
２７０３７ ９月２０日 曇 良 （２２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

８１１ ヴィクトリースター 牡２鹿 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 追分ファーム ４４０＋ ２１：４９．６ ２．７�

３３ ヒットザターゲット 牡２栗 ５４ 福永 祐一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２－ ６ 〃 ハナ ５．４�
７８ ビ ー ム 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５１０＋ ８１：５０．１３ ２０．４�
６６ インペリアルピサ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８１：５０．２クビ １８．６�
６７ バンブーチェルシー 牡２青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７２＋ ６ 〃 アタマ １０．１�
５５ ジョウショードン 牡２黒鹿５４ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 ４５２－ ４１：５０．４１� １２５．５�
１１ カルドブレッサ 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６４－１４１：５０．５� ２．７	
４４ コスモロッキー 牡２鹿 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 日高 富川牧場 ４５６＋ ８１：５０．６� １４２．６

７９ プレミアムカード 牡２鹿 ５４ 秋山真一郎青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ６１：５１．１３ １５．２�
２２ タガノキズナ 牡２栗 ５４ 藤岡 佑介八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２± ０ 〃 アタマ ２５．１
８１０ ロッキーラクーン 牡２栗 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３６＋ ２１：５１．２� ２６４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，８７６，６００円 複勝： ２６，１３０，３００円 枠連： １０，６９８，６００円

普通馬連： ３９，７０９，１００円 馬単： ３２，５２８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９０７，２００円

３連複： ５５，０５９，４００円 ３連単： １０２，７９２，６００円 計： ３０１，７０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３５０円 枠 連（３－８） ６５０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ７４０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� ９，０００円

票 数

単勝票数 計 １６８７６６ 的中 � ５０５８０（１番人気）
複勝票数 計 ２６１３０３ 的中 � ６８０９２（１番人気）� ４２１４６（３番人気）� １３８７９（７番人気）
枠連票数 計 １０６９８６ 的中 （３－８） １２３１６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９７０９１ 的中 �� ４６４５１（２番人気）
馬単票数 計 ３２５２８５ 的中 �� ２１１８４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９０７２ 的中 �� １５２３５（３番人気）�� ５７１６（９番人気）�� ３６７１（１６番人気）
３連複票数 計 ５５０５９４ 的中 ��� １５３２５（１０番人気）
３連単票数 計１０２７９２６ 的中 ��� ８４３４（２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１２．２―１３．１―１３．１―１２．５―１１．８―１０．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３６．７―４９．８―１：０２．９―１：１５．４―１：２７．２―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリースター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．７．１１ 阪神６着

２００８．４．２９生 牡２鹿 母 ヴィクトリークライ 母母 Verveine ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔騎手変更〕 ロッキーラクーン号の騎手北村友一は，第３日第１２競走での落馬負傷のため安藤光彰に変更。
〔発走状況〕 プレミアムカード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 プレミアムカード号は，発走調教再審査。



２７０３８ ９月２０日 曇 良 （２２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

７１４ ビップピュアレディ 牝３栗 ５４ 幸 英明鈴木 邦英氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４１８＋ ２１：５４．３ ５．４�

６１２ サダムセシボン 牝３栗 ５４ 安藤 勝己大西 定氏 鮫島 一歩 新ひだか 藤沢牧場 ４５２＋ ８１：５４．４� ７．４�
２４ イノセントリーサム 牡３栗 ５６ 川田 将雅平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２２－ ２１：５４．５クビ ３２．６�
１１ サクセスアイニー 牝３鹿 ５４ 小牧 太�嶋 哲氏 梅田 智之 新冠 タニグチ牧場 ４７８＋ ４１：５４．７１� ２８．１�
１２ トウショウセレクト 牡３鹿 ５６ 酒井 学トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９２－１０１：５５．０１� ２．１�
３５ エーケーコンコルド 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 ４４０－ ４１：５５．７４ ２８．５�
７１３ テーオージャングル 牡３鹿 ５６ 松田 大作小笹 公也氏 松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４６２± ０１：５５．９１� ３２．９	
４７ レディハピネス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ ３５．４

５１０ クーゲルブリッツ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７６－ ８１：５６．０� ４．２�
４８ マルタカムサシ 牡３芦 ５６ 石橋 守�橋まゆみ氏 境 直行 新冠 若林牧場 ５６２－ ８１：５６．４２� ４６８．５
２３ ダノンボンジュール 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�ダノックス 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６± ０１：５６．５クビ ４２．０�
６１１ スリーゴーフライト 	３鹿 ５６ 安藤 光彰永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 B４５０＋１３ 〃 ハナ ５３２．６�
８１６
 アスターハウス 牡３芦 ５６

５３ ▲高倉 稜加藤 久枝氏 矢作 芳人 米 Marvin
Delfiner ５２４－ ６１：５６．６� ３０２．８�

８１５ メルセダリオ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４２８± ０１：５７．４５ １２３．０�
３６ アーユルヴェーダ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４４０－１２１：５８．５７ ２５７．８�
５９ クラサヴィカ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４５８－１６２：０２．１大差 ３９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２８７，７００円 複勝： ２６，６６１，６００円 枠連： １２，７６９，３００円

普通馬連： ４１，２６５，５００円 馬単： ３０，９８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６４６，４００円

３連複： ６０，６７５，６００円 ３連単： １０７，４８０，９００円 計： ３１３，７７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � ２３０円 � ６７０円 枠 連（６－７） １，１１０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，５１０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ７，７５０円 ３ 連 単 ��� ３２，６３０円

票 数

単勝票数 計 １６２８７７ 的中 � ２３８３３（３番人気）
複勝票数 計 ２６６６１６ 的中 � ４１５３４（２番人気）� ３３７７５（４番人気）� ８３９４（６番人気）
枠連票数 計 １２７６９３ 的中 （６－７） ８４９１（５番人気）
普通馬連票数 計 ４１２６５５ 的中 �� ２６０２４（４番人気）
馬単票数 計 ３０９８８７ 的中 �� ８８３６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６４６４ 的中 �� ９９２９（４番人気）�� ２７６９（１３番人気）�� ２４２９（１６番人気）
３連複票数 計 ６０６７５６ 的中 ��� ５７８１（２４番人気）
３連単票数 計１０７４８０９ 的中 ��� ２４３１（８２番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１３．２―１３．０―１２．５―１３．１―１２．６―１２．５―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．６―３６．８―４９．８―１：０２．３―１：１５．４―１：２８．０―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．９
１
３

・（２，１０）（３，４，１２，１３）（６，１４）－（１，１６）（５，１１）－（７，１５）－９，８・（２，１０）（３，１２）（４，１３）（１，１４）６（５，１１）－１５（１６，８）－７－９
２
４

・（２，１０）－（３，４，１２）１３（６，１４）１（１６，１１）５，１５，７，８，９・（２，１４）１０，１２（４，１３）３（１，５）１１－（６，８）（１６，１５）＝７＝９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップピュアレディ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．９．２６ 阪神３着

２００７．５．６生 牝３栗 母 プ レ イ ン 母母 ダイナランド ９戦１勝 賞金 １３，０５０，０００円
〔騎手変更〕 サクセスアイニー号の騎手北村友一は，第３日第１２競走での落馬負傷のため小牧太に変更。

ダノンボンジュール号の騎手国分恭介は，第３日第１２競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
レディハピネス号の騎手松山弘平は，第３日第１２競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーユルヴェーダ号・クラサヴィカ号は，平成２２年１０月２０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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プレザントシチー号
（非抽選馬） ４頭 アンクルガンバレ号・ウインドフォレスト号・シルクマウンテン号・ニシノラヴノット号



２７０３９ ９月２０日 曇 良 （２２阪神４）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時１５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
１：１０．２

良

不良

６６ セトノシャンクス 牡２栗 ５４ 小牧 太難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５８ ―１：１４．０ １４．６�

５５ � バージニアキャット 牝２栗 ５４ 福永 祐一�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms
Joint Venture ４６６ ― 〃 クビ ５．１�

２２ ダッシャーワン 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４９８ ―１：１４．３１� ３．７�
８８ ナムラバーク 牡２黒鹿５４ 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４６６ ―１：１４．７２� １．８�
１１ イマジンブレイカー 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８ ―１：１５．２３ ３２．４	
３３ アンジェラバローズ 牝２鹿 ５４ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４２６ ―１：１５．５１� ９．８

４４ セルリアンディンゴ 牡２黒鹿５４ 熊沢 重文�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４９２ ―１：１５．９２� １６１．１�
８９ ビ ハ ク 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 出羽牧場 ４２０ ―１：１７．２８ １１３．２
７７ マウンテンパール 牝２栗 ５４

５１ ▲高倉 稜山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ３８６ ―１：１７．５１� ４８．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，０７０，３００円 複勝： ２２，１９７，４００円 枠連： ８，５１４，６００円

普通馬連： ３１，０９８，０００円 馬単： ３３，２７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５１８，４００円

３連複： ３６，７２０，０００円 ３連単： １０３，８９８，０００円 計： ２６６，２９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ３２０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（５－６） ２，６３０円

普通馬連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ５，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ６１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� ２６，４２０円

票 数

単勝票数 計 １７０７０３ 的中 � ９２３２（５番人気）
複勝票数 計 ２２１９７４ 的中 � １５００６（５番人気）� ３４８７１（３番人気）� ４２３８９（２番人気）
枠連票数 計 ８５１４６ 的中 （５－６） ２３９７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３１０９８０ 的中 �� １０１７８（９番人気）
馬単票数 計 ３３２７３８ 的中 �� ４１２０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５１８４ 的中 �� ４７０５（９番人気）�� ５３７４（８番人気）�� １００４１（４番人気）
３連複票数 計 ３６７２００ 的中 ��� １０９６８（８番人気）
３連単票数 計１０３８９８０ 的中 ��� ２９０３（７３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１１．７―１２．４―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２３．９―３５．６―４８．０―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノシャンクス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ウォーニング 初出走

２００８．３．２生 牡２栗 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ナムラバーク号の騎手国分恭介は，第３日第１２競走での落馬負傷のため武豊に変更。



２７０４０ ９月２０日 曇 良 （２２阪神４）第４日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時５０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

７９ サンライズポパイ 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４４０ ―１：２２．５ ５．８�

３３ ダノンハロー 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：２２．７１� ４．７�
４４ ボウシュウローズ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田都枝江氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４５０ ― 〃 クビ ２１．７�
８１１ アルトゥバン 牡２栗 ５４ 和田 竜二�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４６０ ―１：２２．８� ３８．６�
５５ アルドワーズ 牡２芦 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４３８ ― 〃 アタマ ７．２�
５６ ウォータールルド 牡２黒鹿５４ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８２ ―１：２３．２２� １６４．５	
７１０ レッドシェリフ 牡２栗 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：２３．３� ３．３

２２ ピエナクリスタル 牡２鹿 ５４ 武 豊本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４７６ ― 〃 クビ ５．２�
６８ ウィズイングレース 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４４６ ―１：２３．６１� ５４．２�
１１ アオイシャトル 牡２栗 ５４ 熊沢 重文浅野多喜男氏 大橋 勇樹 様似 �村 伸一 ４４８ ―１：２３．７クビ １７．４
８１２ メイショウスピード 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５８ ―１：２４．２３ １３．１�
６７ テイエムフブキオー 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 日優牧場 ４６２ ―１：２５．３７ １６３．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，９０７，２００円 複勝： ２６，１７０，０００円 枠連： １２，９３２，２００円

普通馬連： ４４，０４５，４００円 馬単： ３３，９４２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２３５，０００円

３連複： ５６，９３６，４００円 ３連単： １０２，６９１，４００円 計： ３１２，８６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２３０円 � １９０円 � ５１０円 枠 連（３－７） ６００円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １，８２０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� １０，２４０円 ３ 連 単 ��� ５９，８７０円

票 数

単勝票数 計 １８９０７２ 的中 � ２６０５５（４番人気）
複勝票数 計 ２６１７００ 的中 � ３２０２８（４番人気）� ４１７９３（２番人気）� １１１００（８番人気）
枠連票数 計 １２９３２２ 的中 （３－７） １５９２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ４４０４５４ 的中 �� １５７８８（１１番人気）
馬単票数 計 ３３９４２８ 的中 �� ５７３０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２３５０ 的中 �� ６７２６（９番人気）�� ２２７０（２６番人気）�� ３０５８（１８番人気）
３連複票数 計 ５６９３６４ 的中 ��� ４１０５（４２番人気）
３連単票数 計１０２６９１４ 的中 ��� １２６６（２１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．６―１２．３―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．２―５８．５―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズポパイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００８．４．１０生 牡２鹿 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ピエナクリスタル号の騎手国分恭介は，第３日第１２競走での落馬負傷のため武豊に変更。

テイエムフブキオー号の騎手松山弘平は，第３日第１２競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
アルトゥバン号の騎手北村友一は，第３日第１２競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。



２７０４１ ９月２０日 曇 良 （２２阪神４）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０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

３３ ワンダープリマ 牝４鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４４６＋ ８１：５３．４ ８．６�

８１１ ベ リ ー フ 牝３栗 ５２ 浜中 俊岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４５０＋ ８１：５４．１４ １６．３�
６７ カ ス ガ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５６＋ ８１：５４．３１� １１．５�
６８ クリムゾンブーケ 牝４栗 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B４６０－ ４ 〃 ハナ ６．１�
５６ スマートアルティラ 牝３栗 ５２ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ４５８＋ ６１：５４．４� ３．４�
７９ キクノセンヒメ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６６－１１１：５４．８２� ３．１�
１１ タガノジョーカー 牝３栗 ５２ 藤岡 康太八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４５０＋１２ 〃 クビ ２３．９	
８１２ ヴィーヴァレジーナ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４２８＋ ６１：５５．３３ ２６．７

４４ � クリノソーニャ 牝５鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４５４± ０１：５５．４� ２３．８�
５５ ピエナリリー 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介本谷 兼三氏 藤沢 則雄 安平 ノーザンファーム ４５８＋１４１：５５．５クビ １６７．８�
２２ スナークチェリー 牝３栗 ５２ 後藤 浩輝杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ２１．９
７１０ ティボリペガサス 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８－ ４１：５５．７� ３２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，５２３，８００円 複勝： ２６，８８５，６００円 枠連： １３，２７３，０００円

普通馬連： ４７，１０９，２００円 馬単： ３５，９９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４７６，６００円

３連複： ６７，１３６，３００円 ３連単： １１６，２１６，０００円 計： ３４３，６１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２５０円 � ３９０円 � ３００円 枠 連（３－８） ４，２３０円

普通馬連 �� ５，８１０円 馬 単 �� １１，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� ９７０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １０，５００円 ３ 連 単 ��� ７０，９５０円

票 数

単勝票数 計 １６５２３８ 的中 � １５２５９（４番人気）
複勝票数 計 ２６８８５６ 的中 � ３０６９８（３番人気）� １７２７５（６番人気）� ２３８７３（５番人気）
枠連票数 計 １３２７３０ 的中 （３－８） ２３１６（１５番人気）
普通馬連票数 計 ４７１０９２ 的中 �� ５９９１（２２番人気）
馬単票数 計 ３５９９７３ 的中 �� ２２８４（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４７６６ 的中 �� ３１００（２１番人気）�� ５３３３（１１番人気）�� ２９６０（２３番人気）
３連複票数 計 ６７１３６３ 的中 ��� ４７２３（３７番人気）
３連単票数 計１１６２１６０ 的中 ��� １２０９（２４３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１３．６―１２．８―１３．３―１３．０―１２．５―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３７．１―４９．９―１：０３．２―１：１６．２―１：２８．７―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダープリマ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．７．５ 函館８着

２００６．３．５生 牝４鹿 母 ワンダーバーサトル 母母 ワンダールージュ １５戦２勝 賞金 １７，７００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 タガノジョーカー号の騎手国分恭介は，第３日第１２競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
スナークチェリー号の騎手松山弘平は，第３日第１２競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。



２７０４２ ９月２０日 曇 良 （２２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

７７ マコトヴォイジャー 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５０８－ ８１：４６．１ ４．４�

６６ マイネアロマ 牝３黒鹿５２ 和田 竜二 �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 ４５８± ０１：４６．３１� １０．４�

８１０ アドマイヤセナ 牡７栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９６－ ６１：４６．５１ １．８�
２２ ニシノホウギョク 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ５０２± ０１：４６．６� １４．８�
３３ アラシヲヨブオトコ 牡４青鹿５７ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５１０＋１０１：４６．７� ４．６�
７８ フェリキタース 牝４鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜礒川 正明氏 大根田裕之 新ひだか 嶋田牧場 ４７２＋１４１：４６．９１� １７７．７�
５５ タガノバッチグー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝八木 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 ４５０＋１２ 〃 クビ ２１．１	
４４ ラムタムタガー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊 
社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：４７．６４ ４３．８�
１１ トーワランマル 牡３芦 ５４ 松田 大作齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７０－ ６１：４７．８１� ２９５．１�
８９ テンシノアスター 牡３栗 ５４ 中村 将之杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４５８－ ２１：４８．０１� ２８６．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，４５８，９００円 複勝： ４３，０７９，０００円 枠連： １１，７７７，３００円

普通馬連： ４７，９９１，５００円 馬単： ４６，２１２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１４６，７００円

３連複： ６５，０９５，８００円 ３連単： １７３，３２８，８００円 計： ４３５，０９０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，２６０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２５４５８９ 的中 � ４５７８０（２番人気）
複勝票数 計 ４３０７９０ 的中 � ８１１６５（２番人気）� ４３０８６（４番人気）� ２０１１１６（１番人気）
枠連票数 計 １１７７７３ 的中 （６－７） ６８９９（５番人気）
普通馬連票数 計 ４７９９１５ 的中 �� ２６０７８（５番人気）
馬単票数 計 ４６２１２６ 的中 �� １５６４２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１４６７ 的中 �� １３９５２（５番人気）�� ５４１７３（１番人気）�� １８６２７（３番人気）
３連複票数 計 ６５０９５８ 的中 ��� ９４８０３（２番人気）
３連単票数 計１７３３２８８ 的中 ��� ２４２６１（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．１―１２．１―１１．８―１１．７―１２．１―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．１―３４．２―４６．３―５８．１―１：０９．８―１：２１．９―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトヴォイジャー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．２２ 小倉５着

２００７．３．１９生 牡３鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス １８戦２勝 賞金 ３０，８７３，０００円
〔騎手変更〕 タガノバッチグー号の騎手松山弘平は，第３日第１２競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
〔制裁〕 マコトヴォイジャー号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※出走取消馬 ローザペルラ号（疾病〔左寛跛行〕のため）



２７０４３ ９月２０日 晴 良 （２２阪神４）第４日 第７競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ トーホウチェイサー 牡３栗 ５５ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４７２－ ８１：１１．８ ３．９�

４８ シュテルンターラー 牝３芦 ５３ 浜中 俊 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４６４－１６ 〃 クビ ４．８�
３６ � エーシンビッグシー 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ５００＋ ６１：１２．１１� ５７．７�
６１１ タマモコントラバス 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４５６－ ４１：１２．３１ ６．２�
２３ アスタークリス 牡４芦 ５７ 小牧 太加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４４４－ ６１：１２．８３ １１６．５�
６１２ レッドジール 牡４栗 ５７ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ６１：１２．９� ４．２�
４７ マイディスカバリー 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４６８－ ２１：１３．０クビ １１．６	
１２ ウ イ ン ル ナ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４７２－１２ 〃 クビ １３．１

１１ インタレスティング 牝３鹿 ５３ 秋山真一郎副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４３８＋ ４１：１３．３１� ７１．４�
５９ メイショウナナボシ 牝３鹿 ５３ 福永 祐一松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋１０１：１３．４� ２０．７�
８１５ シゲルシゲザネ 牡３鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４８８＋ ４１：１３．５� ９．７
８１６� シゲルヤリガタケ �４黒鹿５７ 酒井 学森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 村下 貞憲 ４１０＋ ６１：１４．４５ １４７．５�
７１４ メイショウタカチホ 牡４栗 ５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 静内 岡田牧場 ４７４＋ ２１：１４．７２ ５１．５�
２４ ミスズアムール 牝３鹿 ５３ 安藤 光彰永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 ４２２＋ ２ 〃 アタマ １５２．７�
３５ ケイティマイヒメ 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介瀧本 和義氏 吉岡 八郎 浦河 桑田牧場 ４４０－ ４１：１４．８� １８５．９�
５１０ マルタカボーイス 牝４鹿 ５５ 石橋 守�橋まゆみ氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８４＋２０１：１７．１大差 １３９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４９５，３００円 複勝： ３８，５５２，４００円 枠連： ２２，５８３，５００円

普通馬連： ７９，８４１，２００円 馬単： ５０，４５９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７５１，８００円

３連複： １０２，６６４，２００円 ３連単： １９１，４１６，１００円 計： ５３７，７６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � １，１９０円 枠 連（４－７） ９００円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３，８００円 �� ５，０５０円

３ 連 複 ��� ２５，０５０円 ３ 連 単 ��� １３７，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４９５３ 的中 � ４５６４３（１番人気）
複勝票数 計 ３８５５２４ 的中 � ８１８６４（１番人気）� ４８４８８（４番人気）� ６１０９（１１番人気）
枠連票数 計 ２２５８３５ 的中 （４－７） １８７０６（４番人気）
普通馬連票数 計 ７９８４１２ 的中 �� ４３８５３（４番人気）
馬単票数 計 ５０４５９２ 的中 �� １３１６７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７５１８ 的中 �� １５７８５（４番人気）�� １８４３（３５番人気）�� １３７８（４３番人気）
３連複票数 計１０２６６４２ 的中 ��� ３０２５（７３番人気）
３連単票数 計１９１４１６１ 的中 ��� １０２５（３７８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．３―１１．８―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．１―４５．９―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウチェイサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１２．６ 阪神４着

２００７．５．２生 牡３栗 母 トーホウビーナス 母母 イティサール ６戦２勝 賞金 １６，１５０，０００円
〔騎手変更〕 インタレスティング号の騎手松山弘平は，第３日第１２競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。

アスタークリス号の騎手北村友一は，第３日第１２競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
マイディスカバリー号の騎手国分恭介は，第３日第１２競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルタカボーイス号は，平成２２年１０月２０日まで平地競走に出走できない。



２７０４４ ９月２０日 晴 良 （２２阪神４）第４日 第８競走 ��３，１４０�第１２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 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００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

５７ コウエイトライ 牝９鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４８４＋ ４３：２６．４ １．９�

５８ ドングラシアス 牡６黒鹿６０ 高田 潤山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１８＋ ４３：２６．７２ ３０．３�
４５ � タマモサプライズ �５鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７６± ０３：２７．１２� ３０．８�
６１０� エイシンボストン 牡８栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ５００＋ ２３：２７．２	 ８．４�
１１ タイカーリアン 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４７２－ ８３：２７．３� ９．９�
３４ イコールパートナー 牝５栗 ５８ 金折 知則�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋１０３：２８．０４ ８．７	
８１３� ドールリヴィエール 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９２－ ２３：２８．１クビ ４０．４

２２ シースピアー 牡４栗 ６０ 植野 貴也藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７４＋ ８３：２８．６３ １０２．７�
６９ スリーラスカル 牡５黒鹿６０ 岩崎 祐己永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４６６－１４３：２８．９１	 １２０．２�
８１４ エイシンニーザン 牡８栗 ６２ 横山 義行平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０２－ ２３：２９．０	 ２３．７
４６ トップフリーダム 牡４鹿 ６０ 佐久間寛志横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４７０－ ４３：２９．３１	 ７．４�
７１１ ビコーフェザー �６鹿 ６０ 白浜 雄造�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２３：２９．９３� １２．８�
７１２� サトノスローン �７栗 ６０ 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging

Oaks LLC ４７８± ０３：３０．７５ １４２．２�
３３ ホウライブライアン 牡５黒鹿６０ 南井 大志橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４９２＋ ２３：３１．５５ ３９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，２０３，１００円 複勝： ３９，１４３，３００円 枠連： ２２，４０７，１００円

普通馬連： ８６，４３６，７００円 馬単： ６３，７２４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４１５，１００円

３連複： １２４，２０７，３００円 ３連単： ２５０，９１１，９００円 計： ６４４，４４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ５１０円 � ６９０円 枠 連（５－５） ３，１６０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� １，３１０円 �� ３，５２０円

３ 連 複 ��� １５，６４０円 ３ 連 単 ��� ６０，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２６２０３１ 的中 � １１０２７１（１番人気）
複勝票数 計 ３９１４３３ 的中 � １４７７５６（１番人気）� １３９４６（７番人気）� ９９０４（９番人気）
枠連票数 計 ２２４０７１ 的中 （５－５） ５２４９（１５番人気）
普通馬連票数 計 ８６４３６７ 的中 �� １９９４７（１０番人気）
馬単票数 計 ６３７２４７ 的中 �� １２３３５（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４１５１ 的中 �� ７７９４（１０番人気）�� ５９６３（１８番人気）�� ２１３２（４０番人気）
３連複票数 計１２４２０７３ 的中 ��� ５８６２（４６番人気）
３連単票数 計２５０９１１９ 的中 ��� ３０６０（１８２番人気）

上り １マイル １：４３．１ ４F ５２．１－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウエイトライ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００３．１２．２８ 阪神５着

２００１．４．８生 牝９鹿 母 ダンツビューティ 母母 ハーモニーゼア 障害：３０戦１１勝 賞金 ４５１，４００，０００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 デンシャミチ号・マックスチャンプ号



２７０４５ ９月２０日 晴 良 （２２阪神４）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

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，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

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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

４４ テイエムオーロラ 牝４青鹿５５ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６０－ ６１：３３．７ ３．５�

５５ ダブルウェッジ 牡４鹿 ５７ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 B５３２－ ４ 〃 アタマ １３．９�
６６ � サザンギャラクシー 牡５鹿 ５７ 武 豊吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket

Pty Ltd ５１４＋ ４１：３４．３３� ６．７�
８１０ アドマイヤヘッド 牡６芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ３１．２�
１１ マッシヴエンペラー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８８± ０１：３４．４� ４５．１�
８９ ノボリデューク 牡５青 ５７ 石橋 守原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４７４＋ ８１：３４．５	 ２９．９�
７７ シークエスト 牡５黒鹿５７ 松田 大作宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ５０２＋ ２１：３４．６� １８６．２�
７８ ミクロコスモス 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：３４．７� ２．０

２２ ノットアローン 牡５青 ５７ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：３４．８クビ ３６．６�
３３ ダイレクトキャッチ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 	サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ４９２－１２ 〃 アタマ ８．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３８，９５１，０００円 複勝： ５１，５２９，７００円 枠連： ２１，３８２，６００円

普通馬連： １１６，６９８，２００円 馬単： ８５，８３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，２９４，１００円

３連複： １３２，７３４，５００円 ３連単： ３４５，２１９，４００円 計： ８３０，６４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ３１０円 � ２１０円 枠 連（４－５） １，８７０円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ４３０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，７１０円 ３ 連 単 ��� １７，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３８９５１０ 的中 � ８９７２０（２番人気）
複勝票数 計 ５１５２９７ 的中 � １３１４０１（２番人気）� ３４１４４（５番人気）� ６１６２２（３番人気）
枠連票数 計 ２１３８２６ 的中 （４－５） ８４５９（８番人気）
普通馬連票数 計１１６６９８２ 的中 �� ４２１０３（７番人気）
馬単票数 計 ８５８３６１ 的中 �� １９６４８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８２９４１ 的中 �� １２６６２（８番人気）�� ２３６０６（４番人気）�� ８７７８（１１番人気）
３連複票数 計１３２７３４５ 的中 ��� ２６４６８（１２番人気）
３連単票数 計３４５２１９４ 的中 ��� １４８７０（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３５．４―４７．９―１：００．３―１：１１．７―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３３．４
３ ９，４，１０，５－６，１，７－（２，３）８ ４ ・（９，４，１０）５，６（１，７）（２，３）８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムオーロラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．８．２ 小倉６着

２００６．３．２３生 牝４青鹿 母 ペ リ ー ヌ 母母 ケ イ シ ー １８戦５勝 賞金 ８３，７７９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ノットアローン号の騎手北村友一は，第３日第１２競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。

テイエムオーロラ号の騎手国分恭介は，第３日第１２競走での落馬負傷のため幸英明に変更。



２７０４６ ９月２０日 晴 良 （２２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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

８１０ ケイアイガーベラ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４８０＋ ６１：２２．０ １．３�

８１１ トーホウドルチェ 牝５黒鹿５６ 川田 将雅東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４５２± ０１：２２．９５ ９．２�
７８ セイクリムズン 牡４黒鹿５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ４９８± ０ 〃 アタマ ７．６�
４４ エプソムアーロン 牡６鹿 ５６ 安藤 光彰 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４８６－ ６１：２３．２１� ３３２．７�
６７ マイプリティワン 牡６鹿 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４８０＋ ４１：２３．３� ４６．１�
１１ エ ノ ク 牡６栗 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１４－ ４１：２３．５１	 ２０．５	
２２ アウトクラトール 牡５鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：２３．８１� ４１．４

６６ 
 ワールドハンター 牡６栗 ５５ 後藤 浩輝青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５０２± ０１：２４．２２	 １１．７�
３３ ダイナミックグロウ 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４５６－ ４１：２４．３クビ ３７．９�
５５ タートルベイ 牡５芦 ５６ 浜中 俊百万 武夫氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４９４－ ２１：２４．７２	 １５１．７
７９ メイショウセンゴク 牡５栗 ５６ 蛯名 正義松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７４＋ ２１：２５．１２	 ６４．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６１，２１８，２００円 複勝： １４４，８２６，７００円 枠連： ３８，４７７，２００円

普通馬連： ２０２，２０１，９００円 馬単： １７４，３６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，９７７，２００円

３連複： ２５８，０７１，４００円 ３連単： ８４３，３２４，０００円 計： １，７９５，４６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（８－８） ４４０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １８０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� １，６３０円

票 数

単勝票数 計 ６１２１８２ 的中 � ３８４２４４（１番人気）
複勝票数 計１４４８２６７ 的中 � ９４８０９０（１番人気）� １１２１８６（３番人気）� １２８７５２（２番人気）
枠連票数 計 ３８４７７２ 的中 （８－８） ６４６４０（２番人気）
普通馬連票数 計２０２２０１９ 的中 �� ３２９１４１（２番人気）
馬単票数 計１７４３６８４ 的中 �� ２３７１３８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２９７７２ 的中 �� ９５１８３（２番人気）�� １２２８５９（１番人気）�� ２９２４３（５番人気）
３連複票数 計２５８０７１４ 的中 ��� ３３０５６０（１番人気）
３連単票数 計８４３３２４０ 的中 ��� ３８２２５７（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．０―１２．０―１１．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．５―５８．５―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイガーベラ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１１．８ 京都１着

２００６．４．２７生 牝４栗 母 アンナステルツ 母母 Edge １０戦７勝 賞金 １２３，８０５，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２７０４７ ９月２０日 晴 良 （２２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，２１．９．１９以降２２．９．１２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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８８ デンコウオクトパス 牡３鹿 ５３ 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４２８－ ８２：０１．４ ７．６�

６６ ラインドリーム 牝４黒鹿５４ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ ２．６�
８９ スマートジェネシス 牡３青鹿５４ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４２：０１．６１� ２．７�
４４ キクカタキシード 牡３栗 ５４ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４６８－ ４２：０１．７� ６．４�
７７ フラムドール 牝３栗 ５０ 飯田 祐史吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４７０＋２０ 〃 クビ ２４．７�
１１ クレスコドリーム 牡５黒鹿５４ 赤木高太郎堀川 三郎氏 石坂 正 登別 青藍牧場 ４９２＋ ４２：０１．８� ５６．６�
５５ ウォーターセレネ 牝５栃栗５４ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４２４＋ ６２：０１．９� ２０．６�
２２ ロードアルファード 牡７鹿 ５５ 藤岡 佑介 	ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５０２－ ８ 〃 クビ ４５．４

３３ セ ン ノ カ ゼ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４８０－ ８２：０３．０７ １１．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３７，１２６，１００円 複勝： ４７，４３５，０００円 枠連： ２５，５０６，９００円

普通馬連： １２０，０８３，０００円 馬単： ８４，７５４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７９８，２００円

３連複： １３７，６９８，３００円 ３連単： ３７４，９９６，８００円 計： ８６６，３９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（６－８） ２５０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３６０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ６，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３７１２６１ 的中 � ３８６８５（４番人気）
複勝票数 計 ４７４３５０ 的中 � ５１２４５（４番人気）� １２５３４０（１番人気）� １２３５２２（２番人気）
枠連票数 計 ２５５０６９ 的中 （６－８） ７８３１６（１番人気）
普通馬連票数 計１２００８３０ 的中 �� ８２４８６（５番人気）
馬単票数 計 ８４７５４４ 的中 �� ２３１９０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７９８２ 的中 �� ２３４７９（４番人気）�� ２３４５４（５番人気）�� ７３６５４（１番人気）
３連複票数 計１３７６９８３ 的中 ��� １６１８３０（２番人気）
３連単票数 計３７４９９６８ 的中 ��� ４５０８２（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．６―１２．７―１２．８―１２．２―１２．２―１１．６―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３６．８―４９．５―１：０２．３―１：１４．５―１：２６．７―１：３８．３―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．７
１
３
３，７（２，９）（４，５）（１，６）８
３（７，９）（２，４，６）５（１，８）

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

勝馬の
紹 介

デンコウオクトパス �

父 マヤノトップガン �


母父 リ ズ ム デビュー ２００９．８．１ 小倉９着

２００７．４．１２生 牡３鹿 母 シルキーマニッシュ 母母 スポーデズブルー １４戦３勝 賞金 ３４，９５２，０００円
〔騎手変更〕 フラムドール号の騎手国分恭介は，第３日第１２競走での落馬負傷のため飯田祐史に変更。
〔発走状況〕 デンコウオクトパス号は，枠入り不良。



２７０４８ ９月２０日 晴 良 （２２阪神４）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

４８ オレンジティアラ 牝３栗 ５３ 小牧 太 �グリーンファーム 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４４４＋１０１：０８．１ １２．８�

２４ アルーリングムーン 牡４鹿 ５７
５４ ▲高倉 稜 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ２１：０８．３１ ３．４�
１２ カイシュウボナンザ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４８０－２２１：０８．４� ５．２�
６１２ ディアブラーダ 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４７２＋２６１：０８．５クビ １４．７�
５１０ シルクナデシコ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４１８－ ４１：０８．７１� １１．３�
１１ マスターチアフル 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２－ ８１：０８．８	 ６３．５	
２３ クレムリンシチー 牡３栗 ５５ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５０６＋ ６ 〃 ハナ １０．２

５９ ラヴアンドサンクス 牝３黒鹿５３ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４３８－ ８ 〃 クビ ６５．７�
７１４ チャールストン 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４８８－ ２１：０９．０１� ３３４．６�
４７ タイセイフレイヤ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二田中 成奉氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B４８８－ ４１：０９．１	 ５．９
６１１ ソ ム ニ ア 牝３栗 ５３ 武 豊吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ２ 〃 アタマ ５．９�
７１３ メイショウヘミング 牝３黒鹿５３ 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４２２－ ４１：０９．４１� １００．３�
３６ ベッラフィーリア 牝３鹿 ５３ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４３４＋１８ 〃 ハナ ２７．８�
３５ シゲルクニミヤマ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 飯田 明弘 浦河 小島牧場 ４３４＋ ６１：０９．７２ ２２３．４�
８１５ ピカピカテッタ 牡３鹿 ５５ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 新ひだか 名古屋 一征 ４６４－ ６１：１０．１２	 ６３．９�
８１６ カルロスバローズ 牡３黒鹿５５ 幸 英明猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２５７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，７６２，０００円 複勝： ７０，８３８，５００円 枠連： ４４，７３３，８００円

普通馬連： １６３，７５０，９００円 馬単： １０３，１５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，０２０，５００円

３連複： ２２５，９８１，１００円 ３連単： ５００，２３８，６００円 計： １，２１８，４８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３７０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（２－４） ６２０円

普通馬連 �� ３，５９０円 馬 単 �� ７，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� １，４１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ４，７４０円 ３ 連 単 ��� ３８，１９０円

票 数

単勝票数 計 ４９７６２０ 的中 � ３０６８１（７番人気）
複勝票数 計 ７０８３８５ 的中 � ３８０３２（８番人気）� １６０８０１（１番人気）� １１０５３６（２番人気）
枠連票数 計 ４４７３３８ 的中 （２－４） ５３７８７（２番人気）
普通馬連票数 計１６３７５０９ 的中 �� ３３６６８（１４番人気）
馬単票数 計１０３１５５８ 的中 �� ９９１４（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６００２０５ 的中 �� １２９８３（１２番人気）�� ９６３０（１９番人気）�� ５８０６４（１番人気）
３連複票数 計２２５９８１１ 的中 ��� ３５２５７（１２番人気）
３連単票数 計５００２３８６ 的中 ��� ９６６７（１０８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．１―１１．３―１１．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．８―４５．１―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．３
３ ８（７，９）－１４（２，１２）１５（４，６）（３，１０）５（１，１１，１３）－１６ ４ ８（７，９）－（２，１４）１２，１５（４，１０）６（３，１１，１３）５（１，１６）

勝馬の
紹 介

オレンジティアラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２５ 小倉１着

２００７．３．１８生 牝３栗 母 オレンジブロッサム 母母 バッフドオレンジ ８戦２勝 賞金 ２６，５０６，０００円
〔騎手変更〕 クレムリンシチー号の騎手北村友一は，第３日第１２競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。

シゲルクニミヤマ号の騎手松山弘平は，第３日第１２競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 オペラセリア号・フェリスホイール号・メイショウバーモス号・ワンダーギャルー号



（２２阪神４）第４日 ９月２０日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４６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

２６１，４２０，０００円
４，２２０，０００円
１４，２１０，０００円
１，７４０，０００円
２５，４５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５０，１９４，０００円
５，０３０，８００円
１，４４５，４００円

勝馬投票券売得金
３４６，８８０，２００円
５６３，４４９，５００円
２４５，０５６，１００円
１，０２０，２３０，６００円
７７５，２４２，３００円
３８０，１８７，２００円
１，３２２，９８０，３００円
３，２１２，５１４，５００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，８６６，５４０，７００円

総入場人員 １８，５４３名 （有料入場人員 １７，６２２名）




