
２７０６１ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第１競走 ��１，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

１１ キミニアエタキセキ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４３０＋ ４１：１０．０ ２．２�

２３ 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± ０１：１０．１クビ ３．４�
６１０ 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 ４６４－１２１：１０．３１� ７．１�
６１１ ロイヤルネイチャー 牝２鹿 ５４ 川島 信二桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２４± ０１：１０．５１� ３６．６�
３５ シゲルチョウカン 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 尾野 一義 ４５６＋１８１：１０．７１� ５．６�
４７ シゲルヒラシャイン 牝２鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４３２＋１４１：１０．８� ２６．３�
３４ ナンゴクチョウチョ 牝２芦 ５４ 小牧 太渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 塚田 達明 ４１０＋ ２１：１１．０１� ２２．５	
４６ シゲルカンリカン 牝２芦 ５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４５８－ ４１：１１．１クビ １１６．９

２２ シゲルカカリチョウ 牝２栗 ５４ 浜中 俊森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２６－ ２ 〃 ハナ ５４．１�
８１４ アサヒチェリー 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４５２＋ ６１：１１．４１� ２８０．７
７１３ メ モ リ ー 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４１４＋ ２ 〃 ハナ ２３７．４�
８１５ 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 ４４４＋ ２１：１１．５� ５５．５�
５８ レディダイヤ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 目黒牧場 ４０８＋ ４１：１１．８２ ８９．７�
７１２ タ ト ゥ ー ン 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太玉置 辰次氏 坪 憲章 新ひだか 田中 裕之 ４６８± ０１：１２．１１� ２３１．１�
５９ カシノババロア 牝２栗 ５４ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 熊本 本田 土寿 ４５４＋ ２ 〃 クビ ３９０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５６３，７００円 複勝： ２５，６４９，６００円 枠連： １１，４３８，３００円

普通馬連： ４０，８３３，４００円 馬単： ３２，７４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４６８，３００円

３連複： ６２，２９６，６００円 ３連単： １１１，７２２，２００円 計： ３１９，７１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（１－２） ３４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ３，５４０円

票 数

単勝票数 計 １６５６３７ 的中 � ６０７７６（１番人気）
複勝票数 計 ２５６４９６ 的中 � ６８９４６（２番人気）� ７０７１６（１番人気）� ２７４８３（４番人気）
枠連票数 計 １１４３８３ 的中 （１－２） ２４９６２（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０８３３４ 的中 �� ８９６１２（１番人気）
馬単票数 計 ３２７４１６ 的中 �� ３８５２８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４６８３ 的中 �� ３５６９３（１番人気）�� １１２８９（４番人気）�� ８９１４（５番人気）
３連複票数 計 ６２２９６６ 的中 ��� ４４３２４（２番人気）
３連単票数 計１１１７２２２ 的中 ��� ２３３１９（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．６―１１．６―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．４―４７．０―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．６
３ ７，１０，１１（６，５，１４，１５）３，８（１，４）１３（２，１２）９ ４ ・（７，１０，１１）（１４，１５）（６，５）３，１（４，８）（１３，１２）２，９

勝馬の
紹 介

キミニアエタキセキ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．７．１７ 小倉２着

２００８．３．８生 牝２黒鹿 母 テンシノキセキ 母母 ビーバップアルー ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円



２７０６２ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

６１０ トップシャイン 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６４－１６１：３５．３ ６．１�

８１５� シンボリストーム 牡２鹿 ５４ 川田 将雅シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada ４９０－ ４１：３５．６２ ２．０�

１１ ア ル バ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４９２－ ８１：３５．７� ８．４�
２３ シゲルリジチョウ 牡２鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５１０＋ ４１：３５．９１� ６３．０�
２２ マイネルデフィ 牡２栗 ５４ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２１：３６．０クビ ２２．６�
３５ カ ガ タ イ キ 牡２栗 ５４ 幸 英明香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ １０．２	
４６ トムコウクン 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７６± ０ 〃 クビ ４２．８

６１１ ジョーポジティブ 牡２栗 ５４ 熊沢 重文上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８８± ０１：３６．２� １３．５�
４７ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝２黒鹿５４ 北村 友一�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４３６＋ ８１：３６．４１� ３２．１�
８１４ ゴールドルースター 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５２－１０１：３７．０３� ６．０
５８ シゲルマドギワゾク 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４３０＋ ４ 〃 クビ ２６６．９�
３４ マ ギ ー メ イ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４１０－ ４ 〃 アタマ ３４５．６�
７１３ グローバルチャージ 牡２芦 ５４ 鮫島 良太�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６６± ０１：３７．３２ ４０６．８�
７１２ ロードスラッガー 牡２青鹿５４ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 梅田 智之 新ひだか グランド牧場 ４６２＋ ２１：３８．２５ ３０２．７�
５９ エーシンサクショー 牝２栗 ５４ 浜中 俊�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４４６± ０１：３８．６２� １３６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，８６４，５００円 複勝： ２８，５１９，２００円 枠連： １３，４１１，１００円

普通馬連： ３９，７７５，３００円 馬単： ３０，５０５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９３２，９００円

３連複： ５７，２３１，１００円 ３連単： １０１，１７７，８００円 計： ３０２，４１７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（６－８） ３５０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ７１０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ８，４２０円

票 数

単勝票数 計 １４８６４５ 的中 � １９４７８（３番人気）
複勝票数 計 ２８５１９２ 的中 � ２８６９１（３番人気）� １１８７２７（１番人気）� ２７３７２（４番人気）
枠連票数 計 １３４１１１ 的中 （６－８） ２８５５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ３９７７５３ 的中 �� ４２１０３（２番人気）
馬単票数 計 ３０５０５３ 的中 �� １４２７３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９３２９ 的中 �� １５５１２（２番人気）�� ５１８９（８番人気）�� １５３８６（３番人気）
３連複票数 計 ５７２３１１ 的中 ��� ２９５２１（４番人気）
３連単票数 計１０１１７７８ 的中 ��� ８８７２（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３５．９―４８．４―１：０１．１―１：１２．６―１：２３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．２
３ ２，６（１，１５，１２）１４－（５，１０）－（７，８）（１１，１３）（３，９）４ ４ ・（２，６）（１，１２）（１５，１４）（５，１０，９）７（８，１３）（１１，４）３

勝馬の
紹 介

トップシャイン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．９．１２ 阪神５着

２００８．４．１３生 牡２鹿 母 シェリルウーマン 母母 シャンハイリル ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円



２７０６３ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

８１１ ペガサスフラッシュ 牡２栗 ５４
５１ ▲高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４３４ ―１：５９．６ ３４．８�

７８ グレープブランデー 牡２黒鹿５４ 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５２２ ―１：５９．８１� ３．３�
８１０� エーシンジェイワン 牡２栗 ５４ 武 豊�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５３６ ― 〃 クビ ２．６�
２２ アドマイヤトリック 牡２黒鹿５４ 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５４ ―２：００．１２ ２５．８�
７９ スーサングリーン 牡２鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４７８ ―２：００．２クビ ２５．３�
５５ ウィンザーフラッグ 牡２栗 ５４ 内田 博幸櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７８ ―２：００．９４ ３．７	
４４ ゴ ー ズ オ ン 牡２鹿 ５４ 川田 将雅前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ５０２ ―２：０１．０クビ １４．４

３３ ワイルドビート 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９８ ―２：０１．２１� ２９．１�
６６ スペシャルムーン 牡２栗 ５４ 酒井 学伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８０ ―２：０１．８３� １６４．２�
１１ アウガルテン 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 藤岡 健一 様似 出口 繁夫 ５０６ ― 〃 クビ １５．３

（マコトインパルス）

６７ サンレイワイルド 牡２黒鹿５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ５１０ ―２：０２．６５ ６９．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，５６４，９００円 複勝： ２１，２１５，４００円 枠連： ８，１８０，５００円

普通馬連： ３８，２９５，６００円 馬単： ３２，１４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５５９，３００円

３連複： ４８，１９４，６００円 ３連単： ９４，１０２，１００円 計： ２７３，２５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４８０円 複 勝 � ４５０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（７－８） ３６０円

普通馬連 �� ４，９３０円 馬 単 �� １７，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� ９４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� ４８，４７０円

票 数

単勝票数 計 １６５６４９ 的中 � ３７５７（９番人気）
複勝票数 計 ２１２１５４ 的中 � ７２５６（９番人気）� ５０６６０（２番人気）� ６０２８５（１番人気）
枠連票数 計 ８１８０５ 的中 （７－８） １６８７２（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８２９５６ 的中 �� ５７３５（１６番人気）
馬単票数 計 ３２１４１１ 的中 �� １３７４（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５５９３ 的中 �� ２４４６（１７番人気）�� ３４０６（１２番人気）�� １９９４０（２番人気）
３連複票数 計 ４８１９４６ 的中 ��� １０１５３（１１番人気）
３連単票数 計 ９４１０２１ 的中 ��� １４３３（１３３番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１５．２―１４．６―１４．３―１３．８―１３．１―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３９．９―５４．５―１：０８．８―１：２２．６―１：３５．７―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ペガサスフラッシュ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００８．４．１生 牡２栗 母 ア ミ リ ス 母母 ミスティーグリーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０６４ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６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

７７ キタサンカムイデン 牡２芦 ５４ 福永 祐一�大野商事 須貝 尚介 新ひだか 土田農場 ４９４ ―１：４０．１ ９．６�

８１０ スマートロビン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５１４ ― 〃 クビ １．７�
３３ ゼンノルジェロ 牡２青 ５４ 武 豊大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：４０．３１� ４．６�
４４ グランプリワイルド 牡２青鹿５４ 藤岡 佑介�グランプリ 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：４０．４クビ １５．７�
６６ ゴールドブライアン 牡２青鹿５４ 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５８ ―１：４０．５� ６６．７�
８９ タガノラガマフィン 牡２鹿 ５４ 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６ ―１：４０．８２ ２１６．５	
５５ コスモウィッシュ 牝２栗 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 駿河牧場 ４１８ ―１：４０．９� ５２．０

１１ ジャマイカジョー 牡２黒鹿５４ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４２０ ― 〃 ハナ １２２．１�
２２ ヴァニラシャンティ 牝２黒鹿５４ 小牧 太 �グリーンファーム 森 秀行 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：４１．３２� ４．６�
７８ トキノホーザン 牡２鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜中野 正則氏 境 直行 浦河 小倉牧場 ４７８ ―１：４１．４� １３７．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，２２１，１００円 複勝： ３１，５０２，７００円 枠連： ７，５３４，６００円

普通馬連： ３６，７３６，５００円 馬単： ４０，４１９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５５４，３００円

３連複： ４７，９９２，２００円 ３連単： １３０，２０９，６００円 計： ３３５，１７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（７－８） ６４０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４５０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２５２２１１ 的中 � ２０７１８（４番人気）
複勝票数 計 ３１５０２７ 的中 � ２９０４３（４番人気）� １４５４８１（１番人気）� ４７０１７（３番人気）
枠連票数 計 ７５３４６ 的中 （７－８） ８７４５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３６７３６５ 的中 �� ３７８７２（３番人気）
馬単票数 計 ４０４１９９ 的中 �� １２６３４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５５４３ 的中 �� １２９５５（４番人気）�� ７３０７（６番人気）�� ２４６２８（２番人気）
３連複票数 計 ４７９９２２ 的中 ��� ４３０９６（２番人気）
３連単票数 計１３０２０９６ 的中 ��� １２１９２（２０番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．８―１３．３―１３．５―１３．５―１２．０―１０．６―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．４―２６．２―３９．５―５３．０―１：０６．５―１：１８．５―１：２９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンカムイデン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００８．３．２３生 牡２芦 母 プラチナハート 母母 ダンサーライト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０６５ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５� ティアモブリーオ 牡３鹿 ５６ 北村 友一藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.
Partners ４４４＋ ２１：５３．８ ４．５�

３５ リエートフィーネ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ８１：５５．６大差 ８．３�
１２ メモリーパーミット 牡３栗 ５６ 福永 祐一�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５０６＋ １ 〃 アタマ ３８．９�
７１４ アグネスジルバ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４４６－ ８ 〃 クビ １２．２�
１１ ナムラクレヴァ 牡３青鹿５６ 浜中 俊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４４６± ０１：５５．９１� ４５．１�
５９ メモリーセイバー 牡３栗 ５６ 松田 大作�シンザンクラブ 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 ４７０－ ４１：５６．２１� １９４．５	
２４ プレザントシチー 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４５２＋ ４１：５６．５２ ２１５．６

６１２ ピサノアウローラ 牝３鹿 ５４ 小牧 太市川 義美氏 沖 芳夫 新ひだか フジワラフアーム ４８４± ０１：５６．６クビ １５．９�
５１０ ツルマルヤマト 牡３栗 ５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ２．５�
６１１� ビジュアルショック 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Hidetoshi

Yamamoto ４６４＋１２１：５６．９１� ４．９
３６ ワンダーストラ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５０２± ０ 〃 クビ ２８１．９�
２３ ウインポップソング 牡３青 ５６ 佐藤 哲三�ウイン 大竹 正博 千歳 社台ファーム ５００＋ １１：５７．０クビ ８９．０�
４８ ローブドゥレーヌ 牝３鹿 ５４ 上野 翔 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４１２＋ ６１：５７．８５ ３４９．４�
７１３� ロマンスアンダルザ 牝３鹿 ５４ 幸 英明田所 英子氏 笹田 和秀 愛 Ms Eiko

Tadokoro ４８６＋ ４ 〃 アタマ １４．７�
４７ フェスティナレンテ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４２：００．５大差 ４７．９�
８１６� セトノレンブランサ 牝３栗 ５２ 藤岡 康太難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Lomar

Park Stud ４７４－ ２２：０３．９大差 ３８６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９１７，２００円 複勝： ２６，６７３，７００円 枠連： １３，３２５，８００円

普通馬連： ４３，６２３，２００円 馬単： ３０，６５４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５４４，９００円

３連複： ６１，３９７，７００円 ３連単： １０４，１７６，４００円 計： ３１３，３１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２３０円 � ２８０円 � １，１９０円 枠 連（３－８） ２，２８０円

普通馬連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ３，４６０円 �� ３，５４０円

３ 連 複 ��� ２８，５９０円 ３ 連 単 ��� ９７，５７０円

票 数

単勝票数 計 １５９１７２ 的中 � ２８１６８（２番人気）
複勝票数 計 ２６６７３７ 的中 � ３６２００（３番人気）� ２６２１３（４番人気）� ４８０３（９番人気）
枠連票数 計 １３３２５８ 的中 （３－８） ４３１６（９番人気）
普通馬連票数 計 ４３６２３２ 的中 �� １４９３１（１０番人気）
馬単票数 計 ３０６５４３ 的中 �� ６１１９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５４４９ 的中 �� ７０８５（６番人気）�� １２０６（２９番人気）�� １１８１（３０番人気）
３連複票数 計 ６１３９７７ 的中 ��� １５８５（６６番人気）
３連単票数 計１０４１７６４ 的中 ��� ７８８（２５３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１４．１―１３．４―１２．７―１２．７―１２．６―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３７．８―５１．２―１：０３．９―１：１６．６―１：２９．２―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ティアモブリーオ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Arazi デビュー ２０１０．４．１８ 福島５着

２００７．５．１０生 牡３鹿 母 Glint in Her Eye 母母 Wind In Her Hair ６戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティナレンテ号・セトノレンブランサ号は，平成２２年１０月２６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アンクルガンバレ号・シルクマウンテン号・トシザノンリー号・ピンクアリエス号



２７０６６ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

１２ ミニーバローズ 牝３鹿 ５３ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４６０＋ ６１：２５．４ ９．２�

５１０ ピサノプリヴェ 牝４栗 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ １０．９�
２４ アクアバンブー 牝４栗 ５５ 北村 友一�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４６４＋ ４１：２５．８２� ８０．７�
３６ グランスカイ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６２＋ ２１：２５．９� ４．２�
８１５ コパノマユチャン 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 作田 誠二 浦河 高岸 順一 ４４８＋１０１：２６．０� ９．２�
３５ トウカイファミリー 牝４黒鹿５５ 内田 博幸内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４７０＋２２１：２６．３２ ３３．９�
５９ � メイショウフェーヴ 牝５栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ２１：２６．４クビ １４６．６	
８１６� オリオンザドーター 牝３栗 ５３ 太宰 啓介平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ３９４．５

２３ キョウエイカルラ 牝３栗 ５３ 浜中 俊田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６８± ０１：２６．５クビ ４．１�
６１１� スターペスレイコ 牝４芦 ５５

５２ ▲高倉 稜河野和香子氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ １２５．４�
７１３ ロスグラシアレス 牝３鹿 ５３ 鮫島 良太山本三津子氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７０－ ６１：２６．６クビ ３１８．８
７１４ テ ィ フ ィ ン 牝４栗 ５５ 松田 大作 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４５０＋１４１：２６．７� ５６．２�
１１ タガノディーバ 牝３栗 ５３ 川田 将雅八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋１２１：２６．９� ８．５�
４８ トーホウリッチ 牝４青 ５５ 四位 洋文東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８６＋２６１：２７．０� ４１．９�
４７ ニホンピロシュラブ 牝３鹿 ５３ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４６０＋ ４１：２７．１� ５．１�
６１２ マキハタピンナップ 牝３青鹿５３ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４４６± ０１：２７．２クビ ２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３７３，６００円 複勝： ３４，５４５，６００円 枠連： １５，２６４，２００円

普通馬連： ５８，８４５，７００円 馬単： ３６，５４９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９３７，２００円

３連複： ７７，５５７，４００円 ３連単： １２６，６５８，８００円 計： ３９３，７３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２８０円 � ３４０円 � １，４５０円 枠 連（１－５） １，９１０円

普通馬連 �� ４，７００円 馬 単 �� ８，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ４，５７０円 �� ５，０８０円

３ 連 複 ��� ４０，１２０円 ３ 連 単 ��� ２０４，９９０円

票 数

単勝票数 計 １９３７３６ 的中 � １６６５９（６番人気）
複勝票数 計 ３４５４５６ 的中 � ３７２８３（４番人気）� ２８０８６（６番人気）� ５３４４（１２番人気）
枠連票数 計 １５２６４２ 的中 （１－５） ５９１２（７番人気）
普通馬連票数 計 ５８８４５７ 的中 �� ９２５６（１７番人気）
馬単票数 計 ３６５４９５ 的中 �� ３０５３（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９３７２ 的中 �� ４６４８（１７番人気）�� １３２７（４２番人気）�� １１９１（４８番人気）
３連複票数 計 ７７５５７４ 的中 ��� １４２７（１０８番人気）
３連単票数 計１２６６５８８ 的中 ��� ４５６（５４０番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミニーバローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．１６ 小倉６着

２００７．５．１０生 牝３鹿 母 リ フ レ 母母 Liffey Lass １０戦２勝 賞金 １９，４００，０００円
〔制裁〕 マキハタピンナップ号の騎手小牧太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（３番・１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シルキーフェスタ号・フィロンルージュ号・ブルーデライト号



２７０６７ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第７競走 ��２，０００�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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

３３ シークレバー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７６± ０２：０６．１ ２３．０�

７９ ナリタチャレンジ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ５０２＋ ２２：０６．４２ １０．２�
８１１ ドリームアライブ �４黒鹿５７ 福永 祐一前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１８＋ ８２：０６．５クビ １２．１�
１１ ピサノユリシーズ 牡３栗 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４６８－ ６２：０６．６� ３．２�
５５ シゲルアサマヤマ 牡４青鹿５７ 幸 英明森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４７６－ ２２：０７．０２� １５．０�
７１０ エースインザホール 牡３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９０＋１２２：０７．１クビ ４．３�

４４ ウイントランザム 牡３鹿 ５４ 和田 竜二�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ９．７	
８１２ 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 ４９６－ ２２：０７．５２� １６．４

２２ ブルーライトニング 牡３栗 ５４ 松田 大作 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０２± ０２：０７．７１� １２２．７�
６８ アサクサミツボシ 牡３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２２：０８．４４ ４．９
６７ ウインドフォレスト 牝３青鹿５２ 中村 将之�下河辺牧場 中尾 秀正 日高 下河辺牧場 ４３６＋ ４２：１２．１大差 ２４０．０�
５６ メイスンファースト 牡５鹿 ５７ 小牧 太梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８０－ ８ （競走中止） ２４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，５４７，４００円 複勝： ２７，３４８，１００円 枠連： １５，３３７，５００円

普通馬連： ５９，９１３，８００円 馬単： ３６，５９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６９６，４００円

３連複： ７４，４０９，２００円 ３連単： １２６，０２８，１００円 計： ３７８，８７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３００円 複 勝 � ４４０円 � ２９０円 � ４１０円 枠 連（３－７） ２，９３０円

普通馬連 �� ６，８４０円 馬 単 �� １３，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� ２，９３０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ２２，７９０円 ３ 連 単 ��� １５７，６５０円

票 数

単勝票数 計 １８５４７４ 的中 � ６３７５（９番人気）
複勝票数 計 ２７３４８１ 的中 � １５７０８（８番人気）� ２７２３２（５番人気）� １７２７６（６番人気）
枠連票数 計 １５３３７５ 的中 （３－７） ３８７６（１４番人気）
普通馬連票数 計 ５９９１３８ 的中 �� ６４６５（２９番人気）
馬単票数 計 ３６５９０６ 的中 �� ２０２４（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６９６４ 的中 �� ３８９８（２０番人気）�� １７１３（４２番人気）�� ３０６２（２７番人気）
３連複票数 計 ７４４０９２ 的中 ��� ２４１０（９０番人気）
３連単票数 計１２６０２８１ 的中 ��� ５９０（５４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．２―１３．７―１３．０―１２．９―１２．９―１３．０―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３４．９―４８．６―１：０１．６―１：１４．５―１：２７．４―１：４０．４―１：５２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シークレバー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００８．１．１２ 京都１５着

２００５．５．１１生 牡５鹿 母 シーフリージア 母母 シーラツキー ３５戦２勝 賞金 ３８，２８０，０００円
［他本会外：５戦０勝］

〔競走中止〕 メイスンファースト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 メイスンファースト号は，平成２２年１０月２６日まで出走できない。
※ウインドフォレスト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０６８ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４８ サンデーミューズ 牝３栗 ５２ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６２－ ８１：４６．８ ３．７�

８１６ ネヴァーフェイド 牝３栗 ５２ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１８＋ ２１：４７．０１� １．８�

５９ クリスマスキャロル 牝３栗 ５２
５１ ☆国分 恭介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２ 〃 クビ ３２．２�

５１０ レイナソフィア 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：４７．１クビ １３．６�
２３ カネトシスラーヴァ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４４＋ ２１：４７．５２� ９．８�
６１１ メイショウシーマ 牝５鹿 ５５ 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４３４－ ２１：４７．６� ４５１．５�
２４ ルナフライト 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４７４－１０ 〃 ハナ ２００．５	
１２ ヴェラブランカ 牝３芦 ５２ 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２４－１２ 〃 クビ １５．０

８１７ オレンジシュプール 牝５栗 ５５ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：４７．７� ４３．２�
８１５ マヤノカピオラニ 牝４栗 ５５

５２ ▲高倉 稜田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４６０＋２４１：４７．９１� ９３．４
７１４ ポーラシークエンス 牝４栗 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８ 〃 ハナ ３４．７�
７１３� サンダーセブン 牝４鹿 ５５ 幸 英明三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４２２± ０１：４８．０クビ １４５．７�
４７ ア キ ノ ラ ブ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ２６３．２�
１１ ゴッドダンシング 牝４黒鹿５５ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６０＋１４１：４８．１� ４５．６�
３５ ジョーパフューム 牝３鹿 ５２ 野元 昭嘉上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ４１０＋ ４１：４８．３１� ２９０．１�
６１２ ディープキッス 牝５鹿 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３６＋ ８ 〃 ハナ ２２．６�
３６ フォルクスオーパー 牝４栗 ５５ 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 ４９４＋ ４１：４９．２５ ４０５．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２６，９８２，９００円 複勝： ４６，６４４，６００円 枠連： ２０，９６５，６００円

普通馬連： ７５，２２４，５００円 馬単： ５５，８８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９４６，１００円

３連複： １０２，８５３，５００円 ３連単： ２０５，６１５，８００円 計： ５６５，１１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（４－８） ３００円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，３５０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２６９８２９ 的中 � ５７８９８（２番人気）
複勝票数 計 ４６６４４６ 的中 � ７７３７０（２番人気）� ２１６３１９（１番人気）� １３０３６（７番人気）
枠連票数 計 ２０９６５６ 的中 （４－８） ５２２２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５２２４５ 的中 �� １９２９４１（１番人気）
馬単票数 計 ５５８８４３ 的中 �� ５８５５１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９４６１ 的中 �� ７０１８３（１番人気）�� ４４１７（１６番人気）�� ５８７０（１４番人気）
３連複票数 計１０２８５３５ 的中 ��� ３００６９（７番人気）
３連単票数 計２０５６１５８ 的中 ��� １４６４０（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．５―４８．１―１：００．５―１：１２．７―１：２４．６―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．１
３ ６（１４，１５）（１，４）１６（２，８）（３，９）１７，１３（５，１０）（７，１１）－１２ ４ ・（６，１４）（１，１５）（４，１６）（２，８，９）（３，１７）（５，１３）１０（７，１１）１２

勝馬の
紹 介

サンデーミューズ �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．１３ 京都３着

２００７．５．２３生 牝３栗 母 スカルプトレス 母母 シンコウビューティ ４戦２勝 賞金 １４，８００，０００円



２７０６９ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第９競走 ��
��２，０００�ムーンライトハンデキャップ

発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．９．２６以降２２．９．２０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 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

３３ イタリアンレッド 牝４鹿 ５２ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８０＋１０２：００．２ ４．３�

８１１ ロイヤルネックレス 牝４青 ５２ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６２：００．３� ４．２�
６６ サクラテンペスト 牡３青鹿５３ 武 豊�さくらコマース羽月 友彦 新冠 川上牧場 ４７８－１０２：００．４� ６．３�
１１ ザサンデーフサイチ 牡６黒鹿５７ 内田 博幸林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ８２：００．５� ５．７�
４４ ケンブリッジレーザ 牡７青 ５６ 幸 英明中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０４± ０ 〃 クビ １８．４�
８１０ ワンダームシャ 牡５鹿 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４７６＋ ８２：００．６� １４．１�
６７ � エーシンコンファー 牝５青鹿５１ 国分 恭介�栄進堂 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４８４＋１２ 〃 クビ ９８．９	
７９ デンコウミサイル 牡７栗 ５２ 酒井 学田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０４－１２２：００．７クビ ７８．５

５５ テンシノゴールド 牡７鹿 ５６ 小牧 太杉谷 桝夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ １６．５�
２２ ニュービギニング 牡６鹿 ５４ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２２：００．８クビ ２７．０�
７８ アドマイヤテンクウ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５３２＋３６ 〃 アタマ ４．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，６１６，９００円 複勝： ４７，４４４，７００円 枠連： ２０，８４４，１００円

普通馬連： １１４，９６６，１００円 馬単： ６９，９４３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３４２，７００円

３連複： １３２，６５１，６００円 ３連単： ２７６，１８８，９００円 計： ７２７，９９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（３－８） ７１０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４４０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ５，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３１６１６９ 的中 � ５９１４８（２番人気）
複勝票数 計 ４７４４４７ 的中 � ７８２５１（２番人気）� ８７１６４（１番人気）� ７１５４３（３番人気）
枠連票数 計 ２０８４４１ 的中 （３－８） ２１８５９（１番人気）
普通馬連票数 計１１４９６６１ 的中 �� ９５６５０（１番人気）
馬単票数 計 ６９９４３２ 的中 �� ２８９８７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３４２７ 的中 �� ２８０４５（１番人気）�� １９０１４（４番人気）�� １９５８６（２番人気）
３連複票数 計１３２６５１６ 的中 ��� ７１３６５（１番人気）
３連単票数 計２７６１８８９ 的中 ��� ３４４０３（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．７―１２．２―１２．１―１２．３―１２．４―１１．８―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．４―４８．６―１：００．７―１：１３．０―１：２５．４―１：３７．２―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イタリアンレッド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Indian Ridge デビュー ２００９．６．６ 中京３着

２００６．２．２４生 牝４鹿 母 バルドネキア 母母 Rosa de Caerleon １１戦５勝 賞金 ６９，５７４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２７０７０ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第１０競走 ��
��２，４００�第５８回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
神戸新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 ８９６，０００円 ２５６，０００円 １２８，０００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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

３３ ローズキングダム 牡３黒鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２＋２２２：２５．９ ３．０�

５５ エイシンフラッシュ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 クビ １．９�
１１ ビッグウィーク 牡３青鹿５６ 川田 将雅谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４４４－ ２２：２６．４３ １２．７�
４４ タニノエポレット 牡３鹿 ５６ 松田 大作谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９８＋ ８２：２６．５� １１９．２�
７１０ レーヴドリアン 牡３芦 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７０＋１４２：２６．７� ８．７�
８１２ マイネルゴルト 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４５６＋ ２２：２６．８� ４１．２	
６７ マ ス ト ハ ブ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５００－ ６ 〃 ハナ １５９．１

７９ ネオヴァンドーム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８４－ ４２：２７．０１� ３１．０�
５６ サンディエゴシチー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ５０６＋ ６ 〃 クビ ２７．９�
６８ シルクオールディー 牡３青 ５６ 四位 洋文有限会社シルク昆 貢 新冠 須崎牧場 ４８２＋１２２：２７．１� １２．３
２２ レッドスパークル 牡３栗 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 B４７４－ ２２：２７．２� １７２．３�
８１１ ハードダダンダン 牡３黒鹿５６ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４４６－１０２：２８．０５ １０４．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４０，１６０，６００円 複勝： ２０６，２１１，３００円 枠連： ８７，６２３，３００円

普通馬連： ５４２，５３３，３００円 馬単： ３７３，３７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５６，３６９，２００円

３連複： ６７６，６３２，６００円 ３連単： ２，０８６，０８８，７００円 計： ４，２６８，９８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（３－５） ２３０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ２，５７０円

票 数

単勝票数 計１４０１６０６ 的中 � ３７６０４３（２番人気）
複勝票数 計２０６２１１３ 的中 � ４０１２７９（２番人気）� ９７４２６６（１番人気）� １１９９２１（５番人気）
枠連票数 計 ８７６２３３ 的中 （３－５） ２８６６３６（１番人気）
普通馬連票数 計５４２５３３３ 的中 �� １７１０３５７（１番人気）
馬単票数 計３７３３７０３ 的中 �� ４９９６２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５６３６９２ 的中 �� ４１８２３１（１番人気）�� ６１７２８（７番人気）�� ９２５３６（４番人気）
３連複票数 計６７６６３２６ 的中 ��� ６５０６９９（３番人気）
３連単票数 計２０８６０８８７ 的中 ��� ５９９８３４（６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１３．２―１２．９―１２．５―１２．２―１２．７―１２．１―１２．０―１１．６―１０．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．５―３７．７―５０．６―１：０３．１―１：１５．３―１：２８．０―１：４０．１―１：５２．１―２：０３．７―２：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．８―３F３３．８
１
３
１，９，６（３，１１）（５，１２）８（４，１０）７－２・（９，６）１，１１（３，５，１２）（４，８）（７，１０）２

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

勝馬の
紹 介

ローズキングダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．２５ 京都１着

２００７．５．１０生 牡３黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー ７戦４勝 賞金 ２５８，３１２，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりローズキングダム号・エイシンフラッシュ号・ビッグウィーク号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。



２７０７１ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�

に し わ き

西 脇 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５４�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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１２ サンライズモール 牡３栗 ５４ 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４６４＋ ２１：５２．８ １．８�

４４ 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 ４７２＋ ２１：５３．１１� ３０．７�
５７ トーセンスターン 牡５鹿 ５７ 浜中 俊島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：５３．３１� ７．１�
８１３ メガロスバンダム 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５１４－ ２１：５３．４クビ ２９．０�
５６ ミ コ ノ ス 牝５芦 ５５ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３６－ ６ 〃 クビ ８６．７�
６８ ラ ル ー チ ェ 牝４芦 ５５ 福永 祐一植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４９６＋１０１：５３．５クビ １２．７�
２２ キ ラ ウ エ ア 牡３黒鹿５４ 武 豊金子真人ホール

ディングス	 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０＋１２１：５３．７１	 ５．９

７１１ ヒカリアスティル 牡４鹿 ５７ 北村 友一當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ４９６－ ６１：５４．２３ ３８．６�
４５ オウケンマジック 牡４鹿 ５７ 高倉 稜福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５８－ ８１：５４．３� ５２．７�
６９ カネトシコウショウ 牡４青鹿５７ 内田 博幸兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ６．７
１１ アキノフライ 牝３鹿 ５２ 熊沢 重文穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４２８＋ ２１：５４．６１� １０７．９�
３３ トップコマチ 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５２－ ２１：５４．９１� ９８．６�
７１０
 ナビエストークス 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４６６－１６１：５６．９大差 １７０．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４０，０８７，８００円 複勝： ５９，４５６，９００円 枠連： ３１，７４６，２００円

普通馬連： １３７，４２４，１００円 馬単： ９０，２５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，９０２，４００円

３連複： １７３，７６２，９００円 ３連単： ３８２，８５８，８００円 計： ９６１，４９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ４１０円 � １６０円 枠 連（４－８） １，３００円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ２３０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ３，８１０円 ３ 連 単 ��� １６，２００円

票 数

単勝票数 計 ４００８７８ 的中 � １８２７０６（１番人気）
複勝票数 計 ５９４５６９ 的中 � ２０６３２２（１番人気）� ２２７８２（７番人気）� ９５６８６（２番人気）
枠連票数 計 ３１７４６２ 的中 （４－８） １８１５４（５番人気）
普通馬連票数 計１３７４２４１ 的中 �� ３８０３６（１０番人気）
馬単票数 計 ９０２５３８ 的中 �� １８４９７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５９０２４ 的中 �� １１７５６（１０番人気）�� ６００７２（１番人気）�� ７４４６（１７番人気）
３連複票数 計１７３７６２９ 的中 ��� ３３７２３（１１番人気）
３連単票数 計３８２８５８８ 的中 ��� １７４４２（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３８．２―５０．５―１：０３．５―１：１５．８―１：２７．８―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

サンライズモール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．７．１２ 阪神４着

２００７．３．９生 牡３栗 母 ハローサンライズ 母母 スカーレットローズ １１戦３勝 賞金 ３６，２１６，０００円
〔制裁〕 サンライズモール号の騎手川田将雅は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１１番・１０番への進路影響）
※出走取消馬 ワールドブルー号（疾病〔感冒〕のため）



２７０７２ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ シゲルソウウン �３栗 ５５
５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ４８６± ０１：１１．８ ８．２�

８１５� エイシンフルハート 牡３栗 ５５ 酒井 学平井 豊光氏 西園 正都 米
James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５０６± ０１：１１．９	 ５．６�
２３ 
 デュークワンダー 牡４栗 ５７ 福永 祐一伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４８８－ ８１：１２．５３	 ３．０�
５１０ エーティーショパン 牡４栗 ５７ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７４－１４１：１２．７１	 ５４．４�
１２ タマモトワイライト �４栗 ５７ 松田 大作タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ５００＋ ４１：１３．０２ ２０．１�
２４ 
 ア ウ ロ ー ラ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二吉田 和子氏 村山 明 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０＋１０ 〃 クビ ６１．２�
８１６ カシノヘラクレス 牡４鹿 ５７ 上野 翔柏木 務氏 鈴木 孝志 日高 島瀬 順一 ４７４＋ ８１：１３．１	 ３７．５	
７１４ クリスリリー 牝５栗 ５５ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４５８± ０１：１３．３１� ２５．９

４８ � エイシンマロニエ 牡３鹿 ５５ 浜中 俊平井 豊光氏 中尾 秀正 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５００－ ６１：１３．５１� ５．６�
３６ ローズバレー 牝３鹿 ５３

５０ ▲高倉 稜�飛野牧場 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４５２＋ ４１：１３．７１	 ４４．３
６１１
 メイショウユウカ 牝４栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４２０－ ８１：１３．８クビ ３６０．０�
３５ シゲルスペランツァ 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４４２－ ２１：１４．２２	 ２６９．１�
４７ 
 アイファースペイン 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰中島 稔氏 吉岡 八郎 静内 大城 康伸 ４１６－ ２１：１４．４� ４４６．２�
５９ エーシンハダル 牡３鹿 ５５ 四位 洋文�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ５０８＋２０ 〃 クビ ５．５�
１１ � ベイビーローズ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd B４７６＋ ２１：１４．７２ １４．０�
６１２ スズカシャングリラ 牝３黒鹿５３ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４０８± ０１：１５．１２	 ２１３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，５５７，９００円 複勝： ７１，００８，０００円 枠連： ４６，７２０，４００円

普通馬連： １７７，８５６，１００円 馬単： １０５，３１４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，４４７，４００円

３連複： ２３６，２７０，３００円 ３連単： ４８７，９５５，９００円 計： １，２３６，１３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（７－８） １，２１０円

普通馬連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ４４０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� １８，７００円

票 数

単勝票数 計 ４７５５７９ 的中 � ４５７５３（５番人気）
複勝票数 計 ７１００８０ 的中 � ７１８９７（５番人気）� １０７０１０（２番人気）� １６０６７７（１番人気）
枠連票数 計 ４６７２０４ 的中 （７－８） ２８５９５（６番人気）
普通馬連票数 計１７７８５６１ 的中 �� ５６２８９（９番人気）
馬単票数 計１０５３１４７ 的中 �� １６０４２（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３４４７４ 的中 �� １９７６８（９番人気）�� ３６６６７（４番人気）�� ４１４２５（２番人気）
３連複票数 計２３６２７０３ 的中 ��� ７５８２５（５番人気）
３連単票数 計４８７９５５９ 的中 ��� １９２６４（４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．５―１１．８―１１．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．８―４６．６―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．０
３ ・（２，１５）－３，１３（１，６，８）１０－（４，１２）（５，１４，１６）７，９－１１ ４ ・（２，１５）３，１３，６（１，１０）４－８，１６－（５，１４）１２，７（１１，９）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルソウウン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Dr Devious デビュー ２０１０．２．１３ 京都３着

２００７．４．２４生 �３栗 母 ティルリール 母母 ゲーリックキャット ９戦２勝 賞金 １９，０００，０００円



（２２阪神４）第６日 ９月２６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４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

２７７，４７０，０００円
４，２６０，０００円
１１，１１０，０００円
２，１００，０００円
２７，６１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，０１６，０００円
４，４６８，０００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
４１３，４５８，５００円
６２６，２１９，８００円
２９２，３９１，６００円
１，３６６，０２７，６００円
９３４，３６８，６００円
４５９，７０１，１００円
１，７５１，２４９，７００円
４，２３２，７８３，１００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 １０，０７６，２００，０００円

総入場人員 ２４，３９７名 （有料入場人員 ２３，２１５名）




