
２７０１３ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

１１ ツルマルワンピース 牝２鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８８－ ２１：２１．６ ３．６�

３４ ガールズストーリー 牝２黒鹿５４ 酒井 学吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１２－ ４ 〃 ハナ ２７．５�
５９ クローバーリーフ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：２１．９２ ３．４�
５８ ビッグスマイル 牝２黒鹿５４ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４２６＋ ４１：２２．１１� ３．２�
８１５ マイネプルメリア 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４０８－ ２１：２２．４２ １１．６�
６１１ ビューワールド 牝２黒鹿５４ 浜中 俊キャピタルクラブ 白井 寿昭 浦河 平成ファーム ４６０＋ ２１：２２．５� １２．１�
４７ ダンスインザスカイ 牝２鹿 ５４ 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５６＋１８ 〃 アタマ １４１．２	
２２ エーシンギムレット 牝２黒鹿５４ M．デュプレシス�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４３８＋ ２１：２２．９２� ２２．１


（新）

２３ ユウキオジョウー 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４３４＋ ２１：２３．１１ １５３．９�
６１０ ゲッカビジン 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４２＋１２１：２３．２� ５７．８�
４６ ア ラ ン ロ ド 牝２栗 ５４ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３０－ ４１：２３．９４ ２３．８
３５ フェブストーリー 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 神垣 道弘 ４４２± ０ 〃 クビ １９６．３�
７１３ ブルーライトマリー 牝２黒鹿５４ 小牧 太太田 博造氏 鶴留 明雄 浦河 浦河日成牧場 ４１２－ ４１：２４．２１� ２７．０�
８１４ シ ゲ ル リ ジ 牝２芦 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 松永 幹夫 新冠 守矢牧場 ４６０＋ ２１：２４．３� １９２．６�
７１２ テイエムキラーズ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ３８８± ０１：２６．５大差 ２４４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，０２２，４００円 複勝： ２６，２６１，４００円 枠連： １３，５３３，８００円

普通馬連： ４１，７２９，２００円 馬単： ３０，６１４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９３５，２００円

３連複： ６２，３０８，２００円 ３連単： ９９，３７１，３００円 計： ３０５，７７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ５６０円 � １７０円 枠 連（１－３） ３，８８０円

普通馬連 �� ４，０３０円 馬 単 �� ５，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� ３３０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ４，４２０円 ３ 連 単 ��� ２３，９１０円

票 数

単勝票数 計 １４０２２４ 的中 � ３１５４１（３番人気）
複勝票数 計 ２６２６１４ 的中 � ６０１９１（２番人気）� ８５２９（８番人気）� ４６１６３（３番人気）
枠連票数 計 １３５３３８ 的中 （１－３） ２５８０（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４１７２９２ 的中 �� ７６６０（１６番人気）
馬単票数 計 ３０６１４２ 的中 �� ４４０２（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９３５２ 的中 �� ３７５４（１３番人気）�� １５６８０（３番人気）�� ２５２２（２０番人気）
３連複票数 計 ６２３０８２ 的中 ��� １０４２６（１５番人気）
３連単票数 計 ９９３７１３ 的中 ��� ３０６８（７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．６―３３．８―４５．４―５７．５―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツルマルワンピース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．７．３１ 小倉６着

２００８．３．５生 牝２鹿 母 ツルマルグラマー 母母 エ ラ テ ィ ス ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムキラーズ号は，平成２２年１０月１２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２７０１４ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

３５ アルゴリズム 牡２芦 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４６０－ ２１：２６．２ ３．３�

８１６ ダートムーア 牝２鹿 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５２－１２１：２６．４１� ３．８�
２３ トーホウジャパン 牡２栗 ５４ 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８２－ ６１：２６．５� １７．２�
５９ タ ビ ト 牡２鹿 ５４ 和田 竜二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４７０＋１０１：２７．２４ ５．４�
４７ シゲルカンサヤク 牡２栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ５１．９�
５１０ ノーザンソング 牝２鹿 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７６＋１６１：２７．５２ １０．６�
２４ ネバープリンス 牡２鹿 ５４ 田中 克典澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７４＋ ２１：２８．３５ ６．６	
６１２ ブロンドスキー 牡２鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １３．１

６１１ ヒビキライト 牝２鹿 ５４ 田中 健竹本 弘氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４４２－ ２１：２８．４クビ ２０２．３�
７１３ カネトシパシュート 牡２栗 ５４ 柴田 善臣兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４６８－１４１：２８．６１� ３２．２�
１１ ヒカリゴールド 牡２黒鹿５４ 松田 大作當山 則氏 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４６０－ ６１：２９．１３ ２０６．６�
３６ � ウエストハーバー 牡２栗 ５４ 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５０８－ ２１：２９．４１	 ２３．７�
８１５ シゲルフクサンジ 牝２黒鹿５４ 中村 将之森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４１８＋ ８１：２９．６１� ２７４．２�
７１４ ドンウイング 牡２栗 ５４ M．デュプレシス 山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４２４± ０１：３０．４５ １０７．７�

（新）

４８ キリシマガール 牝２栗 ５４
５３ ☆松山 弘平土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４５０＋１２１：３１．０３� ２４０．０�

１２ テイエムシェイク 牡２鹿 ５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 パカパカ
ファーム ４５４＋ ２１：３１．２１ ３６５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８８８，０００円 複勝： ２２，９０２，９００円 枠連： １２，８４４，３００円

普通馬連： ３９，１１０，５００円 馬単： ２６，８４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８９３，４００円

３連複： ５５，５５１，４００円 ３連単： ８６，１６５，４００円 計： ２７５，１９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（３－８） ７４０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ９００円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� １３，１２０円

票 数

単勝票数 計 １４８８８０ 的中 � ３６５８１（１番人気）
複勝票数 計 ２２９０２９ 的中 � ３７６２９（２番人気）� ４７０４２（１番人気）� １４７７１（６番人気）
枠連票数 計 １２８４４３ 的中 （３－８） １２９５５（５番人気）
普通馬連票数 計 ３９１１０５ 的中 �� ３３２４０（１番人気）
馬単票数 計 ２６８４２９ 的中 �� １２６５３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８９３４ 的中 �� １３５１４（１番人気）�� ４４１１（１１番人気）�� ４５８０（１０番人気）
３連複票数 計 ５５５５１４ 的中 ��� １１２８４（８番人気）
３連単票数 計 ８６１６５４ 的中 ��� ４８５０（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．４―１：００．２―１：１３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．８
３ ・（１０，４）１１（１，７，９，１６）２（５，１２）（１４，８）６（３，１３）－１５ ４ ・（１０，４，１１）（７，９，１６）５（３，１３）１２，１－６（２，８）１４－１５

勝馬の
紹 介

アルゴリズム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１１着

２００８．５．２生 牡２芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 アルゴリズム号の騎手福永祐一は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 シゲルペイペイ号・ヒデノオーカン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２７０１５ ９月１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２阪神４）第２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 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

１１ � シ ュ ン リ キ 牡４鹿 ６０ 植野 貴也石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４９４＋ ４３：２１．９ ４．３�

２２ オ ミ ヤ ゲ 牡３青鹿５８ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４８２＋ ２３：２２．１１� ４．８�
４４ スカイボーイング 牡４黒鹿６０ 岩崎 祐己小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４８８－ ８ 〃 ハナ ６．８�
８９ コ ン ゴ ウ 牡４芦 ６０ 出津 孝一林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２０± ０３：２３．２７ ２７．４�
６６ � フ ィ デ リ オ 牡５青 ６０ 北沢 伸也新木 鈴子氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４８８－１６３：２３．３� ８．１�
５５ ヤマカツセイレーン 牝３栗 ５６ 佐久間寛志山田 和夫氏 池添 兼雄 浦河 久保 時夫 ４４６－ ４３：２３．５� ４．２�
７７ スズカグラス 牡３芦 ５８ 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４８０＋ ２３：２６．０大差 ２９．６�
３３ ギガブレイク 牡４黒鹿６０ 今村 康成岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ５１８± ０３：２６．５３ １２．７	
７８ チョウバクシン 牡３栗 ５８ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 武田牧場 ４４４＋ ２３：２７．２４ ７．６

８１０ ハマノツーステップ 牡３栗 ５８ 難波 剛健浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４６０＋１２３：２７．３� ３９．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ８，８５２，６００円 複勝： １０，２８４，５００円 枠連： ７，４２０，９００円

普通馬連： ２５，８３９，３００円 馬単： １９，１８９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９６６，６００円

３連複： ３８，０１４，７００円 ３連単： ６５，６６５，８００円 計： １８５，２３３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（１－２） １，１６０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ６１０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １６，９００円

票 数

単勝票数 計 ８８５２６ 的中 � １６５５２（２番人気）
複勝票数 計 １０２８４５ 的中 � １７２７７（２番人気）� １３２８７（４番人気）� １３８２６（３番人気）
枠連票数 計 ７４２０９ 的中 （１－２） ４７４５（５番人気）
普通馬連票数 計 ２５８３９３ 的中 �� １２８４８（５番人気）
馬単票数 計 １９１８９３ 的中 �� ５３８５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９６６６ 的中 �� ４６３５（５番人気）�� ４０５７（６番人気）�� ３１４１（１２番人気）
３連複票数 計 ３８０１４７ 的中 ��� ９１９３（８番人気）
３連単票数 計 ６５６６５８ 的中 ��� ２８６８（５１番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５３．９－３F ４１．２
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�シ ュ ン リ キ �

父 グ ラ ン デ ラ �


母父 ブライアンズタイム

２００６．３．１１生 牡４鹿 母 ブライアンガール 母母 ジプシーガール 障害：２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
初出走 JRA



２７０１６ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２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

３３ トウシンイーグル 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６４ ―１：３９．４ ３．１�

８１０ セイカプリコーン 牡２鹿 ５４ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４７６ ―１：３９．６１� ４．３�
７７ ノヴァグロリア 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３９．８１� ４．４�
７８ ナリタデリゲート 牡２黒鹿５４ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ４７４ ―１：３９．９クビ ６．９�
４４ トップシャイン 牡２鹿 ５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４８０ ― 〃 クビ １８．１�
８９ ピースフルアース 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：４０．０� ２２．０	
５５ トムコウクン 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７６ ―１：４０．１� １５．３

６６ ダンスラナキラ 牡２黒鹿５４ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７６ ―１：４０．５２� ４０．１�
２２ ウエストエンド 牡２鹿 ５４ 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０ ― 〃 ハナ １６．６�
１１ キンショーノドン 牡２栗 ５４ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 新冠 坂元 芳春 ４８８ ―１：４０．６クビ １３．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，６４６，４００円 複勝： ２０，７１２，０００円 枠連： ８，９６９，４００円

普通馬連： ３４，４７４，９００円 馬単： ２６，８０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６６６，２００円

３連複： ４４，０７０，３００円 ３連単： ７９，７１４，３００円 計： ２４２，０５５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（３－８） ５７０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １３６４６４ 的中 � ３５５９４（１番人気）
複勝票数 計 ２０７１２０ 的中 � ５１３１７（１番人気）� ３６３７７（３番人気）� ３６４１５（２番人気）
枠連票数 計 ８９６９４ 的中 （３－８） １１６６６（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４４７４９ 的中 �� ３４７１９（２番人気）
馬単票数 計 ２６８０２２ 的中 �� １７５８３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６６６２ 的中 �� １２８０６（１番人気）�� １２３６１（２番人気）�� ８６５９（３番人気）
３連複票数 計 ４４０７０３ 的中 ��� ３７９３４（１番人気）
３連単票数 計 ７９７１４３ 的中 ��� １６６８２（２番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．０―１３．５―１３．５―１３．４―１２．２―１０．２―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．４―２５．４―３８．９―５２．４―１：０５．８―１：１８．０―１：２８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３３．６
３ ・（１，３）（２，８）（５，１０）７（６，９）４ ４ ・（１，３）（８，１０）（２，５，７，９）（６，４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トウシンイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seattle Slew 初出走

２００８．３．２５生 牡２鹿 母 エリモアメジスト 母母 ステラーオデッセイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ノヴァグロリア号の騎手佐藤哲三は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進路影響）



２７０１７ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３５ ハナノシンノスケ 牡３鹿 ５６ 酒井 学池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６± ０１：２６．１ ２２．４�

４８ カワカミショコラ 牝３栗 ５４ 高橋 亮 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ５０２－ ４１：２６．２� ３２．７�
２４ マジンプロスパー 牡３栗 ５６ 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ４９４＋ ６１：２６．３� ２．１�
７１３ ナムラジョイ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 ４８２－ ２１：２６．５１� ６．２�
８１６ アドマイヤドラマ 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８２－ ６１：２６．７１� ６１．４�
７１４ キンショーガッツ 牡３栗 ５６ 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４９８± ０１：２６．９１� １６．５�
８１５ テイエムゴッド 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４６８± ０１：２７．０� ３３．９	
６１１ マイルストーン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 ４２４－ ４１：２７．６３� １１．４�
３６ アドマイヤコウテイ 牡３青鹿５６ 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７６－２４ 〃 アタマ １４３．８�
５９ ミッキーマドラー 牝３鹿 ５４ 小牧 太三木 久史氏 福島 信晴 新ひだか 三宅牧場 ４４６－ ６１：２７．８１� ５１．３
２３ ポートクラシック 牡３栗 ５６ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 B５０２± ０ 〃 クビ ２９．０�
１２ 	 セイウンノーブル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 愛 Sean Collins ５３８＋１４１：２７．９� ６．３�
６１２ マスタークインビー 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８８－１２１：２８．５３� ２４９．８�
５１０ メイショウクオーレ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰松本 好雄氏 武田 博 浦河 村下 明博 ４７６－ ６ 〃 アタマ ２７６．０�
１１ デュランダルシチー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文 
友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 ４４６－ ８１：２９．５６ ２４４．９�
４７ イサミユニヴァース 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介前田 哲郎氏 領家 政蔵 日高 山田 政宏 ４６２－ ８１：２９．７１� ９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，００４，１００円 複勝： ２６，７６９，８００円 枠連： １２，２６６，４００円

普通馬連： ４４，３６０，９００円 馬単： ３１，１８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５３２，５００円

３連複： ６１，１２８，２００円 ３連単： ９８，４７８，２００円 計： ３０８，７２６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２４０円 複 勝 � ５４０円 � ７７０円 � １３０円 枠 連（３－４） ７，２２０円

普通馬連 �� ３１，３９０円 馬 単 �� ６２，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，９９０円 �� ８７０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １５，８６０円 ３ 連 単 ��� １９７，５００円

票 数

単勝票数 計 １６００４１ 的中 � ５６５１（７番人気）
複勝票数 計 ２６７６９８ 的中 � ９９２６（８番人気）� ６５８７（１０番人気）� ８５０９８（１番人気）
枠連票数 計 １２２６６４ 的中 （３－４） １２５４（２３番人気）
普通馬連票数 計 ４４３６０９ 的中 �� １０４３（６１番人気）
馬単票数 計 ３１１８６２ 的中 �� ３６９（１１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５３２５ 的中 �� ６１８（５６番人気）�� ５４１１（９番人気）�� ５７３８（７番人気）
３連複票数 計 ６１１２８２ 的中 ��� ２８４５（５２番人気）
３連単票数 計 ９８４７８２ 的中 ��� ３６８（５０８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１２．３―１２．７―１２．４―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．７―４７．０―５９．７―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．４―３F３９．１
３ ・（４，１１，１５）－（５，７）（１２，１４）（８，１３）（２，６）（３，９，１０）１６－１ ４ ・（４，１１，１５）－（５，１４）－（８，７，１３）（６，１２）（１６，１０）３－（２，９）－１

勝馬の
紹 介

ハナノシンノスケ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Fairy King デビュー ２０１０．７．４ 阪神１３着

２００７．４．２０生 牡３鹿 母 フェアリージェム 母母 Cajo ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２７０１８ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１７ オーシャンキャスト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４５０－１２１：３５．３ １．６�

８１６ ダイシンマジック 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣大八木信行氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４８４＋１８１：３５．６１� ４７．３�
５９ アムールエテルネル 牝３栗 ５４ 藤岡 康太岩� 僖澄氏 宮 徹 新冠 山岡ファーム ４３２－１２ 〃 ハナ ３２９．４�
１２ セレスワンラヴ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 新冠 パカパカ

ファーム ４２０＋ ６ 〃 クビ ３．５�
３５ � プ ラ ガ ー 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介吉田 和美氏 村山 明 新
Bloodstock Resources
Ltd & Rich Hill Thor-
oughbreds Ltd

４５０－ ２１：３５．７� ５１．３�
４７ ワカムシャラミー 	３栗 ５６ 田村 太雅�キヨタケ牧場 作田 誠二 新ひだか キヨタケ牧場 ４６６－ ８ 〃 ハナ １４９．８�
６１２ ロングチャイム 牝３黒鹿５４ 浜中 俊中井 敏雄氏 大根田裕之 新ひだか ヒサイファーム ４２６－１０ 〃 アタマ ２３３．１	
２４ トップスマイル 牝３栗 ５４ 川田 将雅池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４００＋ ２ 〃 ハナ １０３．２

４８ ミスズアムール 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 ４２０－ ６１：３５．９１
 １４８．３�
５１０ キーアピール 牝３芦 ５４ 熊沢 重文北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 高瀬 敦 ４２４＋ ３ 〃 ハナ １０９．８�
８１５ ヤマニンティアモ 牝３鹿 ５４ M．デュプレシス 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４８８＋１６１：３６．０クビ ６４．１

（新）

２３ � キ ガ チ ャ ン 牝３青鹿５２ 北村 友一�グランプリ 村山 明 豪 Kia Ora Stud ４２０＋ ２１：３６．１� １６．４�
７１４ チュウワミラクル 牡３黒鹿５６ 小牧 太中西 忍氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ２１：３６．４２ ７９．６�
３６ キクノシャンティ 牡３黒鹿５６ 幸 英明佐々木幸子氏 南井 克巳 新ひだか 漆原 哲雄 ４８８－１２ 〃 アタマ ２１．７�
６１１ オオトリフクムスメ 牝３栗 ５４ 田嶋 翔鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 小島 貞博 新ひだか 片山牧場 ４４４＋ ４１：３６．８２� ９．０�
１１ ティアップダイヤ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介田中 昇氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７２－ ８１：３７．８６ １３０．０�

（１６頭）
７１３ ローレルベオウルフ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，１７４，７００円 複勝： ２２，９６０，１００円 枠連： １３，０５１，７００円

普通馬連： ３７，０４７，８００円 馬単： ３２，１４０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２５６，８００円

３連複： ５１，３５４，５００円 ３連単： １０５，６７７，１００円 計： ２９５，６６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ８１０円 � ４，４９０円 枠 連（８－８） １，５３０円

普通馬連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ４，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ６，８７０円 �� ６２，８４０円

３ 連 複 ��� １７３，８６０円 ３ 連 単 ��� ５７３，４６０円

票 数

単勝票数 差引計 １６１７４７（返還計 １６７） 的中 � ８２５２７（１番人気）
複勝票数 差引計 ２２９６０１（返還計 ３３１） 的中 � ９９７７３（１番人気）� ４６９３（８番人気）� ７８０（１６番人気）
枠連票数 差引計 １３０５１７（返還計 ２ ） 的中 （８－８） ６３３２（７番人気）
普通馬連票数 差引計 ３７０４７８（返還計 ９１９） 的中 �� ９２５２（８番人気）
馬単票数 差引計 ３２１４０８（返還計 ５１５） 的中 �� ５４５６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７２５６８（返還計 ２８２） 的中 �� ３４９９（１０番人気）�� ６１０（４４番人気）�� ６６（１１９番人気）
３連複票数 差引計 ５１３５４５（返還計 ２２３３） 的中 ��� ２１８（１９５番人気）
３連単票数 差引計１０５６７７１（返還計 ４１６７） 的中 ��� １３６（７１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．４―４７．８―１：００．３―１：１２．２―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０
３ ・（１，１２）－２（５，４）８，１０（３，７，１７）－９（１５，１６）－６（１４，１１） ４ ・（１，１２）（５，２）（４，１０）（８，１７）（７，９）（１５，３，１６）－（１４，６，１１）

勝馬の
紹 介

オーシャンキャスト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．９．２７ 阪神６着

２００７．２．９生 牡３鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム ６戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
〔出走取消〕 ローレルベオウルフ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 アタヴィズムマイル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２７０１９ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２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）

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

５５ サンマルボス 牡３鹿 ５４ 和田 竜二相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７０－ ８１：５２．６ ３．６�

３３ ドンドドーン 牡４芦 ５７ M．デュプレシス�辻牧場 友道 康夫 浦河 辻 牧場 ５５４－ ２１：５２．７� ２７．１�
（新）

２２ ヤマニンシャスール 牡３鹿 ５４ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４５４± ０１：５３．２３ ９．３�
８１０ バイオレントナイト 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４４４－１８１：５３．４１� ５．１�
８１１ ブリリアントシチー 牡３栗 ５４ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ４９８－ ４１：５３．８２� ２０．７�
７８ シークレバー 牡５鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １４．１	
１１ ナリタシルクロード 牡３鹿 ５４ 熊沢 重文�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ４８８± ０１：５４．２２� ４．３

４４ メイショウシンドウ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７４－１８１：５５．１５ １３．６�
６６ ツルマルシルバー 牡６芦 ５７ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４９６＋１８１：５５．２クビ ５３．４�
６７ キュルミナン 牝３黒鹿５２ 藤岡 康太ディアレスト 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド ４６４－ ４１：５６．２６ ５．４
７９ ドラゴンイチロー 牡３黒鹿５４ 飯田 祐史華山 龍一氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６０－ ６ 〃 アタマ ９３．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，７１８，６００円 複勝： ２２，４５３，２００円 枠連： １１，６７８，３００円

普通馬連： ４６，３４８，９００円 馬単： ３０，６７５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５０４，０００円

３連複： ６０，４４０，４００円 ３連単： １０７，２６８，６００円 計： ３１２，０８７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ６６０円 � ２８０円 枠 連（３－５） ８，５７０円

普通馬連 �� ７，９１０円 馬 単 �� １１，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� ５３０円 �� ３，９１０円

３ 連 複 ��� １５，１３０円 ３ 連 単 ��� ８５，２２０円

票 数

単勝票数 計 １４７１８６ 的中 � ３２８３４（１番人気）
複勝票数 計 ２２４５３２ 的中 � ４６９２４（１番人気）� ７０２５（９番人気）� ２０２１５（６番人気）
枠連票数 計 １１６７８３ 的中 （３－５） １００６（２４番人気）
普通馬連票数 計 ４６３４８９ 的中 �� ４３２６（２８番人気）
馬単票数 計 ３０６７５８ 的中 �� ２０５９（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５０４０ 的中 �� ２１５６（２６番人気）�� ９３８９（５番人気）�� １１０６（３７番人気）
３連複票数 計 ６０４４０４ 的中 ��� ２９４９（５９番人気）
３連単票数 計１０７２６８６ 的中 ��� ９２９（３０１番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１２．９―１２．１―１２．３―１２．６―１２．７―１２．５―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．８―３６．７―４８．８―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．４―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルボス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．１０．１１ 京都６着

２００７．３．３０生 牡３鹿 母 タピヴェール 母母 タツプユアトウズ ８戦２勝 賞金 １３，４５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２７０２０ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

７９ スマートグリッド 牡３鹿 ５４ 小牧 太大川 徹氏 宮 徹 日高 千葉飯田牧場 ５０６＋ ８１：５９．８ １２．０�

４４ セキサンダンスイン 牝４鹿 ５５
５２ ▲高倉 稜�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４５２－ ２１：５９．９� ７．９�

２２ トロワプレジール 牡３黒鹿５４ 福永 祐一�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 中島牧場 ４８２＋ ４２：００．２１� １．５�
６６ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５４ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５８＋ ６２：００．３� ９．０�
８１１ ヴ ィ ジ レ 牡５青 ５７ 川田 将雅藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８８－ ８２：００．６１� ２７．０�
５５ ワシャモノタリン 牡４黒鹿５７ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５００± ０２：０１．０２� ４７．４�
８１０ ガ ウ デ ィ �４栗 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４５０＋１２２：０１．１� ６．５	
６７ セイピーシーズ 牝３鹿 ５２ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４３６－ ４２：０１．３１� ２６．０

１１ ワキノレジェンド 牡３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 田原橋本牧場 ４７２＋ ５ 〃 クビ １５２．０�
３３ アウラスター 牡４鹿 ５７ 石橋 守平口 信行氏 境 直行 新ひだか 泊 寿幸 ４９６－１２２：０１．８３ ２５７．７�
７８ メイショウナゴン 牝３黒鹿５２ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５０４－ ８２：０２．４３� ２１９．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，０３６，６００円 複勝： ６２，６９５，３００円 枠連： １２，２４５，４００円

普通馬連： ５０，９４２，４００円 馬単： ４８，８９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４００，７００円

３連複： ６５，４６０，０００円 ３連単： １７５，４４７，７００円 計： ４５９，１２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（４－７） ３，２９０円

普通馬連 �� ３，４２０円 馬 単 �� １０，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ２９０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� １８，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２２０３６６ 的中 � １４５７８（５番人気）
複勝票数 計 ６２６９５３ 的中 � ２５８４１（５番人気）� ４９０４０（２番人気）� ４２９９３０（１番人気）
枠連票数 計 １２２４５４ 的中 （４－７） ２７５１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５０９４２４ 的中 �� １１０２２（１１番人気）
馬単票数 計 ４８８９４９ 的中 �� ３５６３（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４００７ 的中 �� ５６４８（１０番人気）�� １８８５０（４番人気）�� ２８４２２（１番人気）
３連複票数 計 ６５４６００ 的中 ��� ４３３３２（４番人気）
３連単票数 計１７５４４７７ 的中 ��� ７０６７（６０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．２―１２．１―１２．４―１２．４―１２．０―１１．９―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３５．４―４７．５―５９．９―１：１２．３―１：２４．３―１：３６．２―１：４７．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートグリッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 レインボーアンバー デビュー ２００９．１１．１４ 京都４着

２００７．３．２１生 牡３鹿 母 レインボーファスト 母母 レインボーローズ ９戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
［他本会外：２戦０勝］



２７０２１ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第９競走 ��
��１，８００�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳
以上５７�，牝馬２�減

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（１着）
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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２２ キングスエンブレム 牡５青 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：５２．８ ６．３�

７８ ドリームライナー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４９８＋ ６１：５３．１２ １．５�
３３ ハ イ オ ン 牡６青鹿５７ 川田 将雅田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６８－１０ 〃 ハナ ２２．９�
６６ テイエムザエックス 牡７栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：５３．５２� ２９．１�
４４ メイショウエンジン 牡６栗 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４９２± ０１：５３．６� ８９．４�
７７ ディアプリンシパル 牡５青 ５７ 北村 友一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７８＋ ２１：５３．７� ６．３�
８９ パープルアカデミー 牡６青鹿５７ 幸 英明中野 銀十氏 飯田 雄三 鵡川 清野 薫 ４８８＋３４１：５３．８クビ ３７．４	
５５ ピースキーパー 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太 �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＋ ２１：５４．０１	 １０．２

１１ ハードシーキング 牡６鹿 ５７ 小牧 太津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０４± ０１：５４．２１� ３４．４�
８１０ メイショウイッキ 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６２－ ６ 〃 アタマ ３１．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，７８６，０００円 複勝： ８４，３４２，０００円 枠連： １８，６１６，８００円

普通馬連： ８４，０１５，５００円 馬単： ６９，６５４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７４９，４００円

３連複： １０２，４２９，５００円 ３連単： ２７３，１９１，２００円 計： ６９０，７８５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ３９０円 枠 連（２－７） ４２０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，６１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，６４０円 ３ 連 単 ��� １７，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２６７８６０ 的中 � ３３５２２（３番人気）
複勝票数 計 ８４３４２０ 的中 � ４７７９３（４番人気）� ５７１１９４（１番人気）� ２０６９４（５番人気）
枠連票数 計 １８６１６８ 的中 （２－７） ３３２００（２番人気）
普通馬連票数 計 ８４０１５５ 的中 �� １１５０９４（２番人気）
馬単票数 計 ６９６５４８ 的中 �� ３５８３１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７４９４ 的中 �� ３３１５５（３番人気）�� ４２７２（１８番人気）�� １４８７５（５番人気）
３連複票数 計１０２４２９５ 的中 ��� ２８６６２（１１番人気）
３連単票数 計２７３１９１２ 的中 ��� １１６９７（５２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．８―１２．９―１２．９―１２．４―１２．２―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３８．１―５１．０―１：０３．９―１：１６．３―１：２８．５―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

キングスエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 京都１着

２００５．２．１２生 牡５青 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ １３戦４勝 賞金 ７５，８９１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２７０２２ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第１０競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，２００�第２４回セントウルステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （グローバルスプリントチャレンジ 第５戦） （芝・右）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減，２１．９．１２以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２１．９．１１以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

グローバルスプリントチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，２０４，０００円 ３４４，０００円 １７２，０００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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

６１１ ダッシャーゴーゴー 牡３鹿 ５５ 川田 将雅�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５０８－ ８１：０８．０ ９．６�

１１ � グリーンバーディー �７鹿 ５９ M．デュプレシス R．リー氏 C．ファウンズ 新 Whakanui
Stud Ltd ４８４＋ ４ 〃 クビ ６．２�

（Green Birdie（NZ）） （香港） （新）

３６ メ リ ッ サ 牝６鹿 ５５ 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４８８＋ ４１：０８．２１ １０．２�
７１３ ヘッドライナー �６鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ４１：０８．４１	 ８．２�
４８ タマモナイスプレイ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８０± ０ 〃 クビ １５．０	
８１６ スカイノダン 牝４黒鹿５５ 国分 恭介江 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 ４５２± ０１：０８．５
 ４．３

４７ ストリートスタイル 牝５鹿 ５５ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４２０－ ２ 〃 アタマ ２２．２�
５９ サンダルフォン 牡７鹿 ５７ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５２６－１２ 〃 ハナ １１．３�
８１５ レディルージュ 牝４青鹿５５ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４３８－ ６ 〃 アタマ １０．８
５１０ ショウナンカザン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ １３．８�
７１４ ショウナンアルバ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４９８－ ６１：０８．６クビ １１．４�
３５ コパノオーシャンズ 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ ２３．７�
２３ � エーシンエフダンズ 牡６黒鹿５７ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５０６－ ４１：０８．８１	 １１７．０�
２４ ケイティラブ 牝６栗 ５５ 野元 昭嘉瀧本 和義氏 野元 昭 浦河 永田 克之 ５１６－ ２ 〃 ハナ ３２．６�
６１２ シゲルハスラット 牡５栗 ５７ 川島 信二森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４６０＋ ４ 〃 クビ １２２．５�

（１５頭）
１２ � キンシャサノキセキ 牡７鹿 ５９ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０４，１３６，４００円 複勝： １４８，５２７，５００円 枠連： １２４，３５８，１００円

普通馬連： ６０５，９８８，４００円 馬単： ３００，１４１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５６，６６４，２００円

３連複： ８４２，８１８，６００円 ３連単： １，５８６，７５６，３００円 計： ３，８６９，３９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３２０円 � ２６０円 � ３９０円 枠 連（１－６） ３，７９０円

普通馬連 �� ３，７００円 馬 単 �� ７，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� ２，０７０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� １４，０１０円 ３ 連 単 ��� ８８，５７０円

票 数

単勝票数 計１０４１３６４ 的中 � ８５６５８（４番人気）
複勝票数 計１４８５２７５ 的中 � １２５１８４（３番人気）� １６３４６９（２番人気）� ９５１８６（８番人気）
枠連票数 計１２４３５８１ 的中 （１－６） ２４２７８（２２番人気）
普通馬連票数 計６０５９８８４ 的中 �� １２１０３６（１２番人気）
馬単票数 計３００１４１４ 的中 �� ２８０４４（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５６６６４２ 的中 �� ２４１４５（１７番人気）�� １８５５７（３０番人気）�� ２３０３０（１９番人気）
３連複票数 計８４２８１８６ 的中 ��� ４４４０９（５２番人気）
３連単票数 計１５８６７５６３ 的中 ��� １３２２２（３０２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．５―１０．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．４―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダッシャーゴーゴー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．７．２６ 小倉１着

２００７．３．２２生 牡３鹿 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer １０戦３勝 賞金 １２３，５２５，０００円
〔出走取消〕 キンシャサノキセキ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２７０２３ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�

しんりょう

新 涼 特 別
発走１６時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．９．１２以降２２．９．５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３３ クイックメール 牝４栗 ５２ 渡辺 薫彦谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 B４６０－ ８１：２３．８ ２０．２�

８１３ プリンセスペスカ 牝４栗 ５２ 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５４＋ ４ 〃 アタマ １１．５�
５６ スガノメダリスト 牡４栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７４－ ４１：２４．３３ ３．９�
７１０ ペガサスヒーロー 牡３鹿 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ４１：２４．４� ５．４�
５７ ペプチドアトム 牡５鹿 ５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ８１：２４．５� ５．２�
１１ ミッシングナンバー 牡４栗 ５４ 国分 恭介石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 B４６６＋ ２１：２４．８１� １３．２�
２２ ビッグローズ 牝５鹿 ５０ 高倉 稜�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ４３４± ０１：２５．１２ ６６．１	
６９ ウォーターリング 牝５黒鹿５０ 酒井 学山岡 正人氏 須貝 尚介 門別 豊洋牧場 ４４２＋ ４１：２５．２� １６９．６

４４ ハニーメロンチャン 牝３栗 ５２ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５８－ ２１：２５．８３� ３．４�
６８ キ ア ー ロ 牝５栗 ５１ 田中 克典 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ４１：２５．９� ３２．８
７１１ ブラックカシミール 牝５黒鹿５３ 野元 昭嘉�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４７０－ ６１：２６．０クビ １６．３�
８１２� ドンアドヴァイタ 牡６芦 ５３ 松山 弘平山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 若林牧場 ４９８－ ８ 〃 ハナ ２９７．４�
４５ ハイデフィニション 牝５鹿 ５１ 中村 将之岡田 牧雄氏 佐山 優 三石 川端牧場 ５１８＋ ４１：２６．３１� １５３．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，２４３，０００円 複勝： ４６，９８３，１００円 枠連： ２７，２５４，７００円

普通馬連： １２２，１９１，１００円 馬単： ７２，０６５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２６５，０００円

３連複： １４６，６２９，６００円 ３連単： ２９４，７４１，０００円 計： ７８２，３７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ４６０円 � ３２０円 � １８０円 枠 連（３－８） ５，３８０円

普通馬連 �� ６，３８０円 馬 単 �� １３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� １，３９０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １１，９００円 ３ 連 単 ��� ９８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３３２４３０ 的中 � １３００５（８番人気）
複勝票数 計 ４６９８３１ 的中 � ２２７９０（７番人気）� ３７００２（５番人気）� ８４６２６（１番人気）
枠連票数 計 ２７２５４７ 的中 （３－８） ３７４０（１８番人気）
普通馬連票数 計１２２１９１１ 的中 �� １４１４８（２７番人気）
馬単票数 計 ７２０６５６ 的中 �� ３９０４（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２６５０ 的中 �� ５９８１（２５番人気）�� ６９１０（２１番人気）�� １０６０８（８番人気）
３連複票数 計１４６６２９６ 的中 ��� ９１０１（４３番人気）
３連単票数 計２９４７４１０ 的中 ��� ２２０２（３２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．６―５９．０―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイックメール �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．１．３１ 京都１着

２００６．４．３生 牝４栗 母 タニノメール 母母 アロマックアステル ２１戦３勝 賞金 ４０，３６９，０００円



２７０２４ ９月１２日 晴 良 （２２阪神４）第２日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１３ アンティフリーズ 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲高倉 稜山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６２＋１２１：２０．４ ７．３�

７１１ クロワラモー 牝３黒鹿５３ 北村 友一�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４４４－ ４ 〃 クビ ３９．８�
２２ ディアエンデバー 牡４黒鹿５７ 四位 洋文寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：２０．５クビ ５．１�
６９ ヴィクトリーマーチ 牝３栗 ５３ 福永 祐一吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４４６－１０１：２０．６� ２．６�
４６ エストシャイン 牝４青鹿５５ 松田 大作橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４７２－ ８１：２０．７� １１０．５�
４５ カスクドール 牝３鹿 ５３ 赤木高太郎前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ２１：２０．８� １３．７�
６１０� マックスロザリー 牝５栗 ５５ 藤岡 康太田所 英子氏 北出 成人 門別 天羽牧場 ４９２＋ ８１：２０．９� ７１．４	
８１４ ウィザースプーン 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔 �キャロットファーム 小島 貞博 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋ ２１：２１．１１� １４．４

５７ トーワテレサ 牝３青 ５３ 浜中 俊齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４１８－ ８ 〃 ハナ ９９．９�
７１２ ハイフィールド 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４２８－ ６１：２１．２� １８．５�
３４ イサミチェリー 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介前田 哲郎氏 領家 政蔵 三石 築紫 洋 B４４６－１０１：２１．４１� ７４．８
５８ ルアーズストリート 牝３鹿 ５３

５２ ☆松山 弘平下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４８＋ ４１：２１．６１� ９．１�
３３ ダノンフィーバー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ６ 〃 クビ ６．５�
１１ スズカサクセス 牡３鹿 ５５ 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６２－ ６１：２１．９１� ８３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，６４９，３００円 複勝： ７０，４３５，１００円 枠連： ３８，９４３，２００円

普通馬連： １６７，０００，０００円 馬単： １０３，９９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，２９４，１００円

３連複： ２１６，０２８，５００円 ３連単： ４７１，３５４，１００円 計： １，１７６，６９６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２００円 � ７８０円 � ２００円 枠 連（７－８） １，９７０円

普通馬連 �� １６，３６０円 馬 単 �� ２６，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１４０円 �� ６２０円 �� ２，８２０円

３ 連 複 ��� ２３，９１０円 ３ 連 単 ��� １５８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４７６４９３ 的中 � ５１８４５（４番人気）
複勝票数 計 ７０４３５１ 的中 � １０２３００（３番人気）� １８５０３（９番人気）� １０７０１５（２番人気）
枠連票数 計 ３８９４３２ 的中 （７－８） １４６０４（１１番人気）
普通馬連票数 計１６７００００ 的中 �� ７５３６（３９番人気）
馬単票数 計１０３９９１８ 的中 �� ２９４１（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１２９４１ 的中 �� ３４９７（３９番人気）�� ２６４０６（４番人気）�� ５１８７（３０番人気）
３連複票数 計２１６０２８５ 的中 ��� ６６６８（６９番人気）
３連単票数 計４７１３５４１ 的中 ��� ２１９８（４２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．３―１１．８―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．６―３３．５―４４．８―５６．６―１：０８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンティフリーズ �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 Singspiel デビュー ２００９．１０．２４ 京都９着

２００７．５．１６生 牝３黒鹿 母 シルバートレイン 母母 シルバーレーン ９戦２勝 賞金 １５，９００，０００円
※出走取消馬 テーオールネサンス号（疾病〔右寛跛行〕のため）



（２２阪神４）第２日 ９月１２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 １５７頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８１，３６０，０００円
１９，２００，０００円
２，５３０，０００円
２８，０２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５０，０８９，０００円
４，８１９，０００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３３２，１５８，１００円
５６５，３２６，９００円
３０１，１８３，０００円
１，２９９，０４８，９００円
７９２，１９９，９００円
４２３，１２８，１００円
１，７４６，２３３，９００円
３，４４３，８３１，０００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 ８，９０３，１０９，８００円

総入場人員 １８，４４３名 （有料入場人員 １７，４３５名）




