
２６０３７ ９月２１日 晴 良 （２１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１５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
１：４６．６

良

良

２２ ヒットジャポット 牡２黒鹿５４ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４７６＋１０１：４９．１ ３．６�

６１０ ラプリマステラ 牝２栗 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８＋１４ 〃 クビ ５．１�
５８ ローザミスティカ 牝２栗 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４１２＋ ４１：４９．３１� ９．８�
８１３ マコトヴォイジャー 牡２鹿 ５４ 川田 将雅眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５０８＋ ２１：４９．５１� ３．０�
５７ シルクアーネスト 牡２栗 ５４

５１ ▲松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４６２－１４１：４９．６� １０．７�
８１４ シルクゴスホーク 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク中村 均 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－１２ 〃 ハナ ６．３�
６９ ケイアイマックス 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠 	啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４７８－ ６ 〃 アタマ ２９．５

１１ ヤマニンシャスール 牡２鹿 ５４ 和田 竜二土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４５４－ ２１：４９．８１� １４０．８�
７１１ エイシンナナツボシ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４９０－ ６ 〃 クビ １８９．５�
７１２ テーオーケンシン 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 浦河 谷口牧場 ４６０－ ２１：４９．９� ６６．９
３３ ヒシボールドウィン 牡２芦 ５４ 石橋 守阿部雅一郎氏 佐山 優 日高 若林 武雄 ４２８－ ２１：５０．４３ １９４．２�
４５ ア ン ク 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介�ミルファーム 宮 徹 浦河 ミルファーム ４３２＋ ２１：５０．５クビ ３５９．６�
３４ タイトーフォルテ 牡２青 ５４ 幸 英明後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 山際セントラルスタッド ４７０＋ ６１：５０．６� ５７．９�
４６ ゼ ッ ト フ ジ 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介�フォーレスト 田所 清広 新ひだか 今 牧場 ４６０＋ ８１：５１．６６ ３８８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８８５，２００円 複勝： ２７，９９１，２００円 枠連： １５，２２７，３００円

普通馬連： ４５，３５１，６００円 馬単： ３６，２２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６０３，７００円

３連複： ６１，９５６，６００円 ３連単： １０５，１９３，９００円 計： ３２７，４３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ９８０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ５８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １０，５６０円

票 数

単勝票数 計 １７８８５２ 的中 � ４０１７１（２番人気）
複勝票数 計 ２７９９１２ 的中 � ５８０１２（２番人気）� ３０６５１（４番人気）� ２６１５５（５番人気）
枠連票数 計 １５２２７３ 的中 （２－６） １１５７４（６番人気）
普通馬連票数 計 ４５３５１６ 的中 �� ３４２７８（３番人気）
馬単票数 計 ３６２２３９ 的中 �� １３７８７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６０３７ 的中 �� １０２２８（４番人気）�� ７４２２（８番人気）�� ６０１６（１０番人気）
３連複票数 計 ６１９５６６ 的中 ��� １８５５７（６番人気）
３連単票数 計１０５１９３９ 的中 ��� ７３５４（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．２―４８．２―１：０１．２―１：１３．９―１：２５．７―１：３７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒットジャポット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．１９ 札幌４着

２００７．３．３１生 牡２黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円



２６０３８ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５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

８１１ フォルクスオーパー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８２－ ２１：５５．６ １６．６�

２２ リリープレジャー 牡３鹿 ５６
５３ ▲松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 ４８８－ ４ 〃 クビ ３．６�

７９ ゴルデンシュライン �３栗 ５６ 武 豊�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４８０＋ ２１：５６．１３ １．７�
６６ キャラバンシチー 牡３鹿 ５６ 生野 賢一 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 日高 幾千世牧場 ４６４－ ６１：５６．２クビ ６０．３�
７８ エアカサミラ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 ハナ ４．７�
３３ シーガルプリンセス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊森本 悳男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B４７２＋ ４１：５６．７３ １３．３�
１１ サインオブブラフ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士大原 詔宏氏 境 直行 新冠 有限会社

大原ファーム ４５０＋ ２１：５７．７６ ４４４．８	
８１０ スリーコマンド 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４３８＋ ６１：５７．９１ ７６．７

４４ グッドバイタル 牡３栗 ５６ 小牧 太杉立 恭平氏 宮 徹 浦河 ヒダカフアーム ４８４＋ ４１：５９．５１０ ２０６．１�
６７ カ シ ノ ニ ケ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太柏木 務氏 田所 清広 伊達 黄金牧場 ４７２＋１４２：０１．３大差 ４６３．２�
５５ アンジェブラン 牡３鹿 ５６ 北村 浩平 �東京サラブレッド

ビューロー 牧浦 充徳 様似 清水スタッド ４５６± ０ （競走中止） ４５３．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，０４６，１００円 複勝： ３２，８０２，３００円 枠連： １３，０４２，８００円

普通馬連： ３７，０８２，４００円 馬単： ３８，０３２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７７５，０００円

３連複： ５２，４６６，７００円 ３連単： １２２，８１６，３００円 計： ３２９，０６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ２４０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（２－８） １，９４０円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ６，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３９０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� １３，６９０円

票 数

単勝票数 計 １７０４６１ 的中 � ８１１２（５番人気）
複勝票数 計 ３２８０２３ 的中 � １４２６９（５番人気）� ５５００３（２番人気）� １８５５０８（１番人気）
枠連票数 計 １３０４２８ 的中 （２－８） ４９８６（６番人気）
普通馬連票数 計 ３７０８２４ 的中 �� １３４５９（７番人気）
馬単票数 計 ３８０３２５ 的中 �� ４５６０（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７７５０ 的中 �� ７０２７（７番人気）�� ８８２８（６番人気）�� ３１８４５（１番人気）
３連複票数 計 ５２４６６７ 的中 ��� ４６７２１（３番人気）
３連単票数 計１２２８１６３ 的中 ��� ６６２２（４０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１４．１―１３．０―１３．０―１２．９―１２．９―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３８．３―５１．３―１：０４．３―１：１７．２―１：３０．１―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォルクスオーパー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 Sanglamore デビュー ２００８．１２．１４ 中京５着

２００６．５．１０生 牝３栗 母 ゴールデンハピネス 母母 Ma Petite Jolie ６戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔競走中止〕 アンジェブラン号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノニケ号は，平成２１年１１月２１日まで平地競走に出走できない。



２６０３９ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時１５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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

１１ スズカベラミー 牝２栗 ５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４５２ ―１：２２．３ １．９�

５７ ペンネアラビアータ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二松本 俊廣氏 北出 成人 新ひだか マークリ牧場 ４４８ ―１：２３．０４ ２８．４�
５６ クラシックアート 牝２黒鹿５４ 福永 祐一迎 徹氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４７２ ―１：２３．２１� ７．４�
７１１ タガノシンシア 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 浦河 大北牧場 ４３８ ― 〃 ハナ ３６．１�
２２ ヒロコファンタジー 牝２栗 ５４ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 八木サニー

ファーム ４２２ ―１：２３．３クビ ７６．４�
４５ タイガーバローズ 牡２鹿 ５４ 角田 晃一猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８ ―１：２３．６２ ２．８�
７１０ マルティプライ 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３９２ ―１：２３．７� ２４．８	
６８ ロンロンハクユウ 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠伊藤 博文氏 武 宏平 新ひだか 稲葉牧場 ４３０ ―１：２４．３３� ６９．８

３３ エンカレッジング 牝２栗 ５４ 浜中 俊ロイヤルパーク 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 ４８２ ― 〃 クビ １６．３�
４４ リッカタキシード 牡２黒鹿５４ 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４４６ ―１：２４．４クビ １４０．８�
８１３ シゲカツワンダフル 牡２芦 ５４ 金折 知則駒秀 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４６６ ―１：２４．８２� １４２．４�
６９ サンライズシュート 牡２芦 ５４ 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４８２ ―１：２４．９� １０９．８�
８１２ キョウワサムライ 牡２鹿 ５４ 石橋 守�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４２ ―１：２５．５３� ２５２．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，３２１，４００円 複勝： ２４，０５６，７００円 枠連： １３，４１２，８００円

普通馬連： ４１，０５９，５００円 馬単： ４２，４１０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８６７，３００円

３連複： ５１，０９２，１００円 ３連単： １１１，２７０，７００円 計： ３２２，４９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ４８０円 � １９０円 枠 連（１－５） ５２０円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ３００円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ３，５３０円 ３ 連 単 ��� １４，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２２３２１４ 的中 � ９６８９２（１番人気）
複勝票数 計 ２４０５６７ 的中 � ９７９７１（１番人気）� ７５２６（７番人気）� ２７９４５（３番人気）
枠連票数 計 １３４１２８ 的中 （１－５） １９１１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１０５９５ 的中 �� １３８３８（７番人気）
馬単票数 計 ４２４１０９ 的中 �� １０６８５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８６７３ 的中 �� ４４６３（９番人気）�� １６２４９（２番人気）�� ２７６１（１５番人気）
３連複票数 計 ５１０９２１ 的中 ��� １０６８３（９番人気）
３連単票数 計１１１２７０７ 的中 ��� ５４８３（４０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１１．７―１１．８―１１．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．３―４６．０―５７．８―１：０９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．３
３ １－（３，４）（２，６）５，８，７，１０，１１，１３－（９，１２） ４ １＝（３，５）（２，４，６）（７，８）（１１，１０）－（９，１３）１２

勝馬の
紹 介

スズカベラミー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat 初出走

２００７．２．２０生 牝２栗 母 ベラミアモーレ 母母 Claxton’s Slew １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０４０ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時５０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

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

８９ � クレイジードライブ 牡２栗 ５４ 武 豊吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 米 John
McKibben ４８８ ―１：１４．９ １．８�

３３ テイエムジパング 牡２芦 ５４ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４６０ ―１：１５．０� ５．３�
４４ オ ミ ヤ ゲ 牡２青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４８２ ―１：１５．７４ １７．１�
１１ ダテノスイミー 牡２栗 ５４ 和田 竜二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３２ ―１：１６．３３� ４．５�
７７ タイセイグリッター 牡２鹿 ５４ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５１８ ―１：１７．４７ １０．０�
２２ シゲルカンスケ 牡２鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 須貝 尚介 浦河 馬道 繁樹 ４４２ ―１：１７．５� ２５．２�
５５ ゴールドロザリー 牝２栗 ５４ 田中 克典 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ４７６ ―１：１８．０３ １１５．８	
８８ ホープフルボーイ 牡２栗 ５４ 浜中 俊水上 行雄氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４４４ ―１：１８．１� １２．８

６６ シゲルマサムネ 牡２鹿 ５４ 石橋 守森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 仲野牧場 ４７６ ―１：１８．３１ １２５．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，５１３，８００円 複勝： ２３，８６４，３００円 枠連： ９，５９９，９００円

普通馬連： ３６，４４５，８００円 馬単： ４１，１４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１５４，６００円

３連複： ４５，１７９，９００円 ３連単： １１８，５７６，１００円 計： ３０９，４７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２９０円 枠 連（３－８） ５３０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ４４０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� ５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １９５１３８ 的中 � ８６４０４（１番人気）
複勝票数 計 ２３８６４３ 的中 � ８５０９５（１番人気）� ２８２４５（３番人気）� １４８４７（６番人気）
枠連票数 計 ９５９９９ 的中 （３－８） １３４０４（２番人気）
普通馬連票数 計 ３６４４５８ 的中 �� ４３９６０（２番人気）
馬単票数 計 ４１１４０３ 的中 �� ３４８１６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１５４６ 的中 �� １５３３２（２番人気）�� ８３４３（６番人気）�� ４３３１（１３番人気）
３連複票数 計 ４５１７９９ 的中 ��� １８５０５（６番人気）
３連単票数 計１１８５７６１ 的中 ��� １６６４８（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１２．４―１２．７―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．２―３６．６―４９．３―１：０１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３８．３
３ ・（７，３）（１，９）（４，６）－５－２－８ ４ ・（７，３）（１，９）－４（５，６）－２＝８

勝馬の
紹 介

�クレイジードライブ �

父 Alke �


母父 Caller I. D. 初出走

２００７．４．２７生 牡２栗 母 Just Call 母母 Just Dance １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 クラサヴィカ号（疾病〔感冒〕のため）



２６０４１ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０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

６１２ ライトザキャンドル 牝５青鹿５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 追分 追分ファーム ４７６＋ ２１：０９．９ １０．４�

７１４ ディアエンデバー 牡３黒鹿５５ 武 豊寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９０－ ６ 〃 ハナ ２．０�
６１１ ニホンピロタルト 牝５鹿 ５５ 和田 竜二小林百太郎氏 安達 昭夫 静内 佐竹 学 ４７８＋ ２１：１０．０� １２．４�
３５ ミューズマジック 牝４青鹿５５ 小牧 太 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４８＋１４１：１０．１クビ ６７．０�
４８ マッキービーナス 牝５鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４２６＋ ２ 〃 クビ １５．６�
７１３ ラガーシーキング 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４６０＋ ４１：１０．２クビ ５．５	
２３ トーセンウーノ 牝３鹿 ５３ 難波 剛健島川 
哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド B４８６－ ４ 〃 ハナ ９．８�
５１０ シルクナデシコ 牝３栗 ５３

５２ ☆藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４０２－ ４１：１０．３� ２５．６�
２４ ウイニングドラゴン 牡３黒鹿５５ 小原 義之奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４１８－ ８ 〃 ハナ １０４．５
３６ バクシンヒロイン 牝５栗 ５５

５２ ▲国分 恭介岸田 勝宏氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４３８－ ２ 〃 クビ １７９．２�
８１５ シゲルハスラット 牡４栗 ５７

５５ △田中 健森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４５８± ０１：１０．４クビ ４０．０�
４７ ジョウショーアロー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 B５００＋１０ 〃 クビ ５２．０�
８１６ アルテマイスター 牡３栗 ５５ 岩田 康誠水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４４２＋ ６１：１０．５� １０．４�
５９ ラブイズモネ 牝３栗 ５３

５０ ▲大下 智江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４２０－ ２ 〃 クビ ２８２．０�
１１ メイショウローツェ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４４８－ ８１：１０．９２� ４８．７�

（１５頭）
１２ メイショウローラン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，３２４，２００円 複勝： ３４，１１１，８００円 枠連： １９，３６０，２００円

普通馬連： ５３，９９６，４００円 馬単： ４３，０７４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９３８，９００円

３連複： ７６，６９２，８００円 ３連単： １３６，１００，０００円 計： ４０８，５９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ４１０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，２４０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� ２１，２１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２３２４２（返還計 ４５７４） 的中 � １６９２０（５番人気）
複勝票数 差引計 ３４１１１８（返還計 ４９３８） 的中 � ２８４１５（３番人気）� １３２１８７（１番人気）� １７３２２（７番人気）
枠連票数 差引計 １９３６０２（返還計 １３４） 的中 （６－７） ３５５４２（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５３９９６４（返還計 ３０６０４） 的中 �� ４９０９０（３番人気）
馬単票数 差引計 ４３０７４７（返還計 １９４２３） 的中 �� １３９７５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２９３８９（返還計 １０２２９） 的中 �� １５４２５（３番人気）�� ４２７５（１５番人気）�� ８６７２（６番人気）
３連複票数 差引計 ７６６９２８（返還計 ５５２４９） 的中 ��� １７９４５（９番人気）
３連単票数 差引計１３６１０００（返還計１０５２９３） 的中 ��� ４７３７（５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．５―１１．７―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．３―４７．０―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．６
３ ３，５（１，１１）（４，８，１２）（７，１０，１３，１４）（６，１６）（９，１５） ４ ３（５，１１）１２（１，４，１４）８（７，１０，１６，１３，１５）（６，９）

勝馬の
紹 介

ライトザキャンドル �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Strike Gold デビュー ２００７．３．１１ 阪神４着

２００４．１．２１生 牝５青鹿 母 トレイシズオブゴールド 母母 Truth Above All ２０戦２勝 賞金 ２２，４４０，０００円
〔出走取消〕 メイショウローラン号は，疾病〔鼻梁部挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 ラガーシーキング号の騎手松山弘平は，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３０，０００円。（１５番への進

路影響）



２６０４２ ９月２１日 晴 良 （２１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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６７ ナイトフッド 牡３青鹿５４ 池添 謙一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４７．３ ３．６�

８１１ ソラヲカケル 牡３鹿 ５４
５１ ▲松山 弘平�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４９０－ ６ 〃 クビ ４２．１�

８１０ チュウワプリンス 牡３黒鹿５４ 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０－１２１：４７．４� ２．２�

７８ ガ ン ダ ー ラ 牡３栗 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６０＋ ２１：４７．６１� ５．１�
４４ ヴ ィ ジ レ 牡４青 ５７ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６１：４７．８１ ９．０�
５５ ラムタムタガー 牡３黒鹿５４ 浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：４７．９� ３２．８�
１１ タガノバッチグー 牡３鹿 ５４

５２ △田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ２ 〃 アタマ ９１．９	

６６ マーブルアロー 牡３栗 ５４
５３ ☆藤岡 康太下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４７６－ ６ 〃 クビ １４３．５


２２ � エアデヴォン 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 静内 藤原牧場 ５０４＋ ６１：４８．０� １３．３�
３３ � スズカジェット 牡５黒鹿５７ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B４７６＋１４１：４８．１クビ １５．９
７９ ツカサラッキー 牡５栗 ５７ 酒井 学中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ １９９．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，２９４，８００円 複勝： ３８，６８１，４００円 枠連： １３，１３９，２００円

普通馬連： ６３，４００，７００円 馬単： ５４，４０６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９０２，５００円

３連複： ７６，０９１，３００円 ３連単： １７４，５４０，６００円 計： ４６９，４５６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ６８０円 � １２０円 枠 連（６－８） ４２０円

普通馬連 �� ９，３６０円 馬 単 �� １２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８７０円 �� ２１０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 ��� ４１，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２４２９４８ 的中 � ５３８２１（２番人気）
複勝票数 計 ３８６８１４ 的中 � ７８０６１（２番人気）� ８０９１（８番人気）� １２９０６０（１番人気）
枠連票数 計 １３１３９２ 的中 （６－８） ２３２３９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３４００７ 的中 �� ５００１（２１番人気）
馬単票数 計 ５４４０６２ 的中 �� ３３４４（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９０２５ 的中 �� ２８０４（２１番人気）�� ３７３８４（１番人気）�� ４３８８（１７番人気）
３連複票数 計 ７６０９１３ 的中 ��� １２２６１（１６番人気）
３連単票数 計１７４５４０６ 的中 ��� ３１２２（１２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．９―１２．３―１２．０―１２．３―１２．０―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３５．８―４８．１―１：００．１―１：１２．４―１：２４．４―１：３５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトフッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１４ 阪神４着

２００６．４．３０生 牡３青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ ８戦２勝 賞金 ２０，９４０，０００円



２６０４３ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１６ メイショウボンハオ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４７８± ０１：２４．９ １．８�

５１０ カラメルマキアート 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：２５．２２ ４．３�
７１３ シーアクロス 牡４鹿 ５７

５４ ▲大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４９６－１０１：２５．５２ ２６．６�
３５ ライフストリーム 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８８－ ８１：２５．６クビ １８３．６�
２３ ウルスラグナ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４７６＋ ６ 〃 クビ ２１．７�
６１２ サクラアビリティー 牡３芦 ５５ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４５２± ０１：２５．８１� ３４．１	
７１４ ウォーターリング 牝４黒鹿５５ 小牧 太山岡 正人氏 須貝 尚介 門別 豊洋牧場 ４４８－１４ 〃 ハナ ２２．４

８１５� スーパーマークン 牡３芦 ５５ 武 幸四郎小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４５４＋ ８１：２６．１１� ２９．１�
１２ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６２－１２ 〃 クビ ７４．３�
４７ スズカブリザード 牡３鹿 ５５ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ５００± ０１：２６．２� ５２．２
２４ マーブルデイビー 牡３栗 ５５

５２ ▲松山 弘平下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４７０－ ６１：２６．４� ５５．３�
１１ アグネスシグマ 牡５栗 ５７

５５ △田中 健渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５０４－１６１：２６．９３ １４４．１�
５９ ワキノキルシェ 牝４青鹿５５ 浜中 俊脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３９２＋ ４ 〃 クビ ４２７．９�
４８ シークエスト 牡４黒鹿５７ 四位 洋文宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ４９８＋ ４１：２７．０クビ ５．３�
３６ � ハヤテヤブサメオー 牡３鹿 ５５ 和田 竜二疾風組合 小崎 憲 日高 豊田田村牧場 ４８２－ ４１：２７．１� ２１４．５�
６１１� ダンツエスエスティ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 早来 ノーザンファーム ４６４－ ７１：２８．５９ ２４９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，０７７，４００円 複勝： ６６，７７９，６００円 枠連： ２３，８４７，６００円

普通馬連： ８４，６０３，４００円 馬単： ７１，９６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６４９，６００円

３連複： １１３，１６２，６００円 ３連単： ２３５，９２９，０００円 計： ６６０，０１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ５００円 枠 連（５－８） ３００円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ７８０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ６，５００円

票 数

単勝票数 計 ３００７７４ 的中 � １３７４８２（１番人気）
複勝票数 計 ６６７７９６ 的中 � ３８８９４３（１番人気）� ９７３６３（２番人気）� １２３７６（７番人気）
枠連票数 計 ２３８４７６ 的中 （５－８） ５９５２５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４６０３４ 的中 �� ２１０６３７（１番人気）
馬単票数 計 ７１９６２９ 的中 �� １２４８７８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６４９６ 的中 �� ６３６９２（１番人気）�� ９１４１（７番人気）�� ４６１７（１８番人気）
３連複票数 計１１３１６２６ 的中 ��� ３１２５４（６番人気）
３連単票数 計２３５９２９０ 的中 ��� ２６７９５（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．４―１：００．０―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
３ ・（８，１３）（５，１０）７，３（１，１１，１５）（２，６，１４）１６（４，９）１２ ４ ・（８，１３）１０（５，７，１５）（３，１６）２，１（４，６，９）１４（１２，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウボンハオ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１．１３ 京都２着

２００５．５．１７生 牡４鹿 母 テンザンストーム 母母 Rythmical １３戦３勝 賞金 ４３，６７９，０００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 マルタカボーイス号



２６０４４ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第８競走 ��３，１４０�第１１回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時２５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３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ３３，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，０００，０００円 ３，３００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード３：２６．４良

３４ マヤノスターダム 牡７鹿 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５０２－ ６３：２９．７ ２．７�

８１３ バトルブレーヴ 牡７芦 ６０ 菊地 昇吾宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５４８＋１４３：２９．９１� １３．３�
１１ マンノレーシング 牡６鹿 ６０ 金折 知則萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６２－ ６３：３０．２１� ４．３�
７１１ ドングラシアス 牡５黒鹿６０ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１６＋１０３：３０．５２ １６．６�
７１２ マーブルジーン 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４７６＋１８３：３０．６� ５８．１�
２２ � ドールリヴィエール 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４８８－ ２３：３０．９２ ２１．２�
６９ � タマモサプライズ 	４鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７６± ０３：３１．１１� １５．７	
３３ ゼットコマンダー 牡６黒鹿６０ 岩崎 祐己
フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４５８－１４３：３１．５２� ３９．７�
５７ ロングアキレス 牡５青 ６０ 高田 潤中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 小島牧場 ４４２± ０３：３１．８１� １５．３�
８１４ ミヤビペルセウス 牡９栗 ６０ 穂苅 寿彦村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７２＋ ２３：３１．９� ４．９
４５ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４４６－ ４ 〃 アタマ ５７．８�
４６ 
 エイシンペキン 牡８鹿 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４７２＋ ８３：３２．４３ ８０．８�
６１０� メイショウコンボイ 牡５鹿 ６０ 南井 大志松本 好雄氏 武 宏平 三石 本桐牧場 ４６８－ ６３：３２．５クビ ２４０．１�
５８ クルワザード 牡７栗 ６０ 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４６６－１２３：３６．３大差 １７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，００１，９００円 複勝： ３１，５８５，３００円 枠連： ２７，９６２，４００円

普通馬連： ９２，６９８，３００円 馬単： ６２，４１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８４７，５００円

３連複： １２６，５３９，５００円 ３連単： ２２３，３５８，７００円 計： ６１７，４０６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ３８０円 � １７０円 枠 連（３－８） ４９０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２８０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� １５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２３００１９ 的中 � ６９０４０（１番人気）
複勝票数 計 ３１５８５３ 的中 � ８２６３９（１番人気）� １５４８８（７番人気）� ５２４００（３番人気）
枠連票数 計 ２７９６２４ 的中 （３－８） ４２９１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ９２６９８３ 的中 �� ３４２５２（６番人気）
馬単票数 計 ６２４１２５ 的中 �� １４７０７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８４７５ 的中 �� ７８３６（８番人気）�� ３０５２２（１番人気）�� ４６８６（１９番人気）
３連複票数 計１２６５３９５ 的中 ��� ２９７２１（９番人気）
３連単票数 計２２３３５８７ 的中 ��� １０８９５（３３番人気）

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

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

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

勝馬の
紹 介

マヤノスターダム �
�
父 カ ー ネ ギ ー �

�
母父 Greinton デビュー ２００４．１０．９ 京都１着

２００２．４．４生 牡７鹿 母 リファールニース 母母 バーブスボールド 障害：１０戦４勝 賞金 ８１，２８２，０００円
〔制裁〕 マヤノスターダム号の騎手植野貴也は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１番・９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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アグネスヘルメス号・トウカイポリシー号・トップディアマンテ号・ペガサスファイト号・メイショウチョイス号・

メルシーモンサン号
（非抽選馬） ５頭 アグネスモナク号・トーワベガ号・ヒシバトル号・マックスチャンプ号・メイケイグリーン号



２６０４５ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

にしのみや

西宮ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．９．２０以降２１．９．１３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 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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１１ ナムラクレセント 牡４鹿 ５８ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９４＋ ６１：４４．８ ３．７�

７１４ スマートギア 牡４栗 ５８ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ２．８�
７１３ メイショウベルーガ 牝４芦 ５５ 蛯名 正義松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９４＋１０１：４５．３３ １４．１�
５１０ ハギノプリンセス 牝６栗 ５１ 酒井 学安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６８± ０１：４５．５１� １５６．３�
４７ ミッキーパンプキン 牡３鹿 ５５ 福永 祐一野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４３８－ ６１：４５．８１� １０．８�
８１８ デンコウミサイル 牡６栗 ５３ 武 幸四郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１０＋ ２１：４６．０１� １６９．３�
３６ ヴィクトリアアイ 牝５鹿 ５２ 川島 信二 �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 ４７８＋１０ 〃 ハナ ２３６．５	
７１５ ラフィナール 牡５鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８２－１８１：４６．１クビ １１．４

５９ マルカハンニバル 牡５黒鹿５５ 角田 晃一河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８１：４６．３１� ３５．６�
６１２ ワールドコンパス 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：４６．４クビ ６．８
１２ ダノンカモン 牡３黒鹿５３ 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５１６－ ２ 〃 クビ ２３．１�
８１６ ザサンデーフサイチ 牡５黒鹿５７ 四位 洋文関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ４１：４６．５� １２．０�
２３ ド モ ナ ラ ズ 牡４栗 ５５ 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４５４－ ６１：４６．６� ５６．４�
１１ ウインシンシア 牝６黒鹿５１ 松山 弘平�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６－ ４１：４６．８１� １０９．６�
４８ マイネルアラバンサ 牡６鹿 ５４ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 静内 静内白井牧場 ５０４＋ ４１：４６．９� ２１９．７�
８１７	 アキノレッドスター 牡６栗 ５６ 藤岡 康太穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc

Farm Inc ４９６－１６１：４７．０クビ １０８．４�
２４ ハイパーレスポンス 牡７栗 ５４ 熊沢 重文栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ５０６－ ４１：４８．３８ ２１６．６�
３５ マルイチクエスト 牡７黒鹿５４ 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 マークリ牧場 ５１６± ０１：４８．７２� ５９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４２，７５４，１００円 複勝： ６４，４１２，９００円 枠連： ４２，０６１，２００円

普通馬連： １６９，２７２，１００円 馬単： １０３，８００，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，１８２，４００円

３連複： ２０１，１５３，１００円 ３連単： ４２０，４０２，２００円 計： １，０９８，０３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（６－７） ２５０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ７９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ６，６１０円

票 数

単勝票数 計 ４２７５４１ 的中 � ９１６２０（２番人気）
複勝票数 計 ６４４１２９ 的中 � １２９９３５（２番人気）� １６２５４６（１番人気）� ４０４９０（７番人気）
枠連票数 計 ４２０６１２ 的中 （６－７） １２６２４０（１番人気）
普通馬連票数 計１６９２７２１ 的中 �� ２４２４９６（１番人気）
馬単票数 計１０３８００３ 的中 �� ６９８４５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４１８２４ 的中 �� ７２４９０（１番人気）�� １５０５６（１１番人気）�� １９２９８（７番人気）
３連複票数 計２０１１５３１ 的中 ��� ７９３８７（４番人気）
３連単票数 計４２０４０２２ 的中 ��� ４６９５７（８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．８―１１．６―１２．０―１２．２―１１．６―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．８―３３．６―４５．２―５７．２―１：０９．４―１：２１．０―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４
３ ５－１２，１７，４，９，１６（２，３）７（８，１１）１（１０，１３）－（６，１５）１４，１８ ４ ５－１２（１７，９）（４，１６）３（２，７）（８，１１）（１，１０，１３）１５（６，１４）－１８

勝馬の
紹 介

ナムラクレセント �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 サクラシヨウリ デビュー ２００７．１２．２３ 阪神５着

２００５．４．２２生 牡４鹿 母 サクラコミナ 母母 サクラユウホー １４戦５勝 賞金 １２２，６１４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オープンセサミ号・カネトシソレイユ号・シゲルフセルト号



２６０４６ ９月２１日 晴 良 （２１阪神４）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�エニフステークス

発走１５時３５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１，１５０万円毎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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１６ グロリアスノア 牡３黒鹿５３ 小林慎一郎�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５２４＋ ６１：２３．９ ４．９�

７１３ マイプリティワン 牡５鹿 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４６８－ ２１：２４．２２ ２５．３�
３６ ランザローテ 牡６青 ５８ 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ４ 〃 クビ ２．３�
８１５ タマモホットプレイ 牡８栗 ５９ 幸 英明タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８２＋ ４１：２４．３� ４０．４�
２４ テイエムアクション 牡８鹿 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 聖心台牧場 ５１８＋１６１：２４．７２	 ２８．６�
４７ クールシャローン 牝５栗 ５３ 蛯名 正義川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ５００± ０１：２４．９１ ２１．０	
５１０ ダンディズム 牡７青鹿５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ３８．５

４８ タガノサイクロン 牡６黒鹿５５ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４９２－ ２１：２５．２１� １９．５�
７１４ ダンツキッスイ 牡４鹿 ５５ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 ５２８＋ ２１：２５．３	 ７０．９�
１２ ウォーターオーレ 牡７青鹿５６ 藤岡 佑介山岡 良一氏 鮫島 一歩 静内 多田 正弘 ５４８＋ ６１：２５．５１
 ２４４．６
５９ クィーンオブキネマ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 隆栄牧場 ４９０± ０１：２５．６� ３．９�
６１１ レキシントンシチー 牡６鹿 ５６ 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４９０＋ ２１：２６．３４ ２４８．４�
６１２� ワールドハンター 牡５栗 ５５ 四位 洋文青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ４９６＋ ４１：２６．５１
 １３．０�
２３ サイキョウワールド 牡７栗 ５６ 浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６４± ０１：２６．８１� １０８．６�
１１ メイショウホウオウ 牡８栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５２８＋ ２１：２７．１２ ２８０．４�
３５ ウエスタンウッズ �８芦 ５５ 秋山真一郎西川 賢氏 的場 均 静内 北西牧場 ４８４－１０１：２８．０５ ３１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，４３８，４００円 複勝： ７７，１９１，５００円 枠連： ５５，６４８，２００円

普通馬連： ２７６，２５３，７００円 馬単： １８１，４６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，７４４，２００円

３連複： ３４６，０００，４００円 ３連単： ７９７，９６３，７００円 計： １，８６４，７０８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ４１０円 � １２０円 枠 連（７－８） ３，８４０円

普通馬連 �� ６，７４０円 馬 単 �� １２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８５０円 �� ３５０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� ４４，９５０円

票 数

単勝票数 計 ５２４３８４ 的中 � ８４３４２（３番人気）
複勝票数 計 ７７１９１５ 的中 � ９３４１９（３番人気）� ３２３９７（６番人気）� ２６１４７４（１番人気）
枠連票数 計 ５５６４８２ 的中 （７－８） １０７１９（１６番人気）
普通馬連票数 計２７６２５３７ 的中 �� ３０２５３（２３番人気）
馬単票数 計１８１４６８３ 的中 �� １１０４１（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７７４４２ 的中 �� ９５５５（２２番人気）�� ６３０７６（２番人気）�� １８１９６（１０番人気）
３連複票数 計３４６０００４ 的中 ��� ４９７０８（１３番人気）
３連単票数 計７９７９６３７ 的中 ��� １３１０２（１２２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１２．１―１２．３―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．４―４６．５―５８．８―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロリアスノア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．３０ 東京１着

２００６．４．１７生 牡３黒鹿 母 ラヴロバリー 母母 クリスタルレイル ６戦３勝 賞金 ５２，５７５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 グロリアスノア号の騎手小林慎一郎は，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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 アップドラフト号・アーリーロブスト号・オフィサー号・キクノサリーレ号・サンエムパーム号・タガノエクリプス号・

フライデイフライト号・ベッラレイア号・ペプチドルビー号・ホッカイカンティ号・マイネルシーガル号・
マイネルハーティー号・メイショウトッパー号・ランヘランバ号・ワキノエクセル号・ワンダーポデリオ号



２６０４７ ９月２１日 晴 良 （２１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，２０．９．２０以降２１．９．１３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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８９ キタサンチーフ 牡３黒鹿５３ 幸 英明�大野商事 梅田 智之 日高 古川 優 ４８０－ ８２：００．３ １２．８�

４４ ウォーターセレネ 牝４栃栗５４ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４２０＋ ２ 〃 クビ ８．２�
２２ フィッツロイ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４９４± ０２：００．４� ２．１�
６６ ピサノジュバン 牝４黒鹿５４ 福永 祐一市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４５６＋ ８２：００．７２ ３３．２�
８１０ キクノプログレッソ 牡６鹿 ５３ 川島 信二佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５０８± ０２：００．９１� １００．３�
７７ ロードアルファード 牡６鹿 ５６ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ４９８－ ６ 〃 ハナ ９．０	
５５ ドリームキューブ 牡４鹿 ５６ 藤岡 康太セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ２２：０１．０クビ ７．０

３３ ドリームライナー 牡３鹿 ５３ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ６．１�
１１ オールターゲット 牡３栗 ５３ 国分 恭介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４４８－ ４２：０１．３１� ９．８�
７８ � マルイチシンゲキ 牡４鹿 ５４ 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 B４７０＋ ６２：０１．６１� ５１．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３９，４７４，５００円 複勝： ４８，０８３，５００円 枠連： ２６，２５３，６００円

普通馬連： １１７，４２７，３００円 馬単： ９２，７２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，９０６，６００円

３連複： １３５，０９０，７００円 ３連単： ３６７，１１４，１００円 計： ８６６，０７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ２５０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（４－８） ３，６５０円

普通馬連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ８，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ４４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 ��� ２５，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３９４７４５ 的中 � ２４３７２（７番人気）
複勝票数 計 ４８０８３５ 的中 � ３８７６８（６番人気）� ５５７６４（３番人気）� １４６７９８（１番人気）
枠連票数 計 ２６２５３６ 的中 （４－８） ５３１３（１７番人気）
普通馬連票数 計１１７４２７３ 的中 �� ２５０１６（１６番人気）
馬単票数 計 ９２７２４８ 的中 �� ８１９６（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９９０６６ 的中 �� ９９７２（１４番人気）�� ２３０２４（６番人気）�� ３０１６９（３番人気）
３連複票数 計１３５０９０７ 的中 ��� ３９６７８（１１番人気）
３連単票数 計３６７１１４１ 的中 ��� １０８２９（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．７―４８．９―１：００．８―１：１２．６―１：２４．４―１：３６．３―１：４８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンチーフ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Hula Chief デビュー ２００８．１１．１６ 京都１４着

２００６．４．４生 牡３黒鹿 母 キタサンカラデル 母母 Better Fantasy ８戦３勝 賞金 ３１，１０２，０００円



２６０４８ ９月２１日 晴 良 （２１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
１：４７．８

重

重

６６ � インオラリオ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ５２０－ ４１：５４．３ １．４�

８１１ ル ナ キ ッ ズ 牡３栗 ５４ 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５２－ ２１：５４．９３� ５．６�
２２ ハギノリベラ 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０２－ ４１：５５．２２ １３．２�
８１０ ナムラブレット 牡３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４８＋ ２１：５５．３� １７．０�
７８ 	 テーオーマグナム 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小笹 公也氏 笹田 和秀 早来 ノーザンファーム ４８２－１０ 〃 クビ １９．４�
６７ 	 エアリアルショット 牡４黒鹿 ５７

５５ △田中 健 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４７０＋ ６１：５６．２５ ３２．５�
７９ シ ャ ア 牡３栗 ５４ 福永 祐一萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３６－ ２１：５６．３
 ２１．５	
５５ セフティファントム 牡３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平池田 實氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 ４８２± ０１：５６．６１
 ９３．５

４４ コウヨウドリーム 牡３鹿 ５４ 小牧 太寺内 正光氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 B４７８－ ２１：５７．２３� １３．６�
１１ スズカファイト 牡４栗 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５４± ０１：５７．４１ １８０．３�
３３ ウォーターイオレク 牡３鹿 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４３８－ ５２：０１．４大差 ２１４．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５４，６０７，１００円 複勝： １０９，５６２，１００円 枠連： ３７，０３８，０００円

普通馬連： １３５，４１８，９００円 馬単： １２９，７３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，６８８，５００円

３連複： １６０，３６８，０００円 ３連単： ５４９，３３２，７００円 計： １，２２８，７４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ２５０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３２０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ２，９４０円

票 数

単勝票数 計 ５４６０７１ 的中 � ３１３８７４（１番人気）
複勝票数 計１０９５６２１ 的中 � ６８００１４（１番人気）� １１９４５２（２番人気）� ５４５８３（４番人気）
枠連票数 計 ３７０３８０ 的中 （６－８） １１０６０２（１番人気）
普通馬連票数 計１３５４１８９ 的中 �� ２７５０８５（１番人気）
馬単票数 計１２９７３３１ 的中 �� １９０２１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２６８８５ 的中 �� ９６８５７（１番人気）�� ３８３２５（４番人気）�� １５００３（１０番人気）
３連複票数 計１６０３６８０ 的中 ��� １０３８８９（４番人気）
３連単票数 計５４９３３２７ 的中 ��� １３８１８９（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．９―３８．５―５１．１―１：０３．７―１：１６．１―１：２８．７―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．２
１
３
６－１１，４（５，８）１（３，１０）７，９－２
６，１１，８，５（４，１０，９）１－７，３，２

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

勝馬の
紹 介

�インオラリオ �
�
父 Holy Bull �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．２．２２生 牡４鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ６戦３勝 賞金 ２６，５００，０００円
〔その他〕 ウォーターイオレク号は，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。



（２１阪神４）第４日 ９月２１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 １５８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

２７０，８２０，０００円
６，３９０，０００円
１４，２８０，０００円
２，２５０，０００円
２７，１００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，６４５，５００円
５，３４２，８００円
１，５６４，２００円

勝馬投票券売得金
３６５，７３８，９００円
５７９，１２２，６００円
２９６，５９３，２００円
１，１５３，０１０，１００円
８９７，３９０，４００円
４０１，２６０，８００円
１，４４５，７９３，７００円
３，３６２，５９８，０００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 ８，５０１，５０７，７００円

総入場人員 ２６，１５８名 （有料入場人員 ２５，０９０名）




