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２８０３７ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時０５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

４７ アルベルトバローズ 牡２鹿 ５４ 武 豊猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４６２－１２１：２３．７ ２．８�

５１０ トロピカルメジャー 牡２黒鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４５０－１４１：２３．８� ７．９�

８１６ ジークジオン 牡２栗 ５４ 北村 友一幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４６２－ ４１：２４．１１� １７．０�
５９ ジプシーバイオリン 牡２栗 ５４ 福永 祐一小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４３８＋ ４１：２４．３１� ２９．９�
４８ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３６＋ ４ 〃 アタマ ４．８�
１２ クールラオウ 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ５１０－ ２ 〃 クビ １８．５�
２３ タガノリバレンス 牡２鹿 ５４ 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２－ ８１：２４．５１ １０．５�
６１２ ハートオブミニー 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４６８－ ４１：２４．７１� １０８．２	
３５ マイネルアルティマ 牡２芦 ５４ 幸 英明 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４４０－ ２１：２４．９１� ４．８�
７１５ カシノアラシ 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４６４＋１０１：２５．２１� ９１．３�
３６ シゲルコウギョク 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４５２＋ ４１：２５．５２ ４９．９
６１１ スターファンタジア 牝２黒鹿５４ 田村 太雅下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４５８＋ ４１：２５．８１� ３１９．２�
１１ マキシムガロー 牝２鹿 ５４ 酒井 学小田 廣美氏 梅田 康雄 新ひだか グランド牧場 ４８４－ ８ 〃 ハナ ３０４．７�
７１３ コトノクリチャン 牝２栗 ５４ 安藤 光彰栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４４６＋１０１：２５．９� ４２５．９�
８１７ トップイージス 牡２黒鹿５４ 和田 竜二�コオロ 境 直行 新冠 柏木 一則 ４８４＋ ４１：２６．３２� ２５．４�
２４ シゲルココナッツ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 様似 スイートフアーム ４６６＋１０１：２６．４� ７２．７�
７１４ スズカテング 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜永井 啓弍氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４５０＋ ４１：２６．７１� ２８４．６�
８１８ コスモファンタジア 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 �村 伸一 ４４２＋ ６１：２８．０８ ２２７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，３４８，７００円 複勝： ２７，９８２，２００円 枠連： １２，６０１，７００円

馬連： ３８，６１８，２００円 馬単： ２８，４３５，９００円 ワイド： １９，９０１，７００円

３連複： ６０，１８５，４００円 ３連単： ９７，７３６，３００円 計： ３００，８１０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ４１０円 枠 連（４－５） ４８０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� １，１２０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� ６，２３０円 ３ 連 単 ��� １８，３４０円

票 数

単勝票数 計 １５３４８７ 的中 � ４４３６９（１番人気）
複勝票数 計 ２７９８２２ 的中 � ６７８８３（１番人気）� ３１９３２（４番人気）� １３８８２（７番人気）
枠連票数 計 １２６０１７ 的中 （４－５） １９７７０（２番人気）
馬連票数 計 ３８６１８２ 的中 �� ３１６６３（３番人気）
馬単票数 計 ２８４３５９ 的中 �� １５２１２（３番人気）
ワイド票数 計 １９９０１７ 的中 �� １１９８２（３番人気）�� ４２７８（１４番人気）�� ２０４０（２４番人気）
３連複票数 計 ６０１８５４ 的中 ��� ７１３２（１７番人気）
３連単票数 計 ９７７３６３ 的中 ��� ３９３５（４１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．０―１２．２―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．０―５９．２―１：１１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．７
３ ７，１６（９，１７，１８）６（１１，１５）（５，１２）（４，２，８，１０）（１，３）－１３－１４ ４ ７，１６（９，６，１７）（５，１１，１５）１０（２，８，１８，１２）（４，３）１－１３－１４

勝馬の
紹 介

アルベルトバローズ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．８．２８ 小倉３着

２００９．４．１生 牡２鹿 母 ダムドコンパニー 母母 Paper Princess ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔騎手変更〕 タガノリバレンス号の騎手藤岡康太は，病気のため小牧太に変更。
〔その他〕 コスモファンタジア号は，４コーナー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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルブルーベリー号・モズブラッド号

２８０３８ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ メ ー デ イ ア 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ５００－ ４１：５３．２ ６．８�

６１１ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９４± ０１：５４．０５ ５．６�
５１０ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：５４．２１� ６．４�
６１２ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５６＋ ６１：５４．７３ ４６．０�
２３ シーズガレット 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４８－ ４１：５４．９１� ２．２�
２４ ブライトメッセージ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：５５．４３ ８．２	
１１ マスコットウイング 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４４０＋ ２ 〃 ハナ ３６．０

３５ バロンルージュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志万波 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 ４７６－ ２１：５７．８大差 ８８．７�

１２ ハギノギフト 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介安岡美津子氏 野中 賢二 浦河 村下 明博 ４１２－ ２１：５８．２２� ２５．４�

８１５ トウカイルミナス 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４７８± ０１：５８．４１� ５２１．８
７１４ ジャングルウィップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬岩� 僖澄氏 田島 良保 浦河 三枝牧場 ４２０＋ ６１：５８．６� ４６９．４�
５９ ヤマニンエシャルプ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 薫氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５５８± ０１：５８．９１� ４７２．５�
４８ ウォーターリバティ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４２６＋ ２１：５９．４３ ３６４．５�
３６ サニーデイサンデー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３８－ ６２：００．６７ １５．０�
８１６ カフェドフレール 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４７２－ ４２：０１．６６ ２０２．３�
４７ グラスキセキ 牝３栗 ５４ 北村 友一半沢� 増本 豊 新ひだか 見上牧場 ４９２－ ２２：０２．１３ １４７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４０６，５００円 複勝： ３２，０８９，５００円 枠連： １２，３８３，６００円

馬連： ４３，１４６，１００円 馬単： ３０，７２８，３００円 ワイド： ２０，５１５，６００円

３連複： ６２，０８０，２００円 ３連単： １０７，１６８，０００円 計： ３２６，５１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（６－７） １，４００円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ７９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� ２４，３３０円

票 数

単勝票数 計 １８４０６５ 的中 � ２１５９１（４番人気）
複勝票数 計 ３２０８９５ 的中 � ４７１８２（３番人気）� ５４７３９（２番人気）� ３５１５７（５番人気）
枠連票数 計 １２３８３６ 的中 （６－７） ６５３２（８番人気）
馬連票数 計 ４３１４６１ 的中 �� １７３９７（７番人気）
馬単票数 計 ３０７２８３ 的中 �� ５５８６（１４番人気）
ワイド票数 計 ２０５１５６ 的中 �� ８７６６（６番人気）�� ６２２７（１０番人気）�� ９２０３（５番人気）
３連複票数 計 ６２０８０２ 的中 ��� １３２３３（１２番人気）
３連単票数 計１０７１６８０ 的中 ��� ３２５２（８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３７．３―５０．０―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．３―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．４
１
３

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

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

メ ー デ イ ア �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Lord Avie デビュー ２０１１．４．１０ 阪神１６着

２００８．５．１１生 牝３鹿 母 ウィッチフルシンキング 母母 Halloween Joy ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バロンルージュ号・ハギノギフト号・トウカイルミナス号・ジャングルウィップ号・

ヤマニンエシャルプ号・ウォーターリバティ号・サニーデイサンデー号・カフェドフレール号・
グラスキセキ号は，平成２３年１０月１９日まで平地競走に出走できない。

第５回　阪神競馬　第４日



２８０３９ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１６ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２０＋ ８１：４７．１ ５．４�

８１８ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿５４ 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４４０－ ４１：４７．４２ ７．６�
５１０ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６ 北村 友一香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４７２＋ ６１：４７．６１� ８．４�
６１２ ライジングサン 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５０６＋ ２１：４８．０２� ２９．３�
２４ ナリタカサブランカ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�オースミ 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４２８－ ８１：４８．１� ２３．１�
４８ ミラグロッサ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－１２ 〃 クビ ２．９	
３６ マリアンデール 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１４＋１２１：４８．４１� １６．７

７１３ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B５００＋ ６１：４８．５クビ ６．１�
５９ アスクドラゴン 	３鹿 ５６ 小林慎一郎廣崎 利洋氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４２４－ ２ 〃 クビ ３６．９�
７１４ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４７４－ ２１：４８．６� ５５．１
１２ メイショウスピード 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４０－１０１：４９．０２� ２１．４�
８１７ シャープナー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春M．タバート氏 加藤 敬二 浦河 不二牧場 ４７６＋ ２１：４９．１� ６８．１�
２３ ナリタサジタリウス 牡３栗 ５６ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５８＋ ４１：４９．４１� ６１．３�
１１ メリーポピンズ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４３８＋ ６１：４９．５� １２５．１�
６１１ スタニングミノル 牡３青鹿５６ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５０４－ ６ 〃 ハナ ２９．０�
３５ アレンスキー 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介高浦 正雄氏 吉田 直弘 日高 中前牧場 ４５２－ ６１：４９．７� ５２２．５�
７１５ ギ ャ バ ン 	３鹿 ５６ 佐藤 哲三木浪 巖氏 鮫島 一歩 新冠 大栄牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ ２１７．０�
４７ 
 アクアピューラ 牡３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 吉田 直弘 豪 Goldendale ４７０－ ２１：４９．８� １９９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，８３１，０００円 複勝： ３５，２５８，１００円 枠連： １７，３２２，７００円

馬連： ５１，８７１，５００円 馬単： ３４，５４５，８００円 ワイド： ２５，３４４，０００円

３連複： ７９，０３８，１００円 ３連単： １２３，４０５，２００円 計： ３８５，６１６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � ３１０円 枠 連（８－８） １，４３０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，７００円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，０３０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ６，５５０円 ３ 連 単 ��� ２９，６６０円

票 数

単勝票数 計 １８８３１０ 的中 � ２７６６２（２番人気）
複勝票数 計 ３５２５８１ 的中 � ５７４３７（３番人気）� ３８０２２（４番人気）� ２７０６９（５番人気）
枠連票数 計 １７３２２７ 的中 （８－８） ８９５９（６番人気）
馬連票数 計 ５１８７１５ 的中 �� ２１５９９（５番人気）
馬単票数 計 ３４５４５８ 的中 �� ６９０５（１３番人気）
ワイド票数 計 ２５３４４０ 的中 �� １１３１９（４番人気）�� ５９９８（９番人気）�� ４３４７（１５番人気）
３連複票数 計 ７９０３８１ 的中 ��� ８９１５（１６番人気）
３連単票数 計１２３４０５２ 的中 ��� ３０７１（６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．４―１２．２―１２．４―１２．２―１１．５―１０．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．３―４７．５―５９．９―１：１２．１―１：２３．６―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
３ ５（６，１４）（４，９，１７）１２，１（７，１６）１３，１１（２，１８）－（１０，１５）８，３ ４ ・（５，６，１４）１３（４，９，１７）（１，１６）（１２，１８）（２，７，１１，１５）１０（８，３）

勝馬の
紹 介

サンレガーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１１．２８ 京都７着

２００８．２．１６生 牝３鹿 母 オネストリーダーリン 母母 Reluctant Guest １０戦１勝 賞金 １２，８４０，０００円
※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。
（非当選馬） ３頭 カテンゲッチ号・フェブスター号・ペルセンプレ号

２８０４０ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時３５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

８１３ エーシンユリシーズ 牡２栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ５１８ ―１：１５．４ １３．６�

７１１ アースパイプ 牡２栗 ５４ 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ２．０�
５６ レオンビスティー 牡２鹿 ５４ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７６ ―１：１５．５� ８．２�
７１０ ラガートモヒーロ 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４５６ ―１：１５．６� １７９．６�
６９ ヴァルナビット 牡２栗 ５４ 太宰 啓介田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４８０ ―１：１６．０２� ２６．５�
４４ シゲルスイカ 牡２青鹿５４ 中村 将之森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 ４８８ ―１：１６．２１� ９９．２�
６８ セフティリューオー 牡２青 ５４ 幸 英明池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４９４ ―１：１６．３� ３．５	
３３ カンファーマリア 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作楠本 陸雄氏 服部 利之 新ひだか 静内酒井牧場 ４１０ ―１：１７．０４ ３９．３

４５ マルサンタイトル 牡２鹿 ５４ 安藤 光彰松井三千年氏 目野 哲也 むかわ 桑原牧場 ４９２ ―１：１７．３１� １０６．４�
１１ トウケイヤマト 牡２鹿 ５４ 北村 友一木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ４９４ ―１：１７．７２� ９．９�
８１２ メイショウバロン 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝松本 好氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 ４８６ ― 〃 クビ １５．２�
２２ ワイドシャトル 牡２鹿 ５４

５１ ▲森 一馬亀井 弘氏 松永 昌博 新ひだか カタオカフアーム ４４８ ―１：１８．５５ １４４．６�
５７ キングブラヴィシモ 牡２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 B４８８ ―１：１８．７１� １０４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，７７４，４００円 複勝： ２２，９５８，３００円 枠連： １１，３８２，５００円

馬連： ３９，０２３，０００円 馬単： ３３，３５３，６００円 ワイド： １７，２３０，５００円

３連複： ５１，０４５，１００円 ３連単： １００，９５１，３００円 計： ２９３，７１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３００円 � １３０円 � １８０円 枠 連（７－８） ６６０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ４，３３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，０４０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� ２３，９７０円

票 数

単勝票数 計 １７７７４４ 的中 � １０３１３（５番人気）
複勝票数 計 ２２９５８３ 的中 � １４７２９（５番人気）� ６８６９０（１番人気）� ３０６０９（３番人気）
枠連票数 計 １１３８２５ 的中 （７－８） １２８３４（３番人気）
馬連票数 計 ３９０２３０ 的中 �� １９７６２（６番人気）
馬単票数 計 ３３３５３６ 的中 �� ５６９５（１５番人気）
ワイド票数 計 １７２３０５ 的中 �� ８２１７（６番人気）�� ３７３６（１３番人気）�� １４７８２（２番人気）
３連複票数 計 ５１０４５１ 的中 ��� １４３３９（８番人気）
３連単票数 計１００９５１３ 的中 ��� ３１０９（７５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．３―１３．３―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．９―４９．２―１：０２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンユリシーズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エイシンワシントン 初出走

２００９．３．２生 牡２栗 母 エイシンサンバレー 母母 エイシンサイレンス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 トウケイヤマト号の騎手北村友一は，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について過怠金３０，０００円。（１２番へ

の進路影響）
〔その他〕 トウケイヤマト号は，競走中終始外側に逃避しようとしたこと，および，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平

地調教注意。



２８０４１ ９月１９日 雨 良 （２３阪神５）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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

３３ エタンダール 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４３８ ―１：４９．６ １．８�

８１２ リュウシンアクシス 牡２栗 ５４ 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 浦河 ダイヤモンドファーム ４９８ ―１：４９．９１� ７．６�
５６ モンテエクリプス 牡２鹿 ５４ 武 豊毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２６ ― 〃 ハナ ４．４�
４４ � アシュヴィン 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd ４４６ ―１：５０．４３ １７．３�
７１０ フミノポールスター 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４９６ ― 〃 クビ １２．７�
７９ トニフィカーレ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム ４７６ ―１：５１．１４ ２３．３	
６８ オリオンザパワー 牡２黒鹿５４ 福永 祐一平本 敏夫氏 昆 貢 様似 林 時春 ４７２ ― 〃 クビ １０．８

６７ カ ゼ カ オ ル 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７４ ―１：５１．５２� １８６．１�
１１ サザンネスト 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作五影 慶則氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 ４３６ ―１：５２．５６ ３１．８�
８１１ ル メ ル シ エ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 筒井 征文 ４６６ ― 〃 ハナ １３１．０
２２ プレミアムウォーズ 牡２栗 ５４ 田中 克典中西 宏彰氏 松永 昌博 新冠 タニグチ牧場 ４６２ ―１：５４．２大差 ３３０．７�
５５ フェールボー 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４６８ ―１：５４．３クビ ７６．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，１２７，０００円 複勝： ３０，９６６，４００円 枠連： １０，９８２，１００円

馬連： ４８，６６５，６００円 馬単： ３８，４２０，１００円 ワイド： ２０，１９５，７００円

３連複： ６０，３００，０００円 ３連単： １２７，９７１，３００円 計： ３６１，６２８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－８） ６２０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２００円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ３，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２４１２７０ 的中 � １０８５６６（１番人気）
複勝票数 計 ３０９６６４ 的中 � １１５２００（１番人気）� ４０２３７（３番人気）� ５２９０９（２番人気）
枠連票数 計 １０９８２１ 的中 （３－８） １３１８２（３番人気）
馬連票数 計 ４８６６５６ 的中 �� ５５０４０（２番人気）
馬単票数 計 ３８４２０１ 的中 �� ３１８２３（２番人気）
ワイド票数 計 ２０１９５７ 的中 �� ２０９６０（２番人気）�� ２９６６４（１番人気）�� ９１３５（５番人気）
３連複票数 計 ６０３０００ 的中 ��� ５１００７（１番人気）
３連単票数 計１２７９７１３ 的中 ��� ３１３６６（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．９―１２．９―１２．５―１２．２―１１．９―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．７―４８．６―１：０１．１―１：１３．３―１：２５．２―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３６．３
３ ４，９（１，１０）６，３，２（１１，１２）－７，８－５ ４ ４（９，１０）（１，６，３）（２，１１，１２）（７，８）＝５

勝馬の
紹 介

エタンダール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu 初出走

２００９．２．２４生 牡２鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２８０４２ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５５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

７１４ シゲルジョウム 牡３鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４７２± ０１：４８．１ ３０１．４�

１１ ゴットマスタング 牡３青鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４６２＋ ４１：４８．３１� １２．０�

４７ マコトヴォイジャー 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５２０＋ ６ 〃 ハナ １．８�
６１１ エアワンピース 牝３栗 ５２ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：４８．４� ６．３�
６１２ カピオラニパレス 牡３芦 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１４＋ ８１：４８．７２ ６．０�
７１３ ケ イ ト 牝３黒鹿５２ 幸 英明吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４７４± ０１：４８．８クビ １５．６�
５９ ローズリパブリック 牡５芦 ５７ 赤木高太郎 	サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７４＋１２１：４９．０１� ９４．８

４８ メイショウゴモン 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４８６－１０ 〃 ハナ ７８．８�
２３ シゲルチョウカン 牝３鹿 ５２ 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 尾野 一義 ４５６＋ ４１：４９．２� １１０．９�
８１６ デンコウハヤテ 牡３青 ５４

５１ ▲森 一馬田中 康弘氏 佐山 優 新ひだか 土田 扶美子 ４８２＋ ２１：４９．５１� ５９６．７
２４ トーワゴールド 牡３青鹿５４ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ４０６．８�
３６ メイケイダンサー 牡３黒鹿５４ 渡辺 薫彦名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４７８± ０１：４９．８１� ２３２．６�
１２ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５

５３ △国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４８４＋ ４１：５０．０１� １１．７�

５１０ ビ ー ム 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５０４＋ ２１：５０．２１� ６６．３�
３５ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４２６－ ６１：５０．３� １６．９�
８１７ メイショウヴァルナ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ４７８．０�
８１５ リーチフェアネス �３芦 ５４ 鷹野 宏史北駿競走馬組合 沖 芳夫 新ひだか 木下牧場 ４７２－ ４１：５１．３６ ４２８．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２２，８６７，２００円 複勝： ３９，４９８，８００円 枠連： ２０，２５４，１００円

馬連： ５４，２１５，６００円 馬単： ４３，４６２，０００円 ワイド： ２５，３６７，０００円

３連複： ７９，４６８，４００円 ３連単： １５８，０４０，５００円 計： ４４３，１７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３０，１４０円 複 勝 � ３，８７０円 � ２７０円 � １１０円 枠 連（１－７） ２，３５０円

馬 連 �� １１６，６６０円 馬 単 �� ４１１，２２０円

ワ イ ド �� ２０，６６０円 �� ４，７８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ４１，７８０円 ３ 連 単 ��� １，０２３，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２２８６７２ 的中 � ５９８（１３番人気）
複勝票数 計 ３９４９８８ 的中 � １４５４（１３番人気）� ２８５４５（５番人気）� １６７３９１（１番人気）
枠連票数 計 ２０２５４１ 的中 （１－７） ６３６８（８番人気）
馬連票数 計 ５４２１５６ 的中 �� ３４３（７３番人気）
馬単票数 計 ４３４６２０ 的中 �� ７８（１７９番人気）
ワイド票数 計 ２５３６７０ 的中 �� ２８０（７０番人気）�� １２２５（３３番人気）�� １７８６８（３番人気）
３連複票数 計 ７９４６８４ 的中 ��� １４０４（７６番人気）
３連単票数 計１５８０４０５ 的中 ��� １１４（９５５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１０．８―１２．３―１２．８―１２．４―１１．８―１１．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３４．０―４６．３―５９．１―１：１１．５―１：２３．３―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
３ ・（２，１７）（５，１０）－３，１１，１３－１５（９，８）（６，１２）（７，１４）（１，４，１６） ４ ・（２，１７）（５，１０）（３，１１，１３）（９，８）（７，１２）（１，１４）１６（１５，６，４）

勝馬の
紹 介

シゲルジョウム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１０．９．５ 小倉３着

２００８．３．２１生 牡３鹿 母 ハイフレンドモア 母母 Hi Friend Won ９戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔制裁〕 メイショウヴァルナ号の騎手藤懸貴志は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
ゴットマスタング号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番への進路
影響）
エアワンピース号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（９番・８番への
進路影響）



２８０４３ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５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

４８ ニシオドリーム 牡３黒鹿５５ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４７６± ０１：１２．４ ４．０�

７１３� エーシンボダイジュ 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠�栄進堂 北出 成人 浦河 多田 善弘 ５２２＋ ２１：１２．７１� １６．５�
６１２� デュークワンダー 牡５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 B４９２± ０１：１２．８� １０．１�
４７ リバーサルブロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４７８＋１２１：１３．１２ ５１．１�
６１１ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５３ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ １３．４�
２３ アグネスジャスパー 牝４黒鹿５５ 武 豊渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ５１２－ ８１：１３．３１� １０．４�
３５ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５３

５２ ☆川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９４＋ ２１：１３．４クビ ８．４	
５１０ ワンダーフウラン 牝５鹿 ５５ 和田 竜二山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４７２＋ ２ 〃 同着 ４７．６

８１５ クリスタルヒル 牡３鹿 ５５ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５０８＋ ６１：１３．５� ２９．６�
５９ サマーラグーン 牝５青鹿 ５５

５２ ▲森 一馬セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ３３．４�
８１６ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５５ 幸 英明山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４２６－ ６ 〃 ハナ １７．９
２４ トーブプリンス 牡４栗 ５７ 北村 友一武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４７０＋ ４１：１３．６� ９０．２�
７１４ プリサイストップ 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８０－ ６１：１３．７クビ ３．１�
１１ � スプリングオスロ 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 ５１８＋２０ 〃 クビ ２０１．４�
３６ � メイショウヤグラ 牡４鹿 ５７

５５ △国分 優作松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 秋場牧場 ４９２＋１０１：１４．２３ ２０．０�
１２ タガノルビコン 牡３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５００＋１２１：１５．８１０ ７２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７９３，４００円 複勝： ３５，６１５，６００円 枠連： １９，４２７，８００円

馬連： ６３，９５１，９００円 馬単： ３９，７９７，７００円 ワイド： ２８，７０１，５００円

３連複： ９４，８５０，５００円 ３連単： １５９，５５２，３００円 計： ４６３，６９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２２０円 � ５４０円 � ３１０円 枠 連（４－７） ６８０円

馬 連 �� ４，５６０円 馬 単 �� ９，８９０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� １，０４０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� １４，４５０円 ３ 連 単 ��� ８８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２１７９３４ 的中 � ４２９５８（２番人気）
複勝票数 計 ３５６１５６ 的中 � ５０４６５（２番人気）� １５１７２（９番人気）� ２９８５５（４番人気）
枠連票数 計 １９４２７８ 的中 （４－７） ２１３５３（２番人気）
馬連票数 計 ６３９５１９ 的中 �� １０３５２（１８番人気）
馬単票数 計 ３９７９７７ 的中 �� ２９７２（３９番人気）
ワイド票数 計 ２８７０１５ 的中 �� ４０５１（２１番人気）�� ６９６９（９番人気）�� ３５５７（２７番人気）
３連複票数 計 ９４８５０５ 的中 ��� ４８４５（４９番人気）
３連単票数 計１５９５５２３ 的中 ��� １３２９（２８３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．１―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．９―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシオドリーム �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１１．２１ 京都６着

２００８．４．５生 牡３黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック ４戦２勝 賞金 １３，７００，０００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。
（非抽選馬） １頭 カリスマローレル号

２８０４４ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第８競走 ��３，１４０�第１３回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時００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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード３：２６．４良

５７ クランエンブレム 牡７鹿 ６０ 山本 康志 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１６－ ２３：２９．５ １２．７�

８１４ ドングラシアス 牡７黒鹿６０ 高田 潤山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１６＋１６ 〃 クビ ３．５�
１１ � カワキタトップ 牡５芦 ６０ 北沢 伸也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７６－ ８３：２９．８２ ９．５�
６１０ ヒカリアライブ 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志�ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４４０＋ ２３：３０．０１� １５．６�
３４ コウエイトライ 牝１０鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９８± ０３：３０．６３� ８．５�
８１３ シゲルダイセン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４８０＋ ２３：３０．７クビ ５．２	
４６ エーシンディーエス 牡６鹿 ６２ 五十嵐雄祐�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５００＋ ２３：３１．０１� ３２．７

７１２ リアルヴィクトリー 牡６鹿 ６０ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７８－ ２３：３１．３１� ６．１�
３３ ウィルビーキング 	７栗 ６０ 林 満明前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－ ２３：３１．６１� ２５．５�
４５ モルフェサイレンス 牡６栗 ６０ 横山 義行並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４８８－ ６３：３２．０２� １３．３
７１１ ハ ク サ ン 牡５黒鹿６０ 穂苅 寿彦篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４０± ０３：３３．０６ １０５．８�
２２ アドマイヤサンサン 	９鹿 ６０ 熊沢 重文近藤 利一氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４８８＋１２３：３５．９大差 １１２．７�
５８ エーシンダードマン 牡７青鹿６０ 西谷 誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５０２－１０３：３８．９大差 ２７．３�
６９ マサノブルース 	４鹿 ６０ 白浜 雄造猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４４２＋ ８３：４５．３大差 ２０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，８８７，４００円 複勝： ４１，９０５，４００円 枠連： ３３，４２３，４００円

馬連： １００，３４１，２００円 馬単： ５８，６９５，９００円 ワイド： ３５，８０７，４００円

３連複： １４８，１９８，８００円 ３連単： ２４５，６１９，８００円 計： ６９０，８７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ３７０円 � １７０円 � ３００円 枠 連（５－８） ９００円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド �� ９００円 �� １，３２０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ５，１１０円 ３ 連 単 ��� ３７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２６８８７４ 的中 � １６７２７（６番人気）
複勝票数 計 ４１９０５４ 的中 � ２５９８２（８番人気）� ８２６３８（１番人気）� ３３２９０（５番人気）
枠連票数 計 ３３４２３４ 的中 （５－８） ２７４８５（４番人気）
馬連票数 計１００３４１２ 的中 �� ３７７８０（５番人気）
馬単票数 計 ５８６９５９ 的中 �� ８０９９（１８番人気）
ワイド票数 計 ３５８０７４ 的中 �� ９９９４（６番人気）�� ６５７９（１７番人気）�� ９５５７（８番人気）
３連複票数 計１４８１９８８ 的中 ��� ２１４０４（１３番人気）
３連単票数 計２４５６１９８ 的中 ��� ４８１６（１０９番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５０．９－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クランエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．２９ 東京２着

２００４．２．２３生 牡７鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス 障害：１２戦２勝 賞金 ６３，４９１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。
（非当選馬） １頭 ラフレッシュブルー号
（非抽選馬） ３頭 シデンカイ号・マッキーケインズ号・マックスチャンプ号



２８０４５ ９月１９日 小雨 良 （２３阪神５）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

み ま さ か

美 作 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．９．１８以降２３．９．１１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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１２ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５２ 武 豊森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５１６＋１８２：０２．４ ５．８�

６８ スーパーオービット 牡５鹿 ５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５４＋ ２２：０２．５� １４．１�

２２ ハードダダンダン 牡４黒鹿５５ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５８－ ２ 〃 アタマ ４．４�
４５ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５０ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B５０４± ０２：０２．７１� １５９．８�
３３ セ ン ノ カ ゼ 牡６鹿 ５５ 小坂 忠士河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４９０＋ ８２：０２．９１� １６１．３�
５７ スーサングレート 牡３栗 ５３ 幸 英明林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ５００＋ ２２：０３．２１� ８．１�
１１ ファイブイーグル 牡４鹿 ５４ 田中 勝春	ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５２２＋ ４２：０３．３クビ ５４．３

７１１ サトノパンサー 牡３鹿 ５５ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B４８４－ ２２：０３．５１� ２．２�
６９ ウィズインライアン 牝５鹿 ５０ 国分 優作内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４４６－ ４ 〃 アタマ ５１．８�
４４ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５５ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６６－ ２２：０３．８２ １３．５
８１３ ウォーターセレネ 牝６栃栗５３ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４２６－ ２２：０４．７５ １９０．１�
７１０� ハギノアスラン 	７鹿 ５３ 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５６－ ２２：０５．０１� ４６．１�
５６ 
 ワールドブルー 牡５鹿 ５３ 小牧 太 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４８８＋ ２２：０５．１� １８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，５７９，５００円 複勝： ４６，６９７，３００円 枠連： ２１，２２６，７００円

馬連： １０６，５８２，９００円 馬単： ６６，３６１，２００円 ワイド： ３７，２４７，５００円

３連複： １２６，５９４，９００円 ３連単： ２７７，９８１，７００円 計： ７１５，２７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（６－８） ２，９６０円

馬 連 �� ３，４００円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ６２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 ��� ３４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３２５７９５ 的中 � ４４８１４（３番人気）
複勝票数 計 ４６６９７３ 的中 � ５１２２５（４番人気）� ３３６４０（５番人気）� ９３１６２（２番人気）
枠連票数 計 ２１２２６７ 的中 （６－８） ５２９３（１３番人気）
馬連票数 計１０６５８２９ 的中 �� ２３１９５（１４番人気）
馬単票数 計 ６６３６１２ 的中 �� ８１７６（２２番人気）
ワイド票数 計 ３７２４７５ 的中 �� ７８０１（１４番人気）�� １５４５１（７番人気）�� １１８８２（９番人気）
３連複票数 計１２６５９４９ 的中 ��� １７３０４（１６番人気）
３連単票数 計２７７９８１７ 的中 ��� ６０１２（１１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．６―１２．３―１２．２―１２．１―１２．０―１２．１―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．３―４８．６―１：００．８―１：１２．９―１：２４．９―１：３７．０―１：４９．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルリジチョウ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．８．８ 小倉６着

２００８．３．２９生 牡３鹿 母 オグリウェルズ 母母 カディザデー １７戦３勝 賞金 ３８，８９３，０００円

２８０４６ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�

にしのみや

西宮ステークス
発走１５時１０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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

３３ ゴールスキー 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８４＋１０１：３５．４ １．５�

８８ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５０６＋ ２１：３５．５� ３１．２�
６６ ドリームカトラス 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２１：３５．６� １０．３�
８９ タガノエルシコ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４４＋ ８１：３５．７� ６．１�
４４ リーチコンセンサス 牝５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 ４８２＋ ８１：３５．８� １３．８�
５５ ミクロコスモス 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２１：３６．３３ ８．６	
１１ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ １２．４

７７ ノボリデューク 牡６青 ５７ 武 豊原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４９０＋１８１：３６．４� ４０．４�
２２ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５５ 小牧 太渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４４２＋１４１：３７．１４ ２０９．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ５０，５８２，８００円 複勝： ７６，６２０，３００円 枠連： ２０，５９７，７００円

馬連： １２１，２３７，０００円 馬単： ８９，３０５，０００円 ワイド： ４４，５２４，１００円

３連複： １２７，４０５，８００円 ３連単： ３８６，０９９，８００円 計： ９１６，３７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ５１０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ３６０円

馬 連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ３７０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 ��� ２０，２７０円

票 数

単勝票数 計 ５０５８２８ 的中 � ２６８０８４（１番人気）
複勝票数 計 ７６６２０３ 的中 � ３０３９２５（１番人気）� ２４２１２（７番人気）� ６６０５５（５番人気）
枠連票数 計 ２０５９７７ 的中 （３－８） ４３２３４（１番人気）
馬連票数 計１２１２３７０ 的中 �� ３９３２２（１０番人気）
馬単票数 計 ８９３０５０ 的中 �� ２３０７６（１０番人気）
ワイド票数 計 ４４５２４１ 的中 �� １１６５８（１１番人気）�� ３２９２３（４番人気）�� ６５７３（２０番人気）
３連複票数 計１２７４０５８ 的中 ��� １９５８９（２０番人気）
３連単票数 計３８６０９９８ 的中 ��� １４０５８（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．２―４８．１―１：００．２―１：１１．５―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールスキー 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 Nureyev デビュー ２００９．１２．２０ 阪神１着

２００７．５．２４生 牡４黒鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest １３戦５勝 賞金 １１１，１３３，０００円
〔騎手変更〕 タガノエルシコ号の騎手藤岡康太は，病気のため岩田康誠に変更。



２８０４７ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�エニフステークス

発走１５時４５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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６６ ダノンカモン 牡５黒鹿５９ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ４１：２３．７ ３．４�

４４ ケイアイガーベラ 牝５栗 ５７ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４９０＋１６１：２３．９１� ２．０�
７８ ケイアイテンジン 牡５栗 ５５ 田中 勝春 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４９０＋１８１：２４．２１	 ９．７�
５５ マルカベンチャー 牡５栗 ５５ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８８＋２４ 〃 クビ ３．９�
７７ シャイニングアワー 牡６栗 ５６ 幸 英明 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４８６－ ４１：２４．７３ ６４．９�
２２ 
 ワールドハンター 牡７栗 ５５ 小牧 太青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５１４＋１０１：２５．１２� １２９．３	
８９ アドマイヤダンク 牡７栗 ５６ 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B５０８－ ４１：２５．４２ １０５．８

８１０ マイプリティワン 牡７鹿 ５６ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４８０－ ６１：２５．５クビ ８５．８�
３３ リアライズノユメ 牝３鹿 ５２ 武 豊�リアライズ 森 秀行 日高 三城牧場 ４４８－１０１：２５．７１� １７．５�
１１ セイカアレグロ 牡６鹿 ５６ 浜中 俊久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４８８－１０１：２７．０８ １６３．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ６１，３８４，３００円 複勝： ７４，２８０，８００円 枠連： ３３，４１４，８００円

馬連： １７４，３４３，２００円 馬単： １５０，２１１，４００円 ワイド： ６１，１１８，５００円

３連複： ２１２，８５３，３００円 ３連単： ７２５，５２６，６００円 計： １，４９３，１３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（４－６） ２７０円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ４８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ３，９４０円

票 数

単勝票数 計 ６１３８４３ 的中 � １４４２２５（２番人気）
複勝票数 計 ７４２８０８ 的中 � １５８８７０（２番人気）� ２９３１５４（１番人気）� ７４１３５（４番人気）
枠連票数 計 ３３４１４８ 的中 （４－６） ９１６３８（１番人気）
馬連票数 計１７４３４３２ 的中 �� ４１３５６５（１番人気）
馬単票数 計１５０２１１４ 的中 �� １７４７７６（２番人気）
ワイド票数 計 ６１１１８５ 的中 �� １２５２４０（１番人気）�� ２５２１９（６番人気）�� ５１７１０（４番人気）
３連複票数 計２１２８５３３ 的中 ��� １９４３７３（２番人気）
３連単票数 計７２５５２６６ 的中 ��� １３６１５０（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１１．８―１１．９―１１．６―１１．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．１―３５．９―４７．８―５９．４―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンカモン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Ogygian デビュー ２００８．９．６ 新潟１着

２００６．２．８生 牡５黒鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck ２４戦７勝 賞金 ２２４，７０２，０００円

２８０４８ ９月１９日 曇 良 （２３阪神５）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０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

６８ ウインドミネーター 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９６－１４１：５３．９ ２．５�

６９ アンコールワット 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦馬場 幸夫氏 吉田 直弘 浦河 山下 恭茂 ５２２－ ４１：５４．５３� ３．９�
７１１� サダルメリク 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess ４８４± ０１：５５．３５ １８．０�

２２ 	 リバースターリング 牡３栗 ５４ 浜中 俊河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４６６＋ ４１：５６．１５ ４０．７�
３３ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５７ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０４± ０１：５６．２� ２１．５�
４５ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１４－１４１：５６．３クビ ６．７�
８１２� エーシンテュポーン 牡４鹿 ５７ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８８± ０１：５６．６２ １７．６	
８１３ シャインストーン 牡３鹿 ５４ 幸 英明石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４５２＋ ４１：５６．７クビ １６．３

５６ 	 トウケイトニー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲森 一馬木村 信彦氏 高橋 隆 浦河 細道牧場 B４５６± ０１：５７．８７ １３０．２�
４４ � テーオーブユウデン 牡３鹿 ５４ 福永 祐一小笹 公也氏 笹田 和秀 米 Yanagawa

Stud Ltd. ４９６－ ６ 〃 クビ ６．３�
７１０ エリモロッソ 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜山本三津子氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４５６－ ２１：５９．３９ ３６０．６
５７ タイセイマグナム 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５３６＋１２１：５９．４� ２８．８�
１１ マ リ ヲ 牡４黒鹿 ５７

５５ △国分 優作冨沢 敦子氏 増本 豊 浦河 浦河小林牧場 ４９６－ ６１：５９．８２� １６２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，１１５，１００円 複勝： ５７，３６６，５００円 枠連： ３９，１５３，９００円

馬連： １４２，７６６，９００円 馬単： ８９，１０８，４００円 ワイド： ５２，９５７，１００円

３連複： １８７，２５４，７００円 ３連単： ４２４，９４５，９００円 計： １，０３８，６６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（６－６） ６００円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ６３０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ２，６７０円 ３ 連 単 ��� ８，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４５１１５１ 的中 � １４２２１４（１番人気）
複勝票数 計 ５７３６６５ 的中 � １５０１９７（１番人気）� １０３７７８（２番人気）� ３８５４２（５番人気）
枠連票数 計 ３９１５３９ 的中 （６－６） ４８５９４（２番人気）
馬連票数 計１４２７６６９ 的中 �� １７９６７２（１番人気）
馬単票数 計 ８９１０８４ 的中 �� ６５９０６（１番人気）
ワイド票数 計 ５２９５７１ 的中 �� ５８６５３（１番人気）�� １９６３５（８番人気）�� １１５００（１３番人気）
３連複票数 計１８７２５４７ 的中 ��� ５１８８８（４番人気）
３連単票数 計４２４９４５９ 的中 ��� ３５３６６（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１３．９―１３．３―１２．８―１２．３―１１．８―１２．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．８―５１．１―１：０３．９―１：１６．２―１：２８．０―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．７
１
３
７－８（５，２，１１）９（１，１３）１２，３，４（１０，６）
８，７（２，１１）９，５，１２，１３（３，４，６）１＝１０

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

勝馬の
紹 介

ウインドミネーター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．４．２４ 京都７着

２００７．４．２３生 牡４鹿 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール １４戦３勝 賞金 ３５，４９２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリモロッソ号・タイセイマグナム号・マリヲ号は，平成２３年１０月１９日まで平地競走に出走でき

ない。



（２３阪神５）第４日 ９月１９日 （祝日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

２５４，４７０，０００円
３，２２０，０００円
１５，８４０，０００円
１，７６０，０００円
２３，６１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，８０９，０００円
５，６２８，８００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
３５５，６９７，３００円
５２１，２３９，２００円
２５２，１７１，０００円
９８４，７６３，１００円
７０２，４２５，３００円
３８８，９１０，６００円
１，２８９，２７５，２００円
２，９３４，９９８，７００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 ７，４２９，４８０，４００円

総入場人員 １６，２１５名 （有料入場人員 １５，２０４名）


