
２７０７３１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

４７ グレープブランデー 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５２２± ０１：５５．４ １．９�

６１２ 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± ０１：５５．６１� ３．９�
３６ ナムラカンタベリー 牡２鹿 ５５ 酒井 学奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１８＋ ６１：５６．４５ ２２３．８�
１１ ヒデノオーカン 牡２青鹿５５ 渡辺 薫彦大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド ４６２＋ ２１：５７．０３� ３０．１�
７１４ トーホウジャパン 牡２栗 ５５ 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８０－ ２１：５７．３１� ８．８�
５９ カシノウィンド 牡２青鹿５５ 赤木高太郎柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４５６－ ２ 〃 ハナ ６７．６	
６１１ チーフミッチー 牝２黒鹿５４ 松田 大作北村実地子氏 小原伊佐美 新ひだか タガミファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ６７．４

１２ キョウワオリオン 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４８２＋ ４１：５７．７２� ７．３�
７１３ フレンドハーバー 牡２鹿 ５５ 幸 英明戸山 昌彦氏 坪 憲章 平取 中川 隆 ４９０＋ ２１：５７．８� ２３８．７�
３５ キンショーノドン 牡２栗 ５５ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 新冠 坂元 芳春 ４８６－ ２１：５８．１１� ９０．９
２４ 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 ４２６－ ４１：５８．２� ５１．８�
８１５ タイセイソルジャー 牡２鹿 ５５ 小牧 太田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３６－ ２１：５８．３� ４８．８�
２３ クリノダイヤモンド 牝２芦 ５４

５１ ▲高倉 稜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 永村 侑 ４９０＋ ２１：５８．５１ ２１．７�
４８ アルマニャック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１６－１０ 〃 クビ ６８．０�
５１０ マイネルムジカ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７８± ０１：５８．８１� ３５．４�
８１６ マイネルハミルトン 牡２青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 パカパカ

ファーム ４６０＋ ２１：５９．０１� １４０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７７９，７００円 複勝： ３１，７８３，７００円 枠連： １３，０６２，０００円

普通馬連： ４１，１２７，９００円 馬単： ３５，７１１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３６１，９００円

３連複： ５９，７１９，２００円 ３連単： １０４，６７７，８００円 計： ３２３，２２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２，４３０円 枠 連（４－６） ３９０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ６，７３０円 �� ７，３４０円

３ 連 複 ��� １７，５４０円 ３ 連 単 ��� ３７，６３０円

票 数

単勝票数 計 １６７７９７ 的中 � ７０９３６（１番人気）
複勝票数 計 ３１７８３７ 的中 � １２４１４９（１番人気）� ５９４３３（２番人気）� １６１４（１５番人気）
枠連票数 計 １３０６２０ 的中 （４－６） ２５０２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１１２７９ 的中 �� ７６１９１（１番人気）
馬単票数 計 ３５７１１１ 的中 �� ４６７０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３６１９ 的中 �� ４０４３２（１番人気）�� ５９９（４８番人気）�� ５４９（５１番人気）
３連複票数 計 ５９７１９２ 的中 ��� ２５１４（４９番人気）
３連単票数 計１０４６７７８ 的中 ��� ２０５３（８９番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１３．４―１３．２―１３．５―１３．４―１２．９―１２．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３７．１―５０．３―１：０３．８―１：１７．２―１：３０．１―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．２
１
３

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

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

グレープブランデー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２０１０．９．２６ 阪神２着

２００８．４．１１生 牡２黒鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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） １頭 ニューブライトリー号
（非抽選馬） ３頭 タガノキズナ号・テイエムフブキオー号・ハクユウサンサン号



２７０７４１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時００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 エーシンチャージ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５６＋ ２１：２２．０ ２．１�

４４ アマノレインジャー 牡２栗 ５５ 福永 祐一中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４８２－ ２１：２２．２１� １０．８�
４５ エンジョイタイム 牡２鹿 ５５ 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２７．４�
１１ シゲルジュウヤク 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４６６－ ８１：２２．３� １５．４�
６９ エーシンギムレット 牝２黒鹿５４ 吉田 稔�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４３６－ ２１：２２．５１� ２８．１�

（愛知）

５７ 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 ４５８＋ ２１：２３．０３ １７．７�
６８ アルドワーズ 牡２芦 ５５ 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 ４３０－ ８１：２３．１� ３．８

２２ 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± ０１：２３．５２� ３７．２�
５６ ダブルエッグ 牡２栗 ５５

５２ ▲高倉 稜越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４５４－ ４１：２３．７１� ６６．６�
８１２ ダイナミックワルツ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文小川 勲氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４１８－ ８１：２４．２３ ３４４．３
７１１ タムロプリンセス 牝２鹿 ５４ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：２４．４１� ５．９�
７１０ カシノマイラヴ 牡２青鹿５５ 中村 将之柏木 務氏 谷 潔 新冠 平山牧場 ４６２＋ ６１：２５．９９ ３７０．５�
８１３ ミスチフキッツ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介 	荻伏服部牧場 服部 利之 浦河 荻伏服部牧場 ４３８＋ ２１：２６．５３� １４１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，６３１，８００円 複勝： ４２，０２６，４００円 枠連： ９，２２６，９００円

普通馬連： ３３，３２５，８００円 馬単： ２６，５７４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５６５，５００円

３連複： ４６，４０５，１００円 ３連単： ８２，８２５，２００円 計： ２７０，５８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ６８０円 枠 連（３－４） ４６０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，１４０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� ９，９３０円

票 数

単勝票数 計 １３６３１８ 的中 � ５２４８０（１番人気）
複勝票数 計 ４２０２６４ 的中 � ２４５８５５（１番人気）� ２７７０３（４番人気）� ６９３６（９番人気）
枠連票数 計 ９２２６９ 的中 （３－４） １４９４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３３２５８ 的中 �� ４２５１５（３番人気）
馬単票数 計 ２６５７４６ 的中 �� ２２４１８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５６５５ 的中 �� １６２９７（２番人気）�� ３３４５（１２番人気）�� ２０９３（１９番人気）
３連複票数 計 ４６４０５１ 的中 ��� ８６０８（１３番人気）
３連単票数 計 ８２８２５２ 的中 ��� ６１６１（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．２―１１．７―１１．７―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．２―５７．９―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンチャージ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．６．２６ 阪神９着

２００８．４．１０生 牡２黒鹿 母 エイシンメッチェン 母母 エイシンギヤロツプ ６戦１勝 賞金 １１，０５０，０００円
〔発走状況〕 エーシンチャージ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスチフキッツ号は，平成２２年１１月２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０７５１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

５１０ ジャポニズム �３鹿 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４５８＋ ４１：５３．６ ２．１�

３６ ワイルドジョイ 牡３鹿 ５７ 佐藤 哲三竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４３２－ ８１：５５．０９ １２．５�
８１６ モーガンルフェイ 牝３黒鹿５５ 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 ４２４± ０１：５５．２１� ３．７�
７１４ シルバーミスト 牡３芦 ５７ 浜中 俊吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４９６± ０１：５６．０５ ７８．６�
３５ ハッピーディレンマ 牝３栗 ５５

５２ ▲高倉 稜金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６ 〃 クビ ５．４�

４７ ペリフェリック 牡３芦 ５７ 松岡 正海村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋ ４１：５６．６３� ４５．７	
６１１ ヤマニンアルダント 牡３鹿 ５７ 幸 英明土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ６６．５

１２ ユ ウ キ ン グ 牡３鹿 ５７ 吉田 稔�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B４６０－ ４１：５７．１３ ２９０．５�

（愛知）

７１３ ライクアゲイル 牡３栗 ５７ 太宰 啓介宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ４９２＋１８１：５７．３１ １２．３�
２４ 	 ボッカデラヴェリタ 牡３鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介 �キャロットファーム 大久保龍志 米 Shadai Cor-
poration ５２８－ ７ 〃 クビ ８４．７

６１２ ピシーズクイーン 牝３鹿 ５５ 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４９０－ ６１：５７．４クビ １２７．２�
５９ タカノスペシャル 牡３芦 ５７ 松田 大作山口多賀司氏 昆 貢 新冠 秋田牧場 ５１０－ ４１：５８．１４ ４１．６�
１１ ウ ル ビ ー ノ 牝３黒鹿５５ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 ４２４－ ６１：５８．３１� １２４．８�
４８ エリモマドンナ 牝３栗 ５５ 船曳 文士山本 敏晴氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４４４＋ ２１：５８．６２ １７２．０�
２３ ミルエンズパーク 牡３鹿 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B５５８－ ６２：００．６大差 ２４．７�
８１５ マルサンアイドル 牝３青鹿５５ 中村 将之松井三千年氏 武 宏平 様似 様似堀牧場 ４６４＋ ８２：０１．２３� ４８１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２２７，８００円 複勝： ２７，０９４，７００円 枠連： １２，４３０，４００円

普通馬連： ３５，０５６，２００円 馬単： ２８，５７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０００，２００円

３連複： ４９，５３８，２００円 ３連単： ８５，３４８，６００円 計： ２６８，２７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １４０円 枠 連（３－５） ３９０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ５，４９０円

票 数

単勝票数 計 １４２２７８ 的中 � ５５５９０（１番人気）
複勝票数 計 ２７０９４７ 的中 � １２５０７１（１番人気）� １５８６１（４番人気）� ４０７１０（２番人気）
枠連票数 計 １２４３０４ 的中 （３－５） ２４０４２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３５０５６２ 的中 �� ２８９１５（３番人気）
馬単票数 計 ２８５７６３ 的中 �� １５８４０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０００２ 的中 �� ９８０６（４番人気）�� ２７１０３（１番人気）�� ４９０６（７番人気）
３連複票数 計 ４９５３８２ 的中 ��� ３１４００（２番人気）
３連単票数 計 ８５３４８６ 的中 ��� １１４９４（７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１３．４―１２．６―１３．１―１２．７―１２．８―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３７．０―４９．６―１：０２．７―１：１５．４―１：２８．２―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャポニズム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．１０．３１ 京都３着

２００７．１．２１生 �３鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート ８戦１勝 賞金 １１，５５０，０００円
〔その他〕 エリモマドンナ号は，発走直後に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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウルビーノ号は，平成２２年１１月２日まで平地競走に出走できない。

タカノスペシャル号・ミルエンズパーク号・マルサンアイドル号は，平成２２年１２月２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） ２頭 スーサンヒーロー号・ベニチドリ号
※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。



２７０７６１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第４競走 ��１，８００�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� コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

７７ リ ベ ル タ ス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：５０．２ １．８�

８９ ダノンシャーク 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４０ ― 〃 クビ ３．３�
６６ デンコウジュピター 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４７８ ―１：５０．５２ １７．９�
８１０ ダイヤノゲンセキ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ５３０ ―１：５０．９２� ６．２�
１１ コスモアジル 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 藤沢牧場 ５００ ―１：５１．２２ ６７．７�
２２ エーシンミラージュ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０４ ― 〃 クビ ３０．６	
５５ エクスプライド 牡２鹿 ５５ 石橋 守前原 敏行氏 松永 昌博 むかわ 上水牧場 ４６４ ―１：５１．３クビ ２７．６

７８ ファイアアロー 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４０ ―１：５１．９３� ３７．７�
３３ バロンルージュ 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ―１：５２．１１� ２３．７�
４４ シンワカントリー 牡２黒鹿５５ 川田 将雅若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム ４９６ ―１：５２．５２� １３４．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，９３２，７００円 複勝： ４２，２９２，２００円 枠連： ９，４８０，８００円

普通馬連： ２９，６００，０００円 馬単： ３０，９６１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９２３，１００円

３連複： ４０，４６８，９００円 ３連単： ９７，４１２，２００円 計： ２８０，０７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（７－８） １５０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ２，０９０円

票 数

単勝票数 計 １５９３２７ 的中 � ７３４２４（１番人気）
複勝票数 計 ４２２９２２ 的中 � ２８３９９１（１番人気）� ５５２８４（２番人気）� １５１９２（４番人気）
枠連票数 計 ９４８０８ 的中 （７－８） ４７４４９（１番人気）
普通馬連票数 計 ２９６０００ 的中 �� ８４８５６（１番人気）
馬単票数 計 ３０９６１０ 的中 �� ６３０２０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９２３１ 的中 �� ３１７９２（１番人気）�� ７９５３（４番人気）�� ６４３５（５番人気）
３連複票数 計 ４０４６８９ 的中 ��� ３４４６１（２番人気）
３連単票数 計 ９７４１２２ 的中 ��� ３４４２４（３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１２．４―１２．９―１３．３―１２．９―１１．５―１１．０―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３７．３―５０．２―１：０３．５―１：１６．４―１：２７．９―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３３．８
３ ８，９，１（２，１０）（４，３，７）６，５ ４ ８（９，１０，７）（１，２）（３，６）４，５

勝馬の
紹 介

リ ベ ル タ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale 初出走

２００８．２．９生 牡２鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 エクスプライド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



２７０７７１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

４８ スマートアーサイト 牡３黒鹿５５ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８－ ２１：２４．４ ８．４�

５１０ アンヴァルト 牡３青鹿５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８４＋１０ 〃 ハナ ２．９�
６１１ トイボックス 牡３黒鹿５５ 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４６４＋ ８１：２４．５� １３．１�
４７ ハナノシンノスケ 牡３鹿 ５５ 酒井 学池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ４１：２４．８１� ６７．４�
２４ ペプチドルパン 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４７６＋ ６１：２５．１２ ２９．３�
７１３ スターサイクル 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ８０．５	
８１５ 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 ５０８＋ ４ 〃 ハナ １０．８

３６ オーミフォレスト 牡３栗 ５５ 田島 裕和岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 清水 克則 ４６０± ０１：２５．３１� １２７．３�
３５ トウショウカズン 牡３鹿 ５５ 和田 竜二トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２４＋ ８ 〃 ハナ ７．９�
６１２ 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± ０ 〃 クビ ３．２
７１４ コーストバンクシア 牡３鹿 ５５ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２８＋１６１：２５．７２� ２７．１�
１１ ペガサスキングビー 牡３栃栗 ５５

５２ ▲高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋１６１：２６．０１� ９５．０�
５９ シルキーフェスタ 牝３栗 ５３ 鷹野 宏史有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４３２－ ７ 〃 ハナ ２９９．１�
１２ ドクトルジバゴ 牡３鹿 ５５ 吉田 稔馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４７２－ ２１：２６．４２� ２１．５�

（愛知）

８１６� ミシュランシチー 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １８４．３�
２３ � サンレイフレンド 牝４鹿 ５５ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４６２－ ３１：２６．５� ６０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１０２，０００円 複勝： ２８，７０３，２００円 枠連： １２，１５６，１００円

普通馬連： ４０，５８８，８００円 馬単： ２６，８８０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９４７，５００円

３連複： ６１，７３９，０００円 ３連単： ９１，７０２，１００円 計： ２９４，８１９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ２９０円 枠 連（４－５） １，２２０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，３１０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� ２４，７９０円

票 数

単勝票数 計 １５１０２０ 的中 � １４２４５（４番人気）
複勝票数 計 ２８７０３２ 的中 � ３００３３（３番人気）� ６７５８４（１番人気）� ２１９４３（６番人気）
枠連票数 計 １２１５６１ 的中 （４－５） ７３５６（６番人気）
普通馬連票数 計 ４０５８８８ 的中 �� ２２３８５（３番人気）
馬単票数 計 ２６８８０４ 的中 �� ６１５２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９４７５ 的中 �� ８５３９（３番人気）�� ３２１２（１５番人気）�� ７３００（７番人気）
３連複票数 計 ６１７３９０ 的中 ��� １４７３７（７番人気）
３連単票数 計 ９１７０２１ 的中 ��� ２７３１（７０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１２．０―１２．６―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．２―４６．２―５８．８―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアーサイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００９．９．１３ 阪神３着

２００７．１．９生 牡３黒鹿 母 フォーカルスター 母母 フォーカルプレーン １５戦２勝 賞金 ２４，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブルーデライト号
※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。



２７０７８１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

７１２ 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 B５０２－ ４２：２５．９ １５．９�

３３ アドマイヤセナ 牡７栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２２：２６．３２� ２．８�
６９ スーパーオービット 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５２＋ ４２：２６．５１� ８．０�
８１４ マルティニーク 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：２６．６クビ ９４．６�
４５ シルクランスロット 牡３栗 ５４ 川田 将雅有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４９６＋ ６２：２６．８１� ２．６�
３４ マルカゴクウ 牡３鹿 ５４ 吉田 稔河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４５８－ ４ 〃 アタマ ３０．０	

（愛知）

４６ ハリウッドスター 牡３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５００± ０２：２７．０１� １０．９

２２ メジロジーニー 牡５鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜�メジロ牧場 河内 洋 洞爺 メジロ牧場 ４９６＋１８２：２７．１� １３８．０�
６１０ テラノパンサー 	３栗 ５４ 北村 友一寺田 寿男氏 清水 出美 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８± ０２：２７．３１� ３０３．９�
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 ４３６－ ２２：２７．５１� １２．５
５８ アグネスハイヤー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム B４４６＋ ６２：２７．７１� １５１．６�
５７ ガ ウ デ ィ 	４栗 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４４２－ ８２：２７．９１� １３．０�
７１１ 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 ５０２＋ ２２：２８．１１� １０２．６�
８１３ シルクマウンテン 牡３鹿 ５４ 幸 英明有限会社シルク湯窪 幸雄 新冠 ラツキー牧場 ４１８－ ２２：３１．６大差 ２２０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，００４，３００円 複勝： ２８，６５７，７００円 枠連： １２，７１９，２００円

普通馬連： ４５，３８４，４００円 馬単： ３２，４７３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７５４，０００円

３連複： ６０，１９３，５００円 ３連単： １０５，１２９，４００円 計： ３２３，３１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ３９０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（３－７） １，４５０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ５，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２，１４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ６，６４０円 ３ 連 単 ��� ５４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７００４３ 的中 � ８４４８（７番人気）
複勝票数 計 ２８６５７７ 的中 � １４８１９（７番人気）� ７６１７３（２番人気）� ２４５５４（３番人気）
枠連票数 計 １２７１９２ 的中 （３－７） ６４９１（６番人気）
普通馬連票数 計 ４５３８４４ 的中 �� １６７９６（１０番人気）
馬単票数 計 ３２４７３３ 的中 �� ４２８３（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７５４０ 的中 �� ５９９１（１１番人気）�� ２３６１（２３番人気）�� １１８４０（２番人気）
３連複票数 計 ６０１９３５ 的中 ��� ６６９６（２４番人気）
３連単票数 計１０５１２９４ 的中 ��� １４２５（１６８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１２．１―１２．３―１１．９―１２．２―１２．４―１２．７―１２．７―１２．６―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� ２，２００�
１２．６―２３．２―３５．３―４７．６―５９．５―１：１１．７―１：２４．１―１：３６．８―１：４９．５―２：０２．１―２：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．４
１
３
１２－８－１４，１，７，１１（２，５，１３）（３，６）１０，９－４
８＝１２＝１４，１，７（２，５，１１）６（３，１３）（９，１０）４

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

勝馬の
紹 介

モ ー レ ツ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．９．１３ 阪神９着

２００７．６．１生 牡３栗 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン ２０戦２勝 賞金 １７，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクマウンテン号は，平成２２年１１月２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０７９１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ ネオギャラクシー �３栗 ５５ 北村 友一加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４６０＋ ２１：５２．５ ６．０�

６１０ ジャングルストーン 牡４栗 ５７
５６ ☆国分 恭介 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４６０± ０１：５２．８１� ４．４�
１１ カリズマクレスト 牡４栗 ５７ 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ４９８－ ４ 〃 クビ ２２．８�
４７ バイオレントナイト 牡４鹿 ５７ 吉田 稔�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５２＋ ８１：５３．５４ ６．４�

（愛知）

３５ � エアリアルショット 牡５黒鹿５７ 浜中 俊 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４７６＋ ４１：５３．７１� ３３．６�
８１４ マーリンシチー 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６２＋ ８１：５３．８� １４．３	
７１２ メイショウシャイン 牡３鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４５８＋ ６１：５４．４３� ３．０

５９ リシアンサス 牝３栗 ５３ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４７６－１４１：５４．７１� ６５．４�
５８ スピルオーバー 牡３栗 ５５ 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５２６＋ ２ 〃 クビ ６．８�
８１５ アンクルガンバレ 牡３黒鹿５５ 川島 信二塚本 能交氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４３４－１０１：５５．１２� ３３２．６
６１１ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５５ 小牧 太�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９０＋ ２ 〃 ハナ ２３．３�
３４ � シェヴァルフォルテ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文浅野多喜男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４５２－２１１：５６．１６ １７６．１�
２２ メイショウタイシャ 牡３栗 ５５

５２ ▲高倉 稜松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 岡田牧場 ４６０＋ ２１：５７．０５ １３８．５�
４６ テイエムシーザー 牡３鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 中本 隆志 ４４２＋ ２１：５８．０６ ３７０．８�
２３ ノーチラスリング 牝３栗 ５３ 高野 容輔原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２８± ０２：０２．２大差 ２６０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，１４９，９００円 複勝： ２２，７１４，１００円 枠連： １３，１０７，６００円

普通馬連： ４１，９４６，６００円 馬単： ２９，５０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６４０，２００円

３連複： ５７，６０８，５００円 ３連単： ９９，５６０，３００円 計： ２９７，２２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ５２０円 枠 連（６－７） ４１０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，８４０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １２，３６０円 ３ 連 単 ��� ５１，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５１４９９ 的中 � ２０１５７（３番人気）
複勝票数 計 ２２７１４１ 的中 � ３１９５０（３番人気）� ３２１１６（２番人気）� ９４７６（８番人気）
枠連票数 計 １３１０７６ 的中 （６－７） ２３８６８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１９４６６ 的中 �� １８３７７（７番人気）
馬単票数 計 ２９５０１９ 的中 �� ６０８８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６４０２ 的中 �� ６５４０（８番人気）�� ２３０９（２５番人気）�� ２５０７（１８番人気）
３連複票数 計 ５７６０８５ 的中 ��� ３４４０（４２番人気）
３連単票数 計 ９９５６０３ 的中 ��� １４２９（１６７番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１３．１―１２．８―１２．４―１２．５―１２．４―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３６．８―４９．６―１：０２．０―１：１４．５―１：２６．９―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
１
３
１０，１３（１，８）－６（４，７）－（２，５）１４（３，９，１２）－（１１，１５）・（１０，１３）－（１，８）－（４，７）－５，６－（２，１４）（９，１２）１１－１５，３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオギャラクシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１０．５．１５ 京都７着

２００７．３．２８生 �３栗 母 マイアドレス 母母 フ ル ー ム ６戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムシーザー号・ノーチラスリング号は，平成２２年１１月２日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 グランプリバレット号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。



２７０８０１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７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）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２４ マ イ ウ エ イ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５８＋ ２１：４６．４ ２．４�

１１ 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 ４５０－ ２１：４６．７２ ５．９�

７１４ ティキマハロ 牡３黒鹿５５ 佐藤 哲三萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４７２－ ４１：４７．１２� １６．２�
３６ ラブキーセキ 牝３栗 ５３ 酒井 学増田 陽一氏 中村 均 新ひだか パラダイス・ファーム ４８０＋ ８１：４７．３１� ２７．６�
３５ ポーラシークエンス 牝４栗 ５５ 安藤 光彰 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 アタマ １３１．９�
７１５ ソラヲカケル 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４９６－１０ 〃 アタマ ３．７�
５１０ ロ グ 牡３鹿 ５５ 浜中 俊石瀬 浩三氏 須貝 尚介 日高 大平ファーム ４８４＋ ４１：４７．５� １３５．１	
４７ ホークウィンザー 牡５芦 ５７ 北村 友一小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ １０７．８

６１２ フラムドール 牝３栗 ５３

５２ ☆国分 恭介吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 アタマ ８．２�
７１３ 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 ４９６＋ ８１：４７．６クビ ５５．２�
６１１ カ シ ノ ネ ロ 牡５鹿 ５７ 幸 英明柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ２８．９
２３ キングシャーロット 牡３鹿 ５５ 和田 竜二馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４５８＋１０ 〃 クビ ９１．２�
８１８� ワンダーギャルー 牝５鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 浦河 帰山 清貴 ４４６＋１０１：４７．７クビ ２５２．２�
５９ アドマイヤツバサ 牡３青鹿５５ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４３８－ ６１：４７．８� １７．６�
８１６ セルリアンレッド 牡３黒鹿５５ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７４－ ６１：４８．１１� ９０．４�
４８ ゴシップガール 牝３鹿 ５３ 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 新ひだか 平野牧場 ４２２－ ４１：４８．３１� １４９．９�
８１７� デ ア モ ン ト 牡４栗 ５７ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 新ひだか 筒井 征文 ４７４－１５ 〃 アタマ ６６０．８�
１２ プリティーピュティ 牝３鹿 ５３ 吉田 稔 �グリーンファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３８－１６１：４８．９３� １１９．０�

（愛知）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４５４，１００円 複勝： ２９，９６１，３００円 枠連： １８，７９７，７００円

普通馬連： ６２，４５３，９００円 馬単： ３９，０２３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０８３，２００円

３連複： ８０，９１５，６００円 ３連単： １３８，２３８，７００円 計： ４１１，９２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３００円 枠 連（１－２） ６４０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６９０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２，５００円 ３ 連 単 ��� ８，２６０円

票 数

単勝票数 計 １９４５４１ 的中 � ６５５４１（１番人気）
複勝票数 計 ２９９６１３ 的中 � ８３０８９（１番人気）� ４７１３２（３番人気）� １８８９５（５番人気）
枠連票数 計 １８７９７７ 的中 （１－２） ２１８５１（２番人気）
普通馬連票数 計 ６２４５３９ 的中 �� ６７９６７（２番人気）
馬単票数 計 ３９０２３３ 的中 �� ２８９１８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０８３２ 的中 �� ２１０３４（２番人気）�� ７９４１（６番人気）�� ４２６６（１３番人気）
３連複票数 計 ８０９１５６ 的中 ��� ２３９１８（５番人気）
３連単票数 計１３８２３８７ 的中 ��� １２３６５（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１２．１―１２．８―１２．５―１１．５―１０．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．１―５９．９―１：１２．４―１：２３．９―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．０
３ ・（２，３）（４，１２，１３）６，９（１，１４）（１１，１０，１５）（５，１６）（７，１８）（８，１７） ４ ・（２，３，１２）（４，１３）（６，９，１４）（１，１１，１０，１５）（５，７，１６）－（８，１８）１７

勝馬の
紹 介

マ イ ウ エ イ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．１２．１４ 阪神８着

２００６．３．２０生 牡４鹿 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー １２戦３勝 賞金 ３１，１４４，０００円
※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。



２７０８１１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第９競走 ��
��１，４００�ききょうステークス

発走１５時００分 （芝・右）

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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

１１ オースミイージー 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６２－ ４１：２２．３ １１．２�

８１０ スカラブレイ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４４６± ０１：２２．６２ ３．１�
３３ エーシンブラン 牡２芦 ５６ 藤岡 佑介�栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４６０＋ ６１：２２．７クビ ２．０�
６６ シゲルシャチョウ 牡２鹿 ５５ 川島 信二森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４７２± ０ 〃 アタマ ２１．８�
８９ エーティーランボー 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６２＋１８１：２２．８� ２６．１�
７７ エーティーガンダム 牡２栗 ５５ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６２＋ ８１：２２．９� １６．５	
２２ タイセイファントム 牡２鹿 ５５ 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４３４＋２０１：２３．１１� １６．９

５５ トキノゲンジ 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４７８＋ ２１：２３．２クビ ９．１�
７８ カイシュウコロンボ 牡２青鹿５５ 浜中 俊飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ８７．３�
４４ オウケンウッド 牡２芦 ５５ 松岡 正海福井 明氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：２３．９４ ５３．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２８，０３８，５００円 複勝： ４９，４５５，５００円 枠連： １６，７９５，１００円

普通馬連： ７７，７２６，３００円 馬単： ６２，４２４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７１２，２００円

３連複： ９３，４５９，８００円 ３連単： ２２７，９０８，７００円 計： ５８２，５２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（１－８） １，９７０円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ４１０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� １３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２８０３８５ 的中 � １９７４０（４番人気）
複勝票数 計 ４９４５５５ 的中 � ２９５８０（４番人気）� ７５５８３（２番人気）� ２５０８５０（１番人気）
枠連票数 計 １６７９５１ 的中 （１－８） ６２９６（８番人気）
普通馬連票数 計 ７７７２６３ 的中 �� ２６２８７（９番人気）
馬単票数 計 ６２４２４１ 的中 �� ９１７３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７１２２ 的中 �� ８９１５（９番人気）�� １４１５４（４番人気）�� ５４６９５（１番人気）
３連複票数 計 ９３４５９８ 的中 ��� ７２６２３（２番人気）
３連単票数 計２２７９０８７ 的中 ��� １２４８０（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．１―４８．１―５９．９―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミイージー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．９．５ 小倉１着

２００８．４．３０生 牡２鹿 母 ナリタレインボウ 母母 オオシマルチア ２戦２勝 賞金 ２３，２４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔発走状況〕 オウケンウッド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

トキノゲンジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トキノゲンジ号は，平成２２年１０月３日から平成２２年１０月２４日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出走取消馬 ドレッドノート号（疾病〔右肩跛行〕のため）



２７０８２１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�第１４回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，２１．１０．３以降２２．９．２６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

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７９ キングスエンブレム 牡５青 ５６ 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 ４６４＋ ４２：０４．４ ３．５�

７１０� ラヴェリータ 牝４芦 ５６．５ 和田 竜二前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Dell Ridge
Farm ５２２＋ ３２：０４．５� ６．１�

２２ � チョイワルグランパ 牡４黒鹿５２ 浜中 俊�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９８－ ６２：０４．６クビ ３０．７�
４４ � サクラロミオ 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ５０２＋ ４２：０４．７� ３４．９�
５６ マイネルアワグラス 牡６鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５１０－ ８２：０４．８クビ ５．７�
６８ グリッターウイング 牡３栗 ５４ 鮫島 良太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６－ ４ 〃 クビ ６．８	
８１１ モンテクリスエス 牡５鹿 ５６ 川田 将雅毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５４６－ ４２：０４．９	 ４．９

３３ アドマイヤスワット 牡５栗 ５５ 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０２－１４ 〃 ハナ ２５．９�
１１ アドマイヤマジン 牡６黒鹿５４ 吉田 稔佐々木主浩氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ５２６＋ ４２：０５．０クビ ４５．９�

（愛知）

５５ ク リ ー ン 牡６鹿 ５６ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６０８－ ４２：０５．２１
 １２．３
６７ ワンダースピード 牡８黒鹿５８．５ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４８０± ０２：０５．４１
 １３．５�
８１２ ユウキタイティ 牡６栗 ５３ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ４９６－２０２：０５．８２	 ２４６．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５７，２７８，９００円 複勝： ９４，７０９，６００円 枠連： ４８，９６８，９００円

普通馬連： ２８５，０７２，３００円 馬単： １４３，７０２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，９１７，０００円

３連複： ３７０，６８０，６００円 ３連単： ６７９，５０６，２００円 計： １，７６２，８３６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � ７３０円 枠 連（７－７） １，４５０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ２，１００円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� １８，６２０円 ３ 連 単 ��� ７０，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５７２７８９ 的中 � １２９８５１（１番人気）
複勝票数 計 ９４７０９６ 的中 � １７２３５３（１番人気）� ９３０３０（５番人気）� ２７２３５（９番人気）
枠連票数 計 ４８９６８９ 的中 （７－７） ２５０６８（７番人気）
普通馬連票数 計２８５０７２３ 的中 �� １４２９１７（５番人気）
馬単票数 計１４３７０２６ 的中 �� ４４４１２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２９１７０ 的中 �� ３１４９７（８番人気）�� ９５０１（２７番人気）�� ７３７０（３５番人気）
３連複票数 計３７０６８０６ 的中 ��� １４６９７（６７番人気）
３連単票数 計６７９５０６２ 的中 ��� ７１１９（２４１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．６―１３．７―１２．５―１２．８―１２．６―１２．３―１１．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．２―３５．８―４９．５―１：０２．０―１：１４．８―１：２７．４―１：３９．７―１：５１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
１
３

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

・（７，１０）（８，１１）３（２，９）（６，１２）１，５，４・（７，１０）（１１，９）（８，６）２（３，１，４，５）１２
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 １４戦５勝 賞金 １１４，３４６，０００円
※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。



２７０８３１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�

あ さ く ち

浅 口 特 別
発走１６時１０分 （芝・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
浅口市長賞（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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１１ リーチコンセンサス 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７８＋１８１：０８．２ ７．８�

７１４ 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 ４４０－ ４１：０８．３� ４．３�
８１６ ビーチアイドル 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：０８．６２ １８．４�
４８ キヲウエタオトコ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １１８．５�
２４ トーホウシンバル 牝３青鹿５３ 松岡 正海東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４３２－ ２１：０８．７� ７．６�
２３ リッピアピンク 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ ２９．３	
５１０ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４７０＋ ２１：０８．８� ４９．７

３５ シャトルタテヤマ 牝６鹿 ５５ 安藤 光彰辻 幸雄氏 武田 博 静内 藤沢牧場 B４５６＋ ４ 〃 ハナ １７２．５�
６１２ ビ ン チ ェ ロ 牡６黒鹿５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：０８．９� ６．８�
１２ 	 パラダイスラビーダ 牡３鹿 ５５ 吉田 稔太田美津子氏 新山 広道 新冠 三村 卓也 ４８４－２３１：０９．０� ２３３．５

（愛知） （愛知）

３６ ジニオマッジョーレ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８４－１２１：０９．１クビ ９９．９�
５９ 
 アイアムルビー 牝３栗 ５３ 藤岡 佑介堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４３６－ ４１：０９．２� ３．６�
４７ 
 アーリーデイズ �３鹿 ５５ 赤木高太郎加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４６８－ ４１：０９．４１ ３７．３�
６１１ ショウナンカッサイ 牝４鹿 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４４８＋ ８１：０９．５� １３．５�
８１５ ザ ザ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７２－ ２１：０９．６クビ ２０．８�
７１３ マッキーコバルト 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４５２＋ ２ 〃 クビ １８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，３４７，２００円 複勝： ４３，７５２，９００円 枠連： ２７，５２９，１００円

普通馬連： １１０，９０９，２００円 馬単： ６２，６５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，７１０，４００円

３連複： １４５，４０９，１００円 ３連単： ２６７，７０７，０００円 計： ７２３，０２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ４６０円 枠 連（１－７） １，７１０円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ４，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� １，９２０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ９，４６０円 ３ 連 単 ��� ５８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２８３４７２ 的中 � ２８７９５（５番人気）
複勝票数 計 ４３７５２９ 的中 � ４４３６６（４番人気）� ７２９１２（２番人気）� ２１２２０（８番人気）
枠連票数 計 ２７５２９１ 的中 （１－７） １１９３５（１２番人気）
普通馬連票数 計１１０９０９２ 的中 �� ３６３９６（７番人気）
馬単票数 計 ６２６５６４ 的中 �� １０３６０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６７１０４ 的中 �� ９９４３（８番人気）�� ４６４８（２４番人気）�� ５４６９（２０番人気）
３連複票数 計１４５４０９１ 的中 ��� １１３５１（３０番人気）
３連単票数 計２６７７０７０ 的中 ��� ３３９１（１７４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１１．３―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４５．２―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーチコンセンサス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１６ 小倉２着

２００６．４．２３生 牝４鹿 母 インディスユニゾン 母母 ラスティックベル １８戦４勝 賞金 ６９，６２７，０００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） １頭 エーシンブイムード号
（非抽選馬） １頭 アグネスヨジゲン号
※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。



２７０８４１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７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 ダ ス タ ッ プ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ４８８＋ ４１：１２．６ ９．７�

７１４ イ チ オ カ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５１２－ ６ 〃 クビ ９．０�
３５ ノルマンディー 牡３黒鹿５５ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：１２．７クビ ３．１�
８１６� 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 ５０４＋ ４ 〃 クビ ５．７�
５９ コアレススキャン 牡３鹿 ５５ 藤岡 康太小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４５６± ０ 〃 ハナ ４８．８�
２３ 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± ０１：１２．８クビ ４．０�
２４ ネイルダウン 牡３黒鹿５５ 小牧 太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ６１：１３．２２� １１．５	
４８ カシノピストン 牡３芦 ５５ 上野 翔柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４５４± ０ 〃 ハナ ３５５．１

５１０ ヤマニントップギア 牡５鹿 ５７ 酒井 学土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０８－ ２ 〃 アタマ ３４．１�
３６ クリスタルドア 牡５鹿 ５７ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９０＋ ４１：１３．４１� １２５．９�
６１１� ホワイトルシアン 牡５芦 ５７ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 オートファー

ム 渡 ４９２± ０１：１３．７１� １３．４�
１１ ホープホーマン 牡３栗 ５５ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０８＋１０１：１３．８クビ ６０．２�
４７ � ボストンレッド 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２４＋ ６１：１４．０１� ２１．９�
８１５ アベニールシチー 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４５４± ０１：１４．２１� ２４３．５�
１２ � ブライトウィーク 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 笹田 和秀 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：１５．１５ １９１．１�
６１２ コスモディエス 牡３栗 ５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 豊浦 飯原牧場 B４７０＋ ６１：１６．７１０ ２０７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，００５，３００円 複勝： ５０，８６４，７００円 枠連： ３５，０２４，５００円

普通馬連： １１５，７０１，５００円 馬単： ７４，９８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，５５１，０００円

３連複： １５７，２６２，９００円 ３連単： ３０４，１６１，０００円 計： ８１７，５５１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３００円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（７－７） ３，１３０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ６，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ７３０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ４，３４０円 ３ 連 単 ��� ３４，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３５００５３ 的中 � ２８６６８（５番人気）
複勝票数 計 ５０８６４７ 的中 � ３８９００（５番人気）� ５０８８２（４番人気）� １０２６３０（１番人気）
枠連票数 計 ３５０２４５ 的中 （７－７） ８２８４（１２番人気）
普通馬連票数 計１１５７０１５ 的中 �� ２７６２６（１３番人気）
馬単票数 計 ７４９８０６ 的中 �� ８１８７（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４５５１０ 的中 �� ８８７７（１３番人気）�� １５２２９（６番人気）�� １９１６２（４番人気）
３連複票数 計１５７２６２９ 的中 ��� ２６８００（１１番人気）
３連単票数 計３０４１６１０ 的中 ��� ６５６６（１００番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１２．４―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．６―４８．０―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ス タ ッ プ �
�
父 バトルライン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．１２．２８ 中京２着

２００６．４．１９生 牡４鹿 母 マ チ ブ セ 母母 マ ナ ー リ ー １８戦２勝 賞金 ２６，０４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモディエス号は，平成２２年１１月２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） ２頭 クレバーアグネス号・ラヴァリートゥルー号
（非抽選馬） ３頭 シゲルコイヒメ号・レコメンド号・レッドジール号



（２２阪神４）第７日 １０月２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

２４３，２３０，０００円
１３，９２０，０００円
１，５００，０００円
２３，９９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，３９７，５００円
４，６７６，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
２７５，９５２，２００円
４９２，０１６，０００円
２２９，２９８，３００円
９１８，８９２，９００円
５９３，４６５，６００円
３３８，１６６，２００円
１，２２３，４００，４００円
２，２８４，１７７，２００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 ６，３５５，３６８，８００円

総入場人員 １６，９１０名 （有料入場人員 １６，０９２名）




