氏 本田 優 日高 川端 正博 ４６６－ ４ 〃 ハナ ４．７�
５５ カシノミニパイン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 有限会社石川牧場 ４４０－１６ 〃 クビ ４７．５	
７９ エンムスビヒメ 牝２鹿 ５４ 幸 英明西村新一郎氏 境 直行 新ひだか 坂本 春雄 ４２６－１０１：２４．０２ ２０１．０

６７ マッシヴジェネラル 牡２青 ５４ 小林 徹弥小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４５６＋ ４ 〃 アタマ ５３．２�
１１ シゲルイエヤス 牡２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 古本 正則 ４９６＋ ２１：２４．６３� ５３．４�
７８ シゲルオナベノカタ 牝２黒鹿５４ 上村 洋行森中 蕃氏 服部 利之 日高 藤本ファーム ４３８± ０１：３０．７大差 ２２７．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，０８３，１００円 複勝： ２８，２４０，７００円 枠連： １０，９６５，９００円

普通馬連： ４３，４７９，０００円 馬単： ３８，０２４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１６４，１００円

３連複： ５４，６７８，３００円 ３連単： １１１，９５０，３００円 計： ３２０，５８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－８） ５８０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ３，９２０円

票 数

単勝票数 計 １７０８３１ 的中 � ５３１２８（１番人気）
複勝票数 計 ２８２４０７ 的中 � ８７３００（１番人気）� ４２２１８（４番人気）� ４８２０５（２番人気）
枠連票数 計 １０９６５９ 的中 （３－８） １４０９０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４３４７９０ 的中 �� ４６８１１（３番人気）
馬単票数 計 ３８０２４７ 的中 �� ２４４０９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１６４１ 的中 �� １４４０８（３番人気）�� ２０９６１（１番人気）�� １０２８６（５番人気）
３連複票数 計 ５４６７８３ 的中 ��� ４５９７８（２番人気）
３連単票数 計１１１９５０３ 的中 ��� ２１１１４（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．３―１１．８―１２．０―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３３．９―４５．７―５７．７―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウタフ �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．８．３０ 小倉３着

２００７．３．１８生 牡２黒鹿 母 マイヒマワリ 母母 ベルヴェデーレ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 メイショウタフ号の騎手和田竜二は，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５０，０００円。（４番・１１番への

進路影響）
〔その他〕 シゲルオナベノカタ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。



２６０２７ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５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
１：０８．７

重

重

６９ ストームツイスター 牝３栗 ５４ 福永 祐一太田 美實氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 ４６０－ ６１：１３．３ ２．１�

５８ アイファージャンボ 牡３青鹿５６ 浜中 俊中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５３０＋１０ 〃 クビ ２．４�
６１０ ビ ー ク ー ル 牡３栗 ５６

５４ △荻野 琢真新木 鈴子氏 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４６２＋ ２１：１４．２５ ２３．３�
７１２ マックスコヒヌール 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ １８．６�
５７ シャトーラム 牝３栗 ５４ 小坂 忠士円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５４＋１０１：１４．４� ３０１．８�
８１３ プリティファイナル 牝３芦 ５４

５１ ▲松山 弘平小園 孝一氏 領家 政蔵 鹿児島 小園 孝一 ４２６＋ ４ 〃 アタマ １３．３�
４６ シルクシグナル 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４９８± ０１：１５．３５ ３２４．５�
２２ ニシノオルティア 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三西山 茂行氏 須貝 尚介 鵡川 西山牧場 ４４２－ ６１：１５．４� ３５．２	
３４ パイオニアシチー 牡３鹿 ５６ 橋本 美純 
友駿ホースクラブ 作田 誠二 静内 出羽牧場 ４４４＋ ３１：１５．６１� １１６．１�
３３ ファスキナーレ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 静内 矢野牧場 ４８８－ ６１：１５．８１� １８．６�
１１ ラガージャンプ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦奥村 啓二氏 北出 成人 静内 今 牧場 ４５４－１２１：１６．２２� ３８９．４
７１１ シゲルセンガミネ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 ５００－ ２１：１６．４１� ４１７．５�
４５ サンレイフレンド 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ １７．２�
８１４ シ ェ ダ ル 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 酒井牧場 B４５０－１２１：１７．６７ ５２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７６２，０００円 複勝： ２９，１０８，６００円 枠連： １４，３９２，３００円

普通馬連： ４９，０３３，３００円 馬単： ４７，７９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４４７，１００円

３連複： ６５，１８９，９００円 ３連単： １３３，３５７，４００円 計： ３７９，０８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ２１０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４００円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ２，２５０円

票 数

単勝票数 計 １９７６２０ 的中 � ７６４９４（１番人気）
複勝票数 計 ２９１０８６ 的中 � １２１７５９（１番人気）� ７３９６６（２番人気）� １３６３３（６番人気）
枠連票数 計 １４３９２３ 的中 （５－６） ５１５６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９０３３３ 的中 �� １７９５９２（１番人気）
馬単票数 計 ４７７９９２ 的中 �� ９５２１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４４７１ 的中 �� ５５９９２（１番人気）�� １００１９（４番人気）�� ６３２５（１０番人気）
３連複票数 計 ６５１８９９ 的中 ��� ５７７４９（２番人気）
３連単票数 計１３３３５７４ 的中 ��� ４３８２３（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．６―１２．５―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．０―４７．５―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストームツイスター �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１．３１ 京都４着

２００６．５．２３生 牝３栗 母 テンザンストーム 母母 Rythmical ５戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔その他〕 シェダル号は，競走中に疾病〔左大腿骨々折〕を発症。なお，同馬は予後不良。



２６０２８ ９月２０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１阪神４）第３日 第４競走 ２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時５０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

４４ マイネルテセウス 牡６鹿 ６０ 小坂 忠士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ２３：１７．４ ４．５�

７９ ゴールデンカイザー 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４５８－ ２３：１８．６７ ２．９�
２２ � ワンダーパートナ 牝５鹿 ５８ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４１０＋１２３：１９．３４ ３．２�
５５ エーシンダボーブイ 牡４鹿 ６０ 西谷 誠�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４７４－ ４３：２１．８大差 ７．８�
１１ シースピアー 牡３栗 ５８ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７２＋１２３：２２．１２ ９２．２�
８１２ メイショウデイジー 牝４鹿 ５８ 菊地 昇吾松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４５４＋ ４３：２２．５２� ８８．２�
３３ カシノダンク 牡５鹿 ６０ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ４９６－ ４３：２２．８１� ８５．５	
６７ タムロスターディ 牡６鹿 ６０ 高井 彰大谷口 屯氏 西園 正都 静内 高橋 誠次 ４６２＋ ４３：２２．９� １６．７

７１０� オーミプラネット 牡５栗 ６０ 岩崎 祐己岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ５０４－ ４３：２３．８５ ３９．７�
５６ キタサンユキ 牝４青 ５８ 黒岩 悠�大野商事 須貝 彦三 静内 カタオカステーブル ４７２－１２３：２９．３大差 ８４．４
８１１ トウケイビクトリー 牡３鹿 ５８ 今村 康成木村 信彦氏 清水 出美 静内 田原橋本牧場 ５０２－ ６３：３１．９大差 ９２．９�
６８ ジャストルーラー 牡３鹿 ５８ 穂苅 寿彦臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６－ ６ （競走中止） ９．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，１９４，９００円 複勝： １４，５４９，３００円 枠連： １２，８３８，４００円

普通馬連： ３７，４９５，３００円 馬単： ３５，６２５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５４１，９００円

３連複： ５６，８７１，６００円 ３連単： １０４，４８５，５００円 計： ２９１，６０２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（４－７） ７１０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３１０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ４，５６０円

票 数

単勝票数 計 １５１９４９ 的中 � ２６８０６（３番人気）
複勝票数 計 １４５４９３ 的中 � １９５９７（３番人気）� ３９４８７（１番人気）� ２８６１２（２番人気）
枠連票数 計 １２８３８４ 的中 （４－７） １３３７１（４番人気）
普通馬連票数 計 ３７４９５３ 的中 �� ３８０１２（２番人気）
馬単票数 計 ３５６２５８ 的中 �� １６２４３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５４１９ 的中 �� １１４３６（２番人気）�� １１２８１（３番人気）�� １８９６７（１番人気）
３連複票数 計 ５６８７１６ 的中 ��� ５１５４８（１番人気）
３連単票数 計１０４４８５５ 的中 ��� １６９２７（９番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５２．８－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルテセウス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００５．６．１９ 函館６着

２００３．５．１９生 牡６鹿 母 グリークシアター 母母 ダイナアテイカ 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 ジャストルーラー号は，１周目７号障害〔いけ垣〕飛越後に左手綱が切れたため１周目正面の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ジャストルーラー号の調教師戸田博文は，１周目７号障害〔いけ垣〕飛越後に左手綱が切れたことについて過怠金５０，０００円。



２６０２９ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

６７ サクラエルドール 牡２青 ５４ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４７８ ―１：５０．９ １．９�

８１１ グランドチャペル 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８ ―１：５１．１１ ７．０�

４４ ピ ノ ブ ラ ン 牝２芦 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２ ―１：５１．３１� ５０．０�

６６ エンクリプション 牡２青 ５４ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４８４ ― 〃 ハナ ４．５�

７８ バンブーヴィーナス 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４７４ ―１：５１．４� ４３．６�
３３ ハードダダンダン 牡２黒鹿５４ 藤岡 佑介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６６ ―１：５１．５� ２３４．１	
５５ コスモサイキック 牡２青 ５４ 浜中 俊 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４７２ ― 〃 ハナ ３０．６

８１０� バルデッツァ 牡２黒鹿５４ 秋山真一郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 米 Bill
McDowell ５００ ―１：５１．７１� １８．８�

７９ オリオンザカフェ 牡２黒鹿 ５４
５１ ▲松山 弘平平本 敏夫氏 作田 誠二 新ひだか 荒木 貴宏 ４５８ ―１：５１．８クビ １１７．３�

１１ カルロスバローズ 牡２黒鹿５４ 幸 英明猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド ４８４ ―１：５２．１２ ３４．６
２２ セブンスコード 牡２黒鹿５４ 武 豊 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８ ―１：５２．３１ ５．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，６２７，４００円 複勝： ２８，３７２，５００円 枠連： １３，２６１，９００円

普通馬連： ４９，２５９，２００円 馬単： ４６，３９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３６８，９００円

３連複： ６３，７１７，４００円 ３連単： １３１，３７８，１００円 計： ３７５，３８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ５９０円 枠 連（６－８） ３９０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，３１０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� １６，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２４６２７４ 的中 � １０４１４５（１番人気）
複勝票数 計 ２８３７２５ 的中 � １０４４００（１番人気）� ３３９１５（４番人気）� ７５５７（９番人気）
枠連票数 計 １３２６１９ 的中 （６－８） ２５６４４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９２５９２ 的中 �� ５９７７６（３番人気）
馬単票数 計 ４６３９７２ 的中 �� ３９９１１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３６８９ 的中 �� ２０４１４（３番人気）�� ３１４９（１４番人気）�� １９９８（２１番人気）
３連複票数 計 ６３７１７４ 的中 ��� ８２３１（１９番人気）
３連単票数 計１３１３７８１ 的中 ��� ５８５０（５２番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．８―１２．６―１３．３―１２．９―１２．４―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．０―３７．６―５０．９―１：０３．８―１：１６．２―１：２７．８―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．７
３ ８，１０（４，１１）（７，９）１（６，５）３，２ ４ ・（８，１０）（４，１１）７（１，９）（６，５）（２，３）

勝馬の
紹 介

サクラエルドール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラユタカオー 初出走

２００７．５．２６生 牡２青 母 サクラフューチャー 母母 ローラローラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０３０ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１５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

７８ スーパーオービット 牡３鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４０－ ８２：２６．８ ２．８�

６６ ダディーズウォーズ 牡３黒鹿５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８± ０２：２７．０１ ３．０�

７７ マーブルファイブ 牡４鹿 ５７
５４ ▲松山 弘平下村 直氏 田所 清広 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５２－ ８２：２７．３２ ５８．９�
３３ ジャングルケイ 牡３鹿 ５４ 小牧 太国田 正忠氏 橋口弘次郎 早来（有）ノーザンレーシング ４７０＋１０２：２７．５１� １２．２�
４４ ニシノシャア 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８４－ ２２：２７．８１� １０２．３�
８１０ グ リ フ ィ ス 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ２２：２７．９� １５．８	
１１ テンシノマズル 牡３鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４２＋ ２２：２８．０� ６．９

５５ レイナソフィア 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９０－１０ 〃 クビ ４．８�
８９ 	 シーシャトー 牡４鹿 ５７ 高野 容輔藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４６＋ ２２：２８．６３� ２２９．０�
２２ スリーロゼット 牝３鹿 ５２

４９ ▲国分 恭介永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４２４－ ４ 〃 ハナ ３２．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２４，０００円 複勝： ２８，５５９，１００円 枠連： １２，１０８，２００円

普通馬連： ５５，６０４，７００円 馬単： ４６，３１３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０７７，１００円

３連複： ６９，４６３，３００円 ３連単： １５２，３４１，２００円 計： ４０６，２９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ８７０円 枠 連（６－７） ４３０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２，３８０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� ６，５００円 ３ 連 単 ��� １９，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２１８２４０ 的中 � ６２５９５（１番人気）
複勝票数 計 ２８５５９１ 的中 � ７５５６４（１番人気）� ６９６７６（２番人気）� ４８１３（８番人気）
枠連票数 計 １２１０８２ 的中 （６－７） ２０７８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５６０４７ 的中 �� ９３７２３（１番人気）
馬単票数 計 ４６３１３７ 的中 �� ４１７８９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００７７１ 的中 �� ２６０７８（１番人気）�� １８２７（２３番人気）�� １９１０（２２番人気）
３連複票数 計 ６９４６３３ 的中 ��� ７８９６（２３番人気）
３連単票数 計１５２３４１２ 的中 ��� ５８６２（７２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．９―１２．１―１２．７―１２．５―１２．９―１２．５―１２．１―１１．９―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．１―３６．０―４８．１―１：００．８―１：１３．３―１：２６．２―１：３８．７―１：５０．８―２：０２．７―２：１４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
１
３
１－（２，３）４－（５，９）１０，８，７，６
１－２－３，４（９，１０）（５，７）８－６

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

勝馬の
紹 介

スーパーオービット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．４．１９ 福島８着

２００６．３．２生 牡３鹿 母 マークリマニッシュ 母母 マークリシルバー ８戦２勝 賞金 １８，４５０，０００円
〔制裁〕 ニシノシャア号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
※レイナソフィア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０３１ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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
１：４７．８

重

重

１１ オークヒルズ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４５２－１０１：５５．０ ４．０�

７１０ アドマイヤインディ 牝３栗 ５２ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４４４＋１０１：５５．２１� ７．２�
５６ カ ス ガ 牝３鹿 ５２

４９ ▲松山 弘平高山 裕基氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８－ ２１：５５．５２ ６．２�
７１１ ホクトスワン 牝３黒鹿５２ 鮫島 良太布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４６０＋ ４１：５６．０３ ３４．６�
８１２ アマゾネスバイオ 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：５６．１� ２．９�
４５ パープルスター 牝３鹿 ５２ 安藤 光彰松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４９０－ ６１：５６．２� ２９．９�
３３ � オーミメリッサ 牝５青 ５５ 川島 信二岩� 僖澄氏 田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５０＋ ６ 〃 アタマ １５１．９	
５７ オースミマコ 牝４鹿 ５５ 幸 英明�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：５６．５１� ５７．６

６８ ビッグローズ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ４３８＋ ８１：５６．６� ２１．０�
４４ メイショウコレット 牝５栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５６＋１６１：５６．７� １８．５
８１３� イニミタブル 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ５０２＋１４１：５６．８クビ １６．５�
２２ � テーオークレバー 牝５鹿 ５５ 福永 祐一小笹 公也氏 須貝 尚介 新冠 秋田牧場 ４９２＋ ８１：５７．８６ ３６．０�
６９ フィーリングトーン 牝３黒鹿５２ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋２４１：５８．２２� １１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，０４７，４００円 複勝： ３５，２１３，６００円 枠連： ２１，６１８，９００円

普通馬連： ８１，５０６，８００円 馬単： ５６，５９１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９９５，４００円

３連複： １０３，８１５，５００円 ３連単： １８１，０９１，４００円 計： ５３２，８８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（１－７） １，４６０円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ５００円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，４６０円 ３ 連 単 ��� １９，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２４０４７４ 的中 � ４７９７７（２番人気）
複勝票数 計 ３５２１３６ 的中 � ５８８３０（２番人気）� ３７６２６（４番人気）� ４５６８８（３番人気）
枠連票数 計 ２１６１８９ 的中 （１－７） １０９７１（７番人気）
普通馬連票数 計 ８１５０６８ 的中 �� ３０８５９（５番人気）
馬単票数 計 ５６５９１４ 的中 �� １１３８９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９９５４ 的中 �� ９７２０（５番人気）�� １５１２１（４番人気）�� ９１２２（６番人気）
３連複票数 計１０３８１５５ 的中 ��� ２２１７３（８番人気）
３連単票数 計１８１０９１４ 的中 ��� ６７２０（４６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１３．６―１３．２―１３．０―１３．０―１２．９―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３８．０―５１．２―１：０４．２―１：１７．２―１：３０．１―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．８
１
３
９，１０，１（５，１３）－２，８，６－４，１１（３，７，１２）・（９，１０）（１，５）（２，１３）６，８，４（１１，１２，７）３

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

勝馬の
紹 介

オークヒルズ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Theatrical デビュー ２００８．２．２４ 京都５着

２００５．５．２９生 牝４黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct １４戦３勝 賞金 ３０，８２０，０００円
※出走取消馬 ガーデンスタイル号（疾病〔右上眼瞼部挫創〕のため）



２６０３２ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第８競走 ��
��１，８００�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走１４時２５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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

５５ リルダヴァル 牡２栗 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４１：４７．２ １．４�

４４ � コスモファントム 牡２鹿 ５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ４８０－ ２１：４７．６２� ２８．８�

３３ タイセイワイルド 牡２鹿 ５４ 福永 祐一田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ６１：４７．８１	 １８．８�
１１ アマファソン 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２１：４７．９
 ７．８�
６６ � エイシンアポロン 牡２栗 ５４ 小牧 太平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-

let Syndicate ４９６＋ ６１：４８．３２� ５．２�
８８ ロトディパーチャー 牡２鹿 ５４ 四位 洋文國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４６０－ ２１：４８．６２ ５８．７�
８９ テイエムハエゲナ 牡２鹿 ５４ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３６－ ６１：４８．８１� １５３．５	
２２ ベストブルーム 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：４８．９クビ １５．５

７７ � カットイッタウト 牡２栗 ５４ 川田 将雅平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４２８＋１０１：４９．２１
 １２８．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４４，４５３，９００円 複勝： １０５，２８７，０００円 枠連： １７，７８６，９００円

普通馬連： ８２，６０９，７００円 馬単： ９４，７１２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３８９，３００円

３連複： ９４，０９８，７００円 ３連単： ３４８，７２２，２００円 計： ８２０，０５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ２，２６０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ３９０円 �� ２，１９０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� １５，８００円

票 数

単勝票数 計 ４４４５３９ 的中 � ２６６９３５（１番人気）
複勝票数 計１０５２８７０ 的中 � ７４３８７７（１番人気）� ２１８３９（６番人気）� ３３１２７（５番人気）
枠連票数 計 １７７８６９ 的中 （４－５） ５８３０（８番人気）
普通馬連票数 計 ８２６０９７ 的中 �� ２９１９７（６番人気）
馬単票数 計 ９４７１２２ 的中 �� ３０４２０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３８９３ 的中 �� １１２４６（８番人気）�� ２２７４０（４番人気）�� ３３４２（１８番人気）
３連複票数 計 ９４０９８７ 的中 ��� １４７８９（１５番人気）
３連単票数 計３４８７２２２ 的中 ��� １６２９８（４５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１１．８―１２．７―１２．６―１２．２―１１．３―１１．０―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．２―４８．９―１：０１．５―１：１３．７―１：２５．０―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３３．５
３ ３（４，９）２（５，８）（１，６）７ ４ ・（３，４）９（２，５，８）（１，６）７

勝馬の
紹 介

リルダヴァル �

父 アグネスタキオン �


母父 Thunder Gulch デビュー ２００９．８．２３ 小倉１着

２００７．４．８生 牡２栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair ２戦２勝 賞金 ２３，２０３，０００円



２６０３３ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第９競走 ��
��１，４００�

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 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３３ エイシンパンサー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４６０－ ２１：２０．２ ４．５�

８１２ ローズカットダイヤ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６２＋１２１：２０．５２ ５．７�
５７ ダノンプログラマー 牡３青鹿５５ 熊沢 重文�ダノックス 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４４４± ０ 〃 ハナ ２．１�
６９ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４６０－ ８１：２０．６� ２６．１�
５６ ナリタシリカ 牝３黒鹿５３ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４０－ ２１：２０．７� ４３．０�
４５ エーシンビーエル 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�栄進堂 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５２８＋ ６１：２１．０１� ２８．６	
１１ 	 シ テ ィ ボ ス 牡６鹿 ５７ 小牧 太服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６６－ ４１：２１．２１
 ２２．６

６８ オースミスパーク 牡４鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２０．９�
４４ カシノマイケル 牡６青鹿５７ 松山 弘平柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４５６± ０１：２１．３� ７７．５�
７１０ スカイノダン 牝３黒鹿５３ 川田 将雅江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ２１：２１．４クビ ７．０
８１３ ト シ ザ ユ カ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ ７３．３�
７１１ アンソロジー 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４４６± ０ 〃 ハナ ９２．８�
２２ メッサーシュミット 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介釘田 秀人氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４９０＋ ３１：２３．５大差 １８５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，５７８，４００円 複勝： ５９，９７１，０００円 枠連： ２９，４５５，３００円

普通馬連： １５１，２９７，７００円 馬単： １０２，８９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３２０，８００円

３連複： １８１，４２３，２００円 ３連単： ３８４，７８１，３００円 計： ９９６，７１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（３－８） １，１６０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２４０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３９５７８４ 的中 � ７０７５３（２番人気）
複勝票数 計 ５９９７１０ 的中 � ９９９２５（２番人気）� ９３７４１（３番人気）� １７８９３４（１番人気）
枠連票数 計 ２９４５５３ 的中 （３－８） １８７９０（６番人気）
普通馬連票数 計１５１２９７７ 的中 �� ８９２４６（４番人気）
馬単票数 計１０２８９０３ 的中 �� ３２７３８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３２０８ 的中 �� ２７７３７（４番人気）�� ５２７８６（１番人気）�� ４８１２１（２番人気）
３連複票数 計１８１４２３２ 的中 ��� １３８６３９（１番人気）
３連単票数 計３８４７８１３ 的中 ��� ３４９７５（１８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．３―１０．９―１１．１―１１．３―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．６―３３．５―４４．６―５５．９―１：０７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンパンサー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００７．６．１７ 阪神１着

２００５．３．２６生 牝４鹿 母 ナナコフレスコ 母母 フ レ ス コ １９戦４勝 賞金 ９３，６７４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２６０３４ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�第２７回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

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

１：４５．１
１：４４．１

良

良

２４ ブロードストリート 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４８＋ ２１：４４．７レコード ２８．２�

６１１ レッドディザイア 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４９４＋１０ 〃 クビ １．４�
７１３ クーデグレイス 牝３黒鹿５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４６２－１４１：４４．９１ ６６．７�
５９ ミクロコスモス 牝３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：４５．２１� ７．６�
３５ ボンバルリーナ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 松田 国英 追分 追分ファーム ４８６－ ２１：４５．４１ ６９．４	
８１７ チャームポット 牝３栗 ５４ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４３８＋ ８１：４５．５� １４８．３

５１０ イイデエース 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４４６－１０ 〃 クビ ２０７．３�
４７ アイアムカミノマゴ 牝３鹿 ５４ 小牧 太堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８＋１８１：４５．６� ８６．２�
２３ ワイドサファイア 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ １１．７
７１４ ワンカラット 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４９８＋１２１：４５．７� ２８．５�
４８ ジェルミナル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：４５．８クビ １３．３�
７１５ メモリーパフィア 牝３黒鹿５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４６０＋１２ 〃 アタマ ３１５．４�
８１６� ラヴェリータ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Dell Ridge

Farm ５１０＋ ４ 〃 ハナ ４８．１�
１２ ブライダルベール 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ３８６－１２１：４５．９クビ １６５．８�
８１８ イタリアンレッド 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ３３．３�
１１ ヒカルアマランサス 牝３栗 ５４ 藤岡 康太�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋３２１：４６．１１ ３６．３�
３６ クリノメダリスト 牝３栗 ５４ 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３２－１０１：４６．６３ ３１４．９�
６１２	 ダイナマイトボディ 牝３青鹿５４ 倉地 学�畠山牧場 角田 輝也 新冠 平山牧場 ４５８－ ３１：４９．６大差 ４１１．１�

（愛知） （愛知）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７５，２２３，７００円 複勝： ４１９，３６２，９００円 枠連： １４５，７４５，４００円

普通馬連： ６４１，９２５，３００円 馬単： ５２２，２８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２０，６６９，１００円

３連複： ８２８，６９２，８００円 ３連単： ２，４１６，９１２，６００円 計： ５，３７０，８１６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ４８０円 � １１０円 � ８７０円 枠 連（２－６） ３９０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６，４４０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １０，９８０円 ３ 連 単 ��� ９８，４２０円

票 数

単勝票数 計１７５２２３７ 的中 � ４９１１９（５番人気）
複勝票数 計４１９３６２９ 的中 � ８９１１３（５番人気）� ２８９７７４３（１番人気）� ４５１４６（９番人気）
枠連票数 計１４５７４５４ 的中 （２－６） ２８３０５１（１番人気）
普通馬連票数 計６４１９２５３ 的中 �� ４０４４６９（４番人気）
馬単票数 計５２２２８４３ 的中 �� ７８２５４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２０６６９１ 的中 �� ９５６２７（４番人気）�� ７９６３（４５番人気）�� ４５５７５（１１番人気）
３連複票数 計８２８６９２８ 的中 ��� ５５７０８（３２番人気）
３連単票数 計２４１６９１２６ 的中 ��� １８１２４（２１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．５―４６．３―５８．１―１：０９．５―１：２０．９―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．２
３ １５－１３，１７，８（１０，１８）（１，４，１４，１６）（３，５，１１）－７（１２，９）－２＝６ ４ １５－１３（８，１７）（１０，１８，１６）（１，４）（１４，９）（３，５，１１）（１２，７）２－６

勝馬の
紹 介

ブロードストリート �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Cozzene デビュー ２００８．１２．２１ 阪神１着

２００６．３．２８生 牝３鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla ７戦４勝 賞金 １１５，１１９，０００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） ２頭 レイナソフィア号・レジェンドブルー号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりブロードストリート号・レッドディザイア号・クーデグレイス号は，秋華賞（GⅠ）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。



２６０３５ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第１１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ メイショウアサガオ 牝４青 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４５４＋１０１：５４．０ ６．１�

３３ タマモクリエイト 牡４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１４＋ ４ 〃 クビ ３３．０�
６７ タガノクリスエス 牝４鹿 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８０－ ２１：５４．１クビ ４．３�
１１ リバプールサウンド 牡６鹿 ５７ 武 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５４０＋ ６１：５４．２� ２．６�
２２ ケージームサシ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 B４８２－１０１：５４．５１� １１．８�
５５ スマートタイタン 牡３栗 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１６＋１２１：５４．７１ ４．２	
７８ オースミマーシャル 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ２１：５４．８� １１１．８

８１１ マルサンテクニカル 牡５鹿 ５７ 川島 信二松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４７２－１４１：５５．４３� ４９．０�
７９ ナムラマハラジャ 牡５栗 ５７

５５ △田中 健奈村 信重氏 村山 明 新冠 つつみ牧場 ４８６± ０１：５５．５� ２９．４�
６６ サーユウジーン 牡６鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ３６５．７
８１０ カシノブレイヴリ 牡４鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５２２＋ ２１：５５．９２� ２０．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，７４３，７００円 複勝： ５２，０１０，６００円 枠連： ２７，５８５，０００円

普通馬連： １３４，８７２，９００円 馬単： １０１，０７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，５８８，６００円

３連複： １４５，４４２，３００円 ３連単： ３６３，５３７，４００円 計： ９０５，８５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � ６８０円 � １７０円 枠 連（３－４） ６，１７０円

普通馬連 �� ５，４２０円 馬 単 �� ９，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ４５０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ５，５５０円 ３ 連 単 ��� ３９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３８７４３７ 的中 � ５００６４（４番人気）
複勝票数 計 ５２０１０６ 的中 � ６７６４０（４番人気）� １５２９５（８番人気）� ９７７７８（２番人気）
枠連票数 計 ２７５８５０ 的中 （３－４） ３３０３（２３番人気）
普通馬連票数 計１３４８７２９ 的中 �� １８３８４（１８番人気）
馬単票数 計１０１０７８６ 的中 �� ７９７３（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２５８８６ 的中 �� ６２５７（２０番人気）�� ２５６００（５番人気）�� ６３７９（１８番人気）
３連複票数 計１４５４４２３ 的中 ��� １９３４６（２２番人気）
３連単票数 計３６３５３７４ 的中 ��� ６７９４（１２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３６．９―４９．６―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．８―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアサガオ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１２．８ 阪神６着

２００５．３．１４生 牝４青 母 ロ ス ケ イ 母母 Mount Holyoke １９戦４勝 賞金 ５３，４９１，０００円



２６０３６ ９月２０日 晴 良 （２１阪神４）第３日 第１２競走 ��１，２００�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
１：０８．７

重

重

６９ シゲルカサギヤマ 牡３栗 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４９６－ ６１：１３．２ ４．４�

７１１ ピンクペガサス 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ４９０－ ４１：１３．４１ １１．２�
８１４ ド キ ャ ー レ 牡４栗 ５７ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４７０＋ ２１：１３．５� ５．２�
５７ インプリシット 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４８４＋ ４ 〃 クビ ３９．７�
７１２ スカイビューティー 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介藤岡 康男氏 本田 優 新冠 川上牧場 ４９６－ ４１：１３．６� １４．４�
４６ テイエムハヤテオー 牡４栗 ５７ 福永 祐一竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ６．４�
８１３ サンマルハッピー 牝４栗 ５５

５３ △荻野 琢真相馬 勇氏 鶴留 明雄 門別 田端牧場 ４７８－ ６１：１３．８１� ３４．６�
１１ スリーコンビナート 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎永井商事	 野村 彰彦 新ひだか 友田牧場 ４７６＋ ２１：１３．９� ３０．５

５８ アベニールシチー 牡３鹿 ５５ 和田 竜二 	友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４５２＋ ８ 〃 ハナ １３．０�
３４ ディアアゲイン 牡４栗 ５７

５４ ▲松山 弘平村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４４８－ ２ 〃 クビ ３．５�
６１０� ネオヴェリーベリー 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８１：１４．３２� ３０．４
２２ メイショウラルー 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 恭介松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４８－１４１：１４．４� ２０９．１�
３３ スズカクロフネ 牡４芦 ５７ 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 びらとり牧場 ５２６＋２６１：１５．１４ ２９．５�

（１３頭）
４５ サ ル ラ 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８０＋１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４３，３８０，４００円 複勝： ６２，４９４，０００円 枠連： ４５，３４９，８００円

普通馬連： １７９，０６３，９００円 馬単： １１１，５４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，４６１，１００円

３連複： ２３１，７１０，５００円 ３連単： ４６７，８５９，４００円 計： １，１９７，８６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ３５０円 � ２２０円 枠 連（６－７） １，３４０円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ６，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ６７０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ６，０７０円 ３ 連 単 ��� ３４，９６０円

票 数

単勝票数 差引計 ４３３８０４（返還計 ２５５２） 的中 � ７８４３４（２番人気）
複勝票数 差引計 ６２４９４０（返還計 ４５３６） 的中 � ９８２１２（２番人気）� ４１２９６（６番人気）� ７７７６０（４番人気）
枠連票数 差引計 ４５３４９８（返還計 １５６５） 的中 （６－７） ２５０４０（７番人気）
普通馬連票数 差引計１７９０６３９（返還計 ２６００７） 的中 �� ３７６１９（１５番人気）
馬単票数 差引計１１１５４９２（返還計 １８７３６） 的中 �� １３４６１（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５６４６１１（返還計 １２１２７） 的中 �� １１２４６（１４番人気）�� ２１６７０（６番人気）�� １５０６８（１０番人気）
３連複票数 差引計２３１７１０５（返還計 ６２２９９） 的中 ��� ２８１９８（１４番人気）
３連単票数 差引計４６７８５９４（返還計１１７３６１） 的中 ��� ９８７７（１０１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１２．５―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．５―４８．０―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルカサギヤマ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００８．７．１９ 新潟３着

２００６．２．１２生 牡３栗 母 ジョーベアトリチェ 母母 ジョーエスペランス １５戦２勝 賞金 ２６，５５０，０００円
〔競走除外〕 サルラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻６分

遅延。
〔制裁〕 ディアアゲイン号の騎手松山弘平は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（８番への進路影響）

ディアアゲイン号の騎手松山弘平は，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。（３番への進路
影響）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 サルラ号は，平成２１年９月２１日から平成２１年１０月２０日まで出走停止。停止期間の満了後に発走
調教再審査。



（２１阪神４）第３日 ９月２０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４７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

２７６，７８０，０００円
２，１１０，０００円
１９，５６０，０００円
２，５４０，０００円
２８，６２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５１，４００，０００円
４，７０６，４００円
１，４５５，３００円

勝馬投票券売得金
４７７，７８７，５００円
８８３，７５１，１００円
３６１，７７３，２００円
１，５５２，１６８，１００円
１，２３８，６２８，６００円
５３５，７３０，１００円
１，９５６，５３６，５００円
４，８９６，９４２，３００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 １１，９０３，３１７，４００円

総入場人員 ３２，９４９名 （有料入場人員 ３１，５４８名）




