
２７０２５ ９月１９日 晴 良 （２２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

４４ マーベラスビジン 牝２栗 ５４ 内田 博幸笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６４± ０１：５８．０ ３．５�

５５ キョウワオリオン 牡２鹿 ５４ 黒岩 悠�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４７８－ ６ 〃 クビ ３．２�
１１ テイエムギンリュウ 牡２芦 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ５１０－ ４１：５８．２１� ７．７�
２２ ヒデノオーカン 牡２青鹿５４ 渡辺 薫彦大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド ４６０＋ ２１：５８．５２ ４．０�
３３ プリティスカイ 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎長谷川光司氏 吉岡 八郎 新ひだか 見上牧場 ４４６－ ４１：５８．７１� ３２．２�
７８ ハクユウサンサン 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文伊藤 博文氏 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４６６－ ８１：５９．７６ ８．３�
８９ スズノウルフ 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 ４３６－ ８１：５９．９１ １０８．１	
６６ スプリングディナン 牡２鹿 ５４ 鷹野 宏史加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 ４４８＋ ８２：００．０� １２．３

７７ シゲルペイペイ 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平森中 蕃氏 須貝 尚介 新ひだか 友田牧場 ４３４＋１０２：０１．０６ ４２．２�
８１０ テイエムヤチャボー 牡２鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４５０＋ ４２：０１．１クビ ７７．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，９８０，０００円 複勝： １８，２７９，７００円 枠連： ８，８６８，０００円

普通馬連： ３５，２９１，３００円 馬単： ２９，２８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３７１，２００円

３連複： ４７，０４６，８００円 ３連単： ８９，８１４，４００円 計： ２５３，９３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－５） ５４０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ５，１７０円

票 数

単勝票数 計 １０９８００ 的中 � ２５１２５（２番人気）
複勝票数 計 １８２７９７ 的中 � ３９７９０（２番人気）� ４３５０８（１番人気）� ２４３５２（４番人気）
枠連票数 計 ８８６８０ 的中 （４－５） １２１３７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５２９１３ 的中 �� ４４７８１（１番人気）
馬単票数 計 ２９２８５６ 的中 �� １８７６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３７１２ 的中 �� １６３９１（１番人気）�� １２３４２（３番人気）�� ７４１７（６番人気）
３連複票数 計 ４７０４６８ 的中 ��� ２６１５９（２番人気）
３連単票数 計 ８９８１４４ 的中 ��� １２８２９（７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．９―１３．６―１２．７―１３．１―１２．８―１３．６―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３８．２―５１．８―１：０４．５―１：１７．６―１：３０．４―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F４０．４
１
３
４，７，２，５，８－１，３，９－（６，１０）
４（１，３）（２，８）５－（９，７）－６，１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マーベラスビジン 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．１ 小倉１０着

２００８．４．９生 牝２栗 母 アグネスキフジン 母母 スウィーピングズ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２７０２６ ９月１９日 晴 良 （２２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 ピルケンハンマー 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４８４± ０１：２２．２ １３．６�

４５ エーシンチャージ 牡２黒鹿５４ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５４－ ６１：２２．５１� ２．５�
８１３ レ ー ガ ン 牡２青鹿５４ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４７２＋ ８１：２３．２４ ８．４�
３４ シゲルジュウヤク 牡２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４７４＋１４ 〃 クビ ３２．１�
２２ アマノレインジャー 牡２栗 ５４ 福永 祐一中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４８４－ ６１：２３．３� ５．２�
１１ サカジロゴールド 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 宮内牧場 ５００＋ ４１：２３．５１� １３．９�
４６ ジョウショーコトミ 牝２芦 ５４ 浜中 俊熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４３２－ ４ 〃 ハナ ３０．０	
６１０ シゲルホンブチョウ 牡２鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 前川 隆則 ４４４＋ ６１：２３．６� ２０７．５

６９ プレストリガー 牡２青鹿５４ 蛯名 正義吉永 清美氏 目野 哲也 新冠 八木 常郎 ４０６＋ ２１：２３．７クビ ２６．５�
５７ エーシンヒットマン 牡２栗 ５４ 内田 博幸�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４７８＋ ４１：２３．９１� ４．９�
７１１ スズカアクシオ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４２２± ０１：２４．１１� ４７．１
５８ シゲルソウダンヤク 牡２青 ５４

５１ ▲高倉 稜森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 浜本 幸雄 ４５０＋１０１：２４．４１� ２２３．５�
８１４ テイエムメガヒット 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ４９０＋ ８１：２４．７１� １６．２�
７１２ センタースキャン 牝２青鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 ４４２＋ ６ 〃 クビ ５６５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７９３，２００円 複勝： ２９，４１５，９００円 枠連： １２，０６７，４００円

普通馬連： ４６，４２０，０００円 馬単： ３４，１０４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９５０，２００円

３連複： ６５，２５６，０００円 ３連単： １０６，０６１，７００円 計： ３２９，０６８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ４１０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（３－４） １，４５０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� １，３８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，９２０円 ３ 連 単 ��� ２８，９８０円

票 数

単勝票数 計 １５７９３２ 的中 � ９１７０（５番人気）
複勝票数 計 ２９４１５９ 的中 � １３８０６（７番人気）� ８９３３４（１番人気）� ２３８１１（４番人気）
枠連票数 計 １２０６７４ 的中 （３－４） ６１８１（８番人気）
普通馬連票数 計 ４６４２００ 的中 �� １８１０１（７番人気）
馬単票数 計 ３４１０４０ 的中 �� ４４３８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９５０２ 的中 �� ６２８８（８番人気）�� ３３９６（１７番人気）�� １０２９１（５番人気）
３連複票数 計 ６５２５６０ 的中 ��� １２３０６（１２番人気）
３連単票数 計１０６０６１７ 的中 ��� ２７０１（８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．５―１２．３―１２．２―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．４―４６．７―５８．９―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピルケンハンマー �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．８．１ 小倉９着

２００８．３．２３生 牡２鹿 母 マコトソブリン 母母 ゲートドクール ４戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔制裁〕 エーシンヒットマン号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）



２７０２７ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ スイートテン 牝３栗 ５４ 鮫島 良太青山 洋一氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ６１：４７．４ ７．１�

６１１ クレバーオペラ 牝３青鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４１４－ ２１：４７．６１ ７２．８�

２４ シルヴァーノ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ５０４－ ６ 〃 ハナ ４．１�
２３ ファンドリアスカ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三水戸 富雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：４７．７� ４０．１�
７１３ トウカイユニバース 牝３鹿 ５４ 北村 友一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ２１１．３�
４７ コードゼット 牡３栗 ５６ 内田 博幸前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２－１２１：４７．９１� ６．８	
３６ メイショウオルフェ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７８＋ ２ 〃 ハナ １８．５

５１０ タッチマイハート 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４６４－２０１：４８．０� ４５．８�
６１２ マルティニーク 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：４８．１クビ ６．１�
４８ サトノサウザー 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４５４－ ２１：４８．２� ５．９
７１４ センターバージニー 牝３青鹿５４ 柴田 善臣中野 優氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８０＋ ８１：４８．３� １５．４�
３５ クニサキロンチー 牝３黒鹿５４ 酒井 学國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４６４＋１４ 〃 アタマ ３５．５�
８１８ ライツェント 牝３青鹿５４ 赤木高太郎 �キャロットファーム 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ８ 〃 ハナ ２８．５�
５９ エルブロンネ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム ４７４＋２０１：４８．７２� １１４．３�
８１７ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４５８－ ４１：４９．４４ １６．２�
７１５ パワープレイズ 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉�まの 野元 昭 日高 高山 博 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２９．８�
８１６ タツオーカン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 大島牧場 ５１２－１２１：４９．６１� ２２．７�

（１７頭）
１２ モーガンルフェイ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，２８９，８００円 複勝： ２８，７０２，３００円 枠連： １９，７１８，４００円

普通馬連： ５１，６７７，６００円 馬単： ３５，１６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５５２，６００円

３連複： ７６，２４５，５００円 ３連単： １０９，２５４，６００円 計： ３６０，６０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２４０円 � １，３２０円 � １９０円 枠 連（１－６） ２，０７０円

普通馬連 �� ２３，６９０円 馬 単 �� ３７，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，８５０円 �� ５５０円 �� ５，５５０円

３ 連 複 ��� ４０，６００円 ３ 連 単 ��� ３２３，８２０円

票 数

単勝票数 差引計 １７２８９８（返還計 ８６７） 的中 � １９４５２（５番人気）
複勝票数 差引計 ２８７０２３（返還計 １５３０） 的中 � ３４４７２（３番人気）� ４３４５（１５番人気）� ４８０４２（１番人気）
枠連票数 差引計 １９７１８４（返還計 １１９） 的中 （１－６） ７０４４（１１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５１６７７６（返還計 ４６７５） 的中 �� １６１０（６３番人気）
馬単票数 差引計 ３５１６２０（返還計 ２３８５） 的中 �� ６９３（１２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２５５２６（返還計 １９８４） 的中 �� ９０６（６２番人気）�� １１１６９（１番人気）�� ９５５（６０番人気）
３連複票数 差引計 ７６２４５５（返還計 １４１３８） 的中 ��� １３８６（１２６番人気）
３連単票数 差引計１０９２５４６（返還計 ２０２０９） 的中 ��� ２４９（８９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．３―４７．４―５９．７―１：１２．１―１：２４．３―１：３５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートテン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Edgy Diplomat デビュー ２０１０．２．６ 東京１４着

２００７．３．１生 牝３栗 母 エ ス カ ニ ア 母母 Carezza ６戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔出走取消〕 モーガンルフェイ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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 アグネスジルバ号・テラノパンサー号



２７０２８ ９月１９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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

７９ スリーロゼット 牝４鹿 ５８ 北沢 伸也永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４５０＋ ６３：２１．４ １３．９�

７１０ ヒカリアライブ 牡４鹿 ６０ 高野 容輔當山 �則氏 須貝 彦三 日高 中川牧場 ４３０± ０３：２１．５� ２．９�
３３ ハッピードロップ 牝５栗 ５８ 金折 知則�イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 ４６６± ０３：２１．７１ ３．９�
１１ メイショウアーチャ 牡５青 ６０ 仲田 雅興松本 好雄氏 荒川 義之 三石 本桐牧場 ５０８－ ２３：２１．８� １９．４�
２２ ツルマルビビッド 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８２＋ ６３：２１．９� ６．８	
８１２� セフティファンキー 牡４栗 ６０ 南井 大志池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４４４－ ２３：２２．２２ ５．９

４４ � タ ラ リ ア 牝４栗 ５８ 岩崎 祐己栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 佐々木 直孝 ４３２－ ２３：２４．８大差 ２１．８�
６８ シゲルカンスケ 牡３鹿 ５８ 難波 剛健森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 馬道 繁樹 ４６０－ ２３：２４．９� １５９．５�
５６ � メイショウグッド 牡５栗 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５３２＋１１３：２６．１７ ３９．０
５５ トウケイトニー 牡３黒鹿５８ 今村 康成木村 信彦氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 ４５２＋ ６３：３５．４大差 ９８．７�
６７ � ト ラ ン プ 牡６鹿 ６０ 中村 将之冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４９６＋ ６３：３６．７８ １２．９�
８１１� ア ピ ー ル 牝５栗 ５８ 黒岩 悠長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４３０± ０ （競走中止） １９．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，２８５，７００円 複勝： １６，６５２，６００円 枠連： １３，０３２，４００円

普通馬連： ３６，６７８，４００円 馬単： ３２，０４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７９９，０００円

３連複： ５４，３７２，８００円 ３連単： ９６，８５１，７００円 計： ２７６，７２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３３０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（７－７） １，８００円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，１８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� ２７，２３０円

票 数

単勝票数 計 １２２８５７ 的中 � ６９６７（６番人気）
複勝票数 計 １６６５２６ 的中 � ８６０６（６番人気）� ５０３５３（１番人気）� ３０５６４（２番人気）
枠連票数 計 １３０３２４ 的中 （７－７） ５３４５（８番人気）
普通馬連票数 計 ３６６７８４ 的中 �� １３３９６（８番人気）
馬単票数 計 ３２０４９７ 的中 �� ５５９６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７９９０ 的中 �� ４８５３（７番人気）�� ２７８４（１５番人気）�� １５７８３（１番人気）
３連複票数 計 ５４３７２８ 的中 ��� １４４９３（６番人気）
３連単票数 計 ９６８５１７ 的中 ��� ２６２５（８１番人気）

上り １マイル １：４９．１ ４F ５４．０－３F ４０．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スリーロゼット �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．８．２４ 小倉７着

２００６．４．２５生 牝４鹿 母 スリーロバリー 母母 スリーリゾーム 障害：２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 アピール号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目７号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



２７０２９ ９月１９日 晴 良 （２２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

２２ ビップセレブアイ 牡２青鹿５４ 柴田 善臣鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８２ ―１：５０．２ ６．５�

７１０ レッドデイヴィス �２鹿 ５４ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：５０．４１� ７．９�
５５ サトノパンサー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８６ ―１：５０．５� ２０．０�
４４ リフトザウイングス 牡２青鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５３０ ―１：５０．６	 １．９�
６８ ヴ ィ ジ ャ イ 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９２ ― 〃 クビ ３．７�
７９ ヴァレノーヴァ 牝２栗 ５４ 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 新冠 パカパカ

ファーム ４７６ ―１：５１．２３	 １１．０	
８１２ テンシノイツル 牡２黒鹿５４ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４５０ ―１：５１．３クビ ８４．４

６７ メトログリペン 牡２鹿 ５４ 金折 知則太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４９２ ―１：５１．９３	 ２９０．０�
５６ ヒミノキンカメ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４８２ ―１：５２．０	 １２０．４�
８１１ エリモロワイヤル 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７８ ― 〃 クビ ２５２．４
３３ タガノマルシェ 牡２栗 ５４

５３ ☆松山 弘平八木 良司氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド ５００ ―１：５２．６３	 ２８３．９�
１１ レッドジュバ 牡２鹿 ５４ 高橋 亮杉本千賀子氏 高橋 隆 新ひだか 中村 和夫 ４６０ ―１：５３．７７ ３２７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，８７３，８００円 複勝： ４７，５１７，５００円 枠連： １２，５１３，７００円

普通馬連： ５１，２２４，５００円 馬単： ５１，９８１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２８６，１００円

３連複： ６４，５５０，３００円 ３連単： １５５，１２７，８００円 計： ４３５，０７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ３１０円 � ３４０円 � ６２０円 枠 連（２－７） １，３２０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ５，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� １，０３０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ７，６１０円 ３ 連 単 ��� ４４，６００円

票 数

単勝票数 計 ３０８７３８ 的中 � ３７５０８（３番人気）
複勝票数 計 ４７５１７５ 的中 � ４３７７６（３番人気）� ３８８３９（４番人気）� １８５３４（６番人気）
枠連票数 計 １２５１３７ 的中 （２－７） ７０２８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５１２２４５ 的中 �� １４１０６（１０番人気）
馬単票数 計 ５１９８１３ 的中 �� ７１４９（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２８６１ 的中 �� ６４５７（１０番人気）�� ５０８６（１３番人気）�� ４１０８（１５番人気）
３連複票数 計 ６４５５０３ 的中 ��� ６２６１（２２番人気）
３連単票数 計１５５１２７８ 的中 ��� ２５６７（１１６番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１２．４―１３．４―１２．７―１２．４―１１．８―１０．８―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．３―３７．７―５１．１―１：０３．８―１：１６．２―１：２８．０―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．０
３ ・（７，９）（４，１０，３）（２，５，１１）（６，１２）８，１ ４ ・（７，９）１０（４，３）（２，５，１２）（６，１１）８，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップセレブアイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラローレル 初出走

２００８．３．３生 牡２青鹿 母 ベストオブチャンス 母母 サガミコトブキ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０３０ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

８１５ エーシンポルックス 牡３芦 ５６ 小牧 太�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B４６８± ０１：２５．９ ５．０�

３６ メイショウヤグラ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 秋場牧場 ５０６＋ ６１：２６．０� ３．６�
２４ ユメノカケハシ 牝３青鹿５４ 浜中 俊諸江 幸祐氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：２６．２１� ７．６�
４８ バトルアステア 牡３黒鹿５６ 和田 竜二宮川 秋信氏 野中 賢二 浦河 有限会社

吉田ファーム ５２４－ ４１：２６．４１ ２．９�
１２ ファンドリノチカラ 牡３鹿 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 新冠 的場牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ １３．１�
３５ マルブツボイス 牡３青鹿５６ 北村 友一大澤 毅氏 加用 正 浦河 中村 雅明 ５０４± ０１：２６．６１� １６９．９�
７１３ ス ク ル ー ド 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 谷 潔 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ４１：２６．７� １３．６	
４７ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２１：２６．８� １３．６

１１ スズカタフネス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４５６－ ８１：２７．８６ ２２５．８�
５１０ メイショウアカドウ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８４＋ ４１：２８．１２ １８１．５�
７１４ ユニバーサルサンド 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４５８± ０ 〃 アタマ ５１．４
６１１ エリモヴィクトリー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山本 慎一氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント ４９６＋ ６１：２８．２� ９４．２�
６１２ オ ポ ム 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 ４３０－ ４１：２８．３クビ ６２．０�
２３ ディープメイク 牡３黒鹿５６ 松田 大作深見 敏男氏 昆 貢 日高 本間牧場 ５０８－ ８１：２８．４� ３４５．１�
５９ アマノブラウニイー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 小島牧場 ５１４＋１２１：２８．５� １８１．７�
８１６ ピットスポルム 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫 �キャロットファーム 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４２２－ ２１：３１．４大差 １３４．２�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８８４，６００円 複勝： ３３，７７４，８００円 枠連： １７，０５２，１００円

普通馬連： ６１，９１６，８００円 馬単： ４５，５２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２７１，０００円

３連複： ８６，１８５，２００円 ３連単： １４４，２０６，２００円 計： ４３３，８１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（３－８） ９５０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６４０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，３７０円 ３ 連 単 ��� １１，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２０８８４６ 的中 � ３３０７４（３番人気）
複勝票数 計 ３３７７４８ 的中 � ６０７８７（３番人気）� ７１８９７（２番人気）� ３４０６２（４番人気）
枠連票数 計 １７０５２１ 的中 （３－８） １３３５２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１９１６８ 的中 �� ５１６９４（３番人気）
馬単票数 計 ４５５２２２ 的中 �� １５６５０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２７１０ 的中 �� １７３７１（３番人気）�� ８９８５（６番人気）�� １１８７２（５番人気）
３連複票数 計 ８６１８５２ 的中 ��� ２６９２９（８番人気）
３連単票数 計１４４２０６２ 的中 ��� ８９２４（２９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．６―１２．９―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．７―４７．３―１：００．２―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンポルックス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rubiano デビュー ２０１０．１．５ 京都８着

２００７．３．３１生 牡３芦 母 オレゴンガール 母母 Paying Guest ９戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピットスポルム号は，平成２２年１０月１９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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 テーオームーン号
（非抽選馬） １頭 グリームバイオ号
※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。



２７０３１ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

５５ シースナイプ 牝３鹿 ５２ 北村 友一松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４６＋１０２：１２．０ ５．３�

３３ � レッドスティング 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４７２＋１８２：１２．９５ ２．０�
８８ トップミノル 牡３青鹿５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６２－１０２：１３．１１� ８７．１�
４４ モ ー レ ツ 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５０６－ ６ 〃 クビ １９．４�
２２ ハリウッドスター 牡３鹿 ５４ 小牧 太吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：１３．２クビ ８．８�
７７ 	 サンライズウィル 牡４鹿 ５７ 川田 将雅松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ ７．４�
１１ タマモグランプリ 牡３鹿 ５４ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 B４３８＋ ６２：１３．３クビ ４．４	
６６ ユウアールシー 牝５芦 ５５

５４ ☆松山 弘平�アイテツ 田中 章博 浦河 杵臼牧場 ４６６－２０ （競走中止） ７８．６


（８頭）

売 得 金

単勝： ２４，１７７，９００円 複勝： ３１，２３２，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５９，９６１，９００円 馬単： ５１，３８７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１５０，７００円

３連複： ６０，０８８，７００円 ３連単： １７９，８２０，８００円 計： ４２６，８２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １，２４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２，７００円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ８，２５０円 ３ 連 単 ��� ３３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２４１７７９ 的中 � ３６１２０（３番人気）
複勝票数 計 ３１２３２７ 的中 � ５４４３０（３番人気）� ９５１９３（１番人気）� ３８０９（８番人気）
普通馬連票数 計 ５９９６１９ 的中 �� ８４７４９（２番人気）
馬単票数 計 ５１３８７４ 的中 �� ２８０１１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１５０７ 的中 �� ２５５８３（２番人気）�� １６１６（２２番人気）�� １８４８（１９番人気）
３連複票数 計 ６００８８７ 的中 ��� ５３７７（２３番人気）
３連単票数 計１７９８２０８ 的中 ��� ３９６４（９８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．５―１０．８―１２．３―１２．８―１２．６―１２．４―１２．２―１２．０―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．１―３３．９―４６．２―５９．０―１：１１．６―１：２４．０―１：３６．２―１：４８．２―１：５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３
４－７－５，３，８－６－２，１
４（７，５）３－８－（２，１）－６

２
４
４＝７－５，３，８－６，２－１
４（７，５，３）８（２，１）＝６

勝馬の
紹 介

シースナイプ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．２．１４ 京都６着

２００７．２．２８生 牝３鹿 母 マニフィカート 母母 ミ ュ ン シ ー ４戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
〔競走中止〕 ユウアールシー号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



２７０３２ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第８競走 ��
��１，８００�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

４４ スマイルミッキー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６４－２４１：５２．７ １．９�

３３ エイシンダッシュ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７２－ ４１：５２．９１� ６．３�
１１ ソルモンターレ 牡４鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５４－ ４１：５３．８５ ５．７�
８１３�	 エ シ ス 牡５芦 ５７ 幸 英明藤田 孟司氏 大根田裕之 米 Winches-

ter Farm ５０２＋ ２１：５４．０１
 １７９．５�
７１０ サクセスシェーバー 牡３黒鹿５４ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５０６＋ ２１：５４．３２ ９．７�
４５ 	 エアリアルショット 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４７２＋ ４１：５４．４クビ １６．３	
２２ ワキノブライアン 牡４栗 ５７ 小牧 太脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ９．３

８１２ ダテノスイミー 牡３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４６－ ８１：５５．０３
 ５６．４�
６８ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５４ 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４８８－ ４１：５５．２� ２６．１�
６９ ミ ゲ ー ル 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４６０± ０ 〃 アタマ １４６．３
７１１ ホッコーセルベッサ 牡４鹿 ５７ 高橋 亮矢部 幸一氏 荒川 義之 浦河 福岡 光夫 ４４４± ０１：５５．３
 ９３．４�
５６ 	 シーシャトー 牡５鹿 ５７ 黒岩 悠藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４４± ０１：５５．５１
 ４１２．４�
５７ 	 マルブツジャンボ 牡４芦 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５４２－１２１：５７．７大差 ３４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，３４４，１００円 複勝： ３７，２８５，１００円 枠連： １６，７９２，１００円

普通馬連： ７２，８２９，５００円 馬単： ５７，３９７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１９２，７００円

３連複： １００，６４９，７００円 ３連単： ２０２，０７８，７００円 計： ５３８，５６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（３－４） ５３０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ２，５００円

票 数

単勝票数 計 ２２３４４１ 的中 � ９６４６０（１番人気）
複勝票数 計 ３７２８５１ 的中 � １３１３０５（１番人気）� ４８０４０（２番人気）� ４６５９７（４番人気）
枠連票数 計 １６７９２１ 的中 （３－４） ２３３８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２８２９５ 的中 �� ９２８９０（２番人気）
馬単票数 計 ５７３９７８ 的中 �� ４８０６０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１９２７ 的中 �� ３０８６６（２番人気）�� ３３３５３（１番人気）�� １２９６８（５番人気）
３連複票数 計１００６４９７ 的中 ��� ９５２８２（１番人気）
３連単票数 計２０２０７８７ 的中 ��� ５９８１６（２番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．４―１３．２―１２．６―１２．５―１２．２―１２．５―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．６―３７．８―５０．４―１：０２．９―１：１５．１―１：２７．６―１：３９．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマイルミッキー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．１２ 函館６着

２００６．３．３１生 牡４鹿 母 グ デ ィ ニ ア 母母 ノースオブダンジグ ３１戦２勝 賞金 ２６，４８０，０００円
［他本会外：３戦１勝］

※ダテノスイミー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０３３ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走１５時００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 １６８，０００円 ４８，０００円 ２４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

７７ ウインバリアシオン 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ４１：４７．７ ２．８�

１１ メイショウナルト 牡２鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５８＋ ８１：４８．１２� １．９�
４４ モスカートローザ 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ４ 〃 ハナ ４．６�
８８ マイネジャンヌ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋１２１：４８．４１� ２２．２�
５５ シゲルシャチョウ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４７２－ ６ 〃 クビ ３２．７�
３３ エーシンジャッカル 牡２黒鹿５４ 内田 博幸�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５０－ ６１：４８．５クビ １５．７�
２２ アスカノバッハ 	２黒鹿５４ 川島 信二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５０－ ６１：５０．２大差 ９２．６	
６６ 
 モエレウェバリング 牡２栗 ５４ 安部 幸夫
ホースケア 今津 博之 新ひだか 中村 和夫 ４３６－ ４１：５１．０５ ３０３．５�

（愛知） （愛知）

（８頭）

売 得 金

単勝： ４５，８６８，０００円 複勝： ６９，８４３，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １００，６４９，３００円 馬単： ８９，４５４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０５８，８００円

３連複： １０２，２５７，３００円 ３連単： ３６９，４３３，３００円 計： ８０５，５６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� １７０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ２００円 ３ 連 単 ��� １，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４５８６８０ 的中 � １２９２４１（２番人気）
複勝票数 計 ６９８４３７ 的中 � １１４８３６（２番人気）� ４０４０８０（１番人気）� ９２８９４（３番人気）
普通馬連票数 計１００６４９３ 的中 �� ３０７８９２（１番人気）
馬単票数 計 ８９４５４５ 的中 �� １１２３１２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０５８８ 的中 �� ６６２２０（１番人気）�� ３４２３１（３番人気）�� ５４２６６（２番人気）
３連複票数 計１０２２５７３ 的中 ��� ３８２２４０（１番人気）
３連単票数 計３６９４３３３ 的中 ��� ２５１６０５（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．５―１２．５―１２．９―１３．０―１２．１―１０．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．６―１：００．５―１：１３．５―１：２５．６―１：３６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインバリアシオン �

父 ハーツクライ �


母父 Storm Bird デビュー ２０１０．８．１ 小倉１着

２００８．４．１０生 牡２鹿 母 スーパーバレリーナ 母母 Count On a Change ２戦２勝 賞金 ２３，１６８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



２７０３４ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�第２８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 ９３８，０００円 ２６８，０００円 １３４，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５６ アニメイトバイオ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：４５．８ １１．６�

７９ ワイルドラズベリー 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４７４＋２０ 〃 アタマ １５．６�
８１２ エーシンリターンズ 牝３栗 ５４ 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５６＋１２１：４６．０１� １３．５�
５５ ア パ パ ネ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９４＋２４ 〃 ハナ ２．１�
４４ トゥニーポート 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４４０－ ８１：４６．４２� ３５．７�
８１１ ニチドウルチル 牝３栗 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４７４－ ２１：４６．５� ２４３．９	
６７ アグネスワルツ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４６８＋１２１：４６．６クビ ４．１

３３ オウケンサクラ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ ５．４�
７１０ タガノイノセンス 牝３青 ５４ 赤木高太郎八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５０２－１０１：４６．９１� １２３．７�
６８ レディアルバローザ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４８６＋１４ 〃 クビ ２０．０
２２ ラガーリンリン 牝３芦 ５４ 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７６＋ ６１：４７．０クビ ２６４．８�
１１ タガノエリザベート 牝３黒鹿５４ 川田 将雅八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋１４１：４７．１� ４８．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４２，６９２，８００円 複勝： ２９５，７６１，５００円 枠連： ８０，９０８，８００円

普通馬連： ５６０，０７３，７００円 馬単： ４０２，０８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８０，０９６，０００円

３連複： ７１２，８１６，６００円 ３連単： ２，０６７，８８９，６００円 計： ４，４４２，３２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ４５０円 � ６９０円 � ４７０円 枠 連（５－７） １，０４０円

普通馬連 �� ７，３００円 馬 単 �� １５，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２３０円 �� １，４９０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ２１，０８０円 ３ 連 単 ��� １９３，０４０円

票 数

単勝票数 計１４２６９２８ 的中 � ９７１４３（４番人気）
複勝票数 計２９５７６１５ 的中 � １７８４００（４番人気）� １０８１３６（６番人気）� １６８６７０（５番人気）
枠連票数 計 ８０９０８８ 的中 （５－７） ５７５５４（４番人気）
普通馬連票数 計５６００７３７ 的中 �� ５６６４７（２２番人気）
馬単票数 計４０２０８６４ 的中 �� １９４３１（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８００９６０ 的中 �� １９７８８（２２番人気）�� ３０１２３（１７番人気）�� ２４５２７（２０番人気）
３連複票数 計７１２８１６６ 的中 ��� ２４９５７（４９番人気）
３連単票数 計２０６７８８９６ 的中 ��� ７９０６（３１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．７―５９．１―１：１１．５―１：２３．１―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アニメイトバイオ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．８．２２ 札幌５着

２００７．１．３０生 牝３栗 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト １０戦３勝 賞金 １３２，５９０，０００円
〔制裁〕 レディアルバローザ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアニメイトバイオ号・ワイルドラズベリー号・エーシンリターンズ号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走でき
る。



２７０３５ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�

しゅくがわ

夙 川 特 別
発走１６時１０分 （ダート・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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１ マルカフリート 牡４鹿 ５７ 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：１１．１ １４．６�

２４ サ リ エ ル 牝３鹿 ５３ 内田 博幸前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７２＋ ６１：１１．２� ３．８�
４８ � スリーサンビーム 牡５黒鹿５７ 高倉 稜永井商事� 野村 彰彦 新冠 海馬沢 明 ４９０＋ ４１：１１．４� ４８．８�
７１４ アヤナルベルス 牝３鹿 ５３ 小牧 太鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７２－ ６１：１１．５� １３．１�
６１２ ベストオブミー 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４６４＋ ４１：１１．６クビ １５．０�
２３ 	 エーシンリードオー 牝４黒鹿５５ 川田 将雅�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４９２＋１４１：１１．８１
 ５．４�
１２ メイショウアツヒメ 牝４鹿 ５５ 安藤 勝己松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５０６＋ ２１：１２．０１
 ２．８	
４７ メイショウシェイク 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５２８－ ８１：１２．２１ １０．３

１１ マヤフィオーレ 牝４栗 ５５ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４４６－１８ 〃 アタマ ２７．５�
７１３ キタノアラワシ 牡６鹿 ５７ 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５０４± ０１：１２．４� ２３．２
５９ ハードリレー 牡６栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 鈴木 孝志 静内 漆原 武男 ４５０＋ ６ 〃 クビ １１７．１�
３６ 	 プリティゴールド 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd ４８０＋ ２１：１２．５クビ ４３．０�
３５ エンジェルフェザー 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ １１３．１�
５１０ ニシノヴァネッサ 牝６芦 ５５ 川島 信二西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９６＋１０１：１２．９２
 ４４６．９�
８１６ ダイゴカムイ 牡８鹿 ５７ 赤木高太郎長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ５１２＋２２１：１３．０
 ５３５．３�
８１５ スズカフェロー 牡７鹿 ５７ 国分 恭介永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４８８－ ６１：１３．３１� ４５３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，５０４，８００円 複勝： ６１，５６１，５００円 枠連： ４０，７１１，２００円

普通馬連： １６３，３９８，７００円 馬単： ９６，８０６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，３０２，５００円

３連複： ２０２，６４３，４００円 ３連単： ４１０，５４２，１００円 計： １，０６８，４７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４８０円 � １９０円 � ９９０円 枠 連（２－６） ７９０円

普通馬連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ８，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４４０円 �� ６，９００円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ４２，２５０円 ３ 連 単 ��� ２４７，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４１５０４８ 的中 � ２２４８８（６番人気）
複勝票数 計 ６１５６１５ 的中 � ３０６００（７番人気）� １１１０１７（２番人気）� １３６２９（１１番人気）
枠連票数 計 ４０７１１２ 的中 （２－６） ３８０９５（２番人気）
普通馬連票数 計１６３３９８７ 的中 �� ３５６０３（１３番人気）
馬単票数 計 ９６８０６０ 的中 �� ８８３４（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１３０２５ 的中 �� ９００９（１４番人気）�� １７９５（５６番人気）�� ４２５６（３５番人気）
３連複票数 計２０２６４３４ 的中 ��� ３５４０（１１４番人気）
３連単票数 計４１０５４２１ 的中 ��� １２２６（６１０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．９―１１．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．８―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２００８．１１．１５ 京都２着

２００６．４．１３生 牡４鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン ７戦４勝 賞金 ４７，１５３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベネラ号
（非抽選馬） ７頭 カシノグローブ号・カシノマイケル号・サダムテンジン号・タカノキング号・ファンドリカップ号・

ミステリアスバイオ号・ユウキアックン号



２７０３６ ９月１９日 晴 良 （２２阪神４）第３日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

８１６ ウィズインライアン 牝４鹿 ５５ 小牧 太内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４３４－ ４１：２４．２ １７．５�

６１２ トウカイブラスト 牡３黒鹿５５ 熊沢 重文内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ５０４－１４１：２４．８３� ２８．４�
８１５ メイショウモネ 牡４芦 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４５８＋１２ 〃 クビ ４．７�
５１０ スマートアーサイト 牡３黒鹿５５ 内田 博幸大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ６１：２５．１２ ２．８�
２４ � マスタープライド 牡３栗 ５５ 浜中 俊村山 卓也氏 白井 寿昭 むかわ 真壁 信一 ４７６－ ８１：２６．０５ ２０．５�
７１４ シゲルコイヒメ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲高倉 稜森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 出羽牧場 ４２８＋ ２１：２６．１� ３２．９�
１２ サダムトウコン 牡３黒鹿５５ 酒井 学大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム B４６６± ０１：２６．６３ ６．８�
４８ カネトシマイコサン 牝３栗 ５３ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 ４３０－ ６ 〃 同着 ９８．７	
１１ ワイドヒリュウ 牡４鹿 ５７ 石橋 守鋤元 節夫氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム ４５４－ ６１：２６．８１ ８．５

３６ カンファーピュア 牝４鹿 ５５ 安部 幸夫楠本 陸雄氏 清水 出美 新ひだか 静内酒井牧場 ４４２＋ ６１：２７．８６ ３４４．８�

（愛知）

３５ レ コ メ ン ド 牡３鹿 ５５ 赤木高太郎�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ １１：２８．９７ ３５．４
５９ � オンフルール 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８± ０１：２９．９６ ７．２�
４７ ヨドノブラボー 牡３鹿 ５５ 藤岡 康太海原 聖一氏 大根田裕之 平取 高橋 啓 ４７２＋ ７ （競走中止） ２３２．７�
７１３ ケンブリッジシーザ 牡３鹿 ５５ 北村 友一中西 健造氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５１０－ ４ （競走中止） ５４．９�
６１１ スリーコンコルド �５黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平永井商事� 小野 幸治 門別 白井牧場 ４９２± ０ （競走中止） ３４６．１�
２３ カンファーネオ 牡３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４６４＋ ４ （競走中止） ２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，５８０，１００円 複勝： ６０，８８３，７００円 枠連： ５０，７２９，７００円

普通馬連： １６２，７４４，３００円 馬単： ９９，８９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，７３３，９００円

３連複： ２１９，０４９，４００円 ３連単： ４３５，４９９，１００円 計： １，１３１，１１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ５５０円 � ７１０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ３，５９０円

普通馬連 �� １９，６３０円 馬 単 �� ４１，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７５０円 �� １，４１０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ２４，９５０円 ３ 連 単 ��� ２２９，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４４５８０１ 的中 � ２０１０３（６番人気）
複勝票数 計 ６０８８３７ 的中 � ２６５０３（７番人気）� １９８２７（９番人気）� ９３０７４（２番人気）
枠連票数 計 ５０７２９７ 的中 （６－８） １０４４０（１５番人気）
普通馬連票数 計１６２７４４３ 的中 �� ６１２０（５２番人気）
馬単票数 計 ９９８９０１ 的中 �� １７６８（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７７３３９ 的中 �� ２９２６（５０番人気）�� １０２７７（１４番人気）�� ８４００（１８番人気）
３連複票数 計２１９０４９４ 的中 ��� ６４８１（８３番人気）
３連単票数 計４３５４９９１ 的中 ��� １４００（６１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１２．０―１２．４―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．７―５８．１―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．５
３ ・（５，１４）２，１６－（９，１０）３（１，１２）（８，１５）－（４，１３）６，７，１１ ４ １４（５，１６）２，１０，３（９，１２）１５，１，８－４（１１，６）１３－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウィズインライアン �
�
父 メジロライアン �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００８．９．２７ 阪神５着

２００６．４．４生 牝４鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー １９戦２勝 賞金 １９，４５０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔競走中止〕 カンファーネオ号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
スリーコンコルド号・ケンブリッジシーザ号・ヨドノブラボー号は，最後の直線コースで，転倒した「カンファーネオ」号に触
れ，転倒したため競走中止。

〔制裁〕 カンファーネオ号の騎手国分恭介は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金５０，０００円。（１１番・１３
番・７番への進路影響）

〔その他〕 オンフルール号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ダテノスイミー号
※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。



（２２阪神４）第３日 ９月１９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 １５４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

２６６，３８０，０００円
２，０８０，０００円
９，５７０，０００円
２，０９０，０００円
２６，０６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

４９，１５８，０００円
４，７８６，４００円
１，５２４，６００円

勝馬投票券売得金
４２９，２７４，８００円
７３０，９１１，０００円
２７２，３９３，８００円
１，４０２，８６６，０００円
１，０２５，１２７，０００円
４８３，７６４，７００円
１，７９１，１６１，７００円
４，３６６，５８０，０００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 １０，５０２，０７９，０００円

総入場人員 ２８，２４９名 （有料入場人員 ２７，０６１名）




