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２８０４９ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

５８ アブシンベル 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４２０－ ６１：０９．８ １４．８�

７１２ マーブルメーカー 牝２栗 ５４
５３ ☆松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 ４２０－ ４１：０９．９� ５７．０�

４７ タガノカノープス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４３０＋ ４１：１０．０� １７．７�
６１１ ドナメデューサ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４７６－ ２１：１０．２１� ８．４�
６１０ クレールドリュヌ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４－ ２１：１０．３クビ ３６．５�
２２ プレシャスペスカ 牝２黒鹿５４ 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４４８－ ２１：１０．７２� ５．５�
３５ ビキニブロンド 牝２黒鹿５４ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４３６－ ４ 〃 クビ １．５	
１１ シゲルカボス 牝２青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４３０＋ ４１：１０．９１� １３２．８

５９ セイチャリアット 牝２鹿 ５４ 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４５０－ ２１：１１．１１� ２６．９�
２３ ヤマニンフルーリー 牝２栗 ５４ 小牧 太土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４４４－１０ 〃 クビ ９２．２�
４６ オ リ ー ブ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４４＋１６１：１１．３１� １７３．５
８１４ テイエムキモシタ 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４１２＋ ４１：１１．４クビ ２９８．１�
８１５ エーシンブランシュ 牝２芦 ５４ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４１２－ ４ 〃 アタマ ４４．７�
３４ テイエムブルーミン 牝２黒鹿５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４５２＋１６１：１２．１４ ２６６．４�
７１３ シゲルナツメ 牝２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４６８± ０１：１２．２� １０５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，９０３，７００円 複勝： ４２，４０５，３００円 枠連： ７，３６１，７００円

馬連： ３０，６９５，３００円 馬単： ２４，０００，６００円 ワイド： １４，４４５，６００円

３連複： ４５，５４５，３００円 ３連単： ８２，６８５，４００円 計： ２６２，０４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ５９０円 � ２，６５０円 � ９２０円 枠 連（５－７） １０，１２０円

馬 連 �� ３５，９６０円 馬 単 �� ７８，０３０円

ワ イ ド �� ８，９７０円 �� ２，１８０円 �� １１，６２０円

３ 連 複 ��� １９４，３００円 ３ 連 単 ��� １，７９４，７６０円

票 数

単勝票数 計 １４９０３７ 的中 � ７９６２（４番人気）
複勝票数 計 ４２４０５３ 的中 � １９８９８（４番人気）� ３９８６（９番人気）� １２１７３（５番人気）
枠連票数 計 ７３６１７ 的中 （５－７） ５３７（２２番人気）
馬連票数 計 ３０６９５３ 的中 �� ６３０（４５番人気）
馬単票数 計 ２４０００６ 的中 �� ２２７（８６番人気）
ワイド票数 計 １４４４５６ 的中 �� ３９３（４７番人気）�� １６６３（２１番人気）�� ３０３（５２番人気）
３連複票数 計 ４５５４５３ 的中 ��� １７３（１８１番人気）
３連単票数 計 ８２６８５４ 的中 ��� ３４（１１３６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１１．６―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．６―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．２
３ ・（２，６）９（５，１１）１０（７，１２）（８，１５）（４，１４）１－３，１３ ４ ・（２，６）９，５，１１，１０（７，１２）（８，１５）１４（４，１）－３－１３

勝馬の
紹 介

アブシンベル �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 Dehere デビュー ２０１１．８．２１ 小倉５着

２００９．５．１１生 牝２鹿 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※出走取消馬 シゲルライム号（疾病〔疝痛〕のため）
※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 サチノポピー号・テイエムダリア号・ラインキャメロン号

２８０５０ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

３５ セフティオリビエト 牡２栗 ５４ 幸 英明池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８８－ ４１：２３．８ ９．３�

５１０ トーコーレガーロ 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：２４．０１� １．６�
４８ ボストンストロング 牡２黒鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３４＋１０１：２４．１� １７．０�
１１ メイショウアサアケ 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B４７６－ ４１：２４．７３� １０１．８�
５９ シゲルアンズ 牡２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４７６－ ４１：２４．８� ６．４�
６１２ メイショウヒショウ 牡２黒鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４５０± ０１：２４．９クビ ２８．９�
７１４ パッションロード 牝２黒鹿５４ 酒井 学�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４４０－ ８１：２５．０� １４３．６	
２３ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜タマモ
 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４５８＋１４１：２５．１クビ ２０７．９�
８１６ モズブラッド 牡２鹿 ５４ 小牧 太北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 B４２８± ０ 〃 アタマ ４０．８�
８１７ シゲルマンゴスチン 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 ４４８－ ２１：２５．２� ３１３．６
６１１ ジャストザブレイン 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社
吉田ファーム B４６２－ ２１：２５．４１� ４９．６�

１２ エーティードンタク 牡２黒鹿 ５４
５２ △国分 優作荒木 徹氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 ４４４－ ４１：２５．６１� ２１６．５�

７１３ シゲルオリーブ 牡２栗 ５４
５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社

宮村牧場 ４４８＋ ４１：２５．７� ５０７．０�
２４ エーシンルクシオン 牝２鹿 ５４ 浜中 俊
栄進堂 北出 成人 新ひだか 川端 英幸 ４４８－ ６ 〃 ハナ ６．０�
４７ エナジーブルー 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦深見 富朗氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４２－１０ 〃 ハナ １７９．２�
３６ シゲルブルーベリー 牡２鹿 ５４

５１ ▲森 一馬森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４４６－ ２１：２５．８� ２７２．２�
８１５ セイデスティニー 牝２栗 ５４ 太宰 啓介金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 ４７６－ ２１：２６．３３ ９６．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，９５５，９００円 複勝： ３０，８１７，４００円 枠連： １１，１３８，２００円

馬連： ３１，７８６，８００円 馬単： ２５，２０８，１００円 ワイド： １６，７５３，１００円

３連複： ４６，０１３，０００円 ３連単： ７８，５２３，３００円 計： ２５６，１９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ３００円 枠 連（３－５） ５００円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，２００円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，３７０円 ３ 連 単 ��� １４，８００円

票 数

単勝票数 計 １５９５５９ 的中 � １３６１１（４番人気）
複勝票数 計 ３０８１７４ 的中 � ３２９２０（４番人気）� １２１４５５（１番人気）� １７３４６（５番人気）
枠連票数 計 １１１３８２ 的中 （３－５） １６４６３（２番人気）
馬連票数 計 ３１７８６８ 的中 �� ３３９９７（３番人気）
馬単票数 計 ２５２０８１ 的中 �� ９３２１（７番人気）
ワイド票数 計 １６７５３１ 的中 �� １２３３５（３番人気）�� ３１４６（１２番人気）�� ８６７２（５番人気）
３連複票数 計 ４６０１３０ 的中 ��� １４３４５（７番人気）
３連単票数 計 ７８５２３３ 的中 ��� ３９１６（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３６．０―４７．７―５９．６―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．１
３ １１（４，５）８（１，１２）３，１０（２，１３）（６，９，１４）７，１７，１５－１６ ４ １１，４（８，５）（３，１，１２）１０－２（６，９，１３，１４）１７，７，１６，１５

勝馬の
紹 介

セフティオリビエト �
�
父 デュランダル �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．９．１１ 阪神４着

２００９．４．２３生 牡２栗 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 ジャストザブレイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

・・・〔制裁〕 エーシンルクシオン号の騎手浜中俊は，競走中に右あぶみ革の尾錠がはずれたことについて過怠金１０，０００円。（８番への
進路影響）

第５回　阪神競馬　第５日



２８０５１ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１２ ラ パ ヌ イ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４８２± ０１：１３．０ ３．８�

８１５ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿５６ 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４５２－ ４ 〃 アタマ ２．８�
２３ タルトレット 牝３鹿 ５４ 北村 友一�藤原牧場 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４９０± ０１：１３．３２ ２３．２�
６１１ ラッシュトウショウ 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２２＋ ４１：１３．９３� ４１．１�
５９ ピユカンタービレ 牝３青 ５４ 和田 竜二森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ５０６＋１２１：１４．２１� ２９．４�
２４ ルレーヴドメール 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６－ ６ 〃 ハナ ７．３	

３５ キンシゴールド 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社

松田牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １１．６

１１ エーケーリゲル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 ４８０－１０１：１４．５１� ３８９．１�
３６ クリスチャンラヴ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三栗山 良子氏 牧浦 充徳 日高 荒井ファーム ４２０－ ６１：１４．６� １９．４�
８１６ マルブツファントム 牡３黒鹿５６ 幸 英明大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４８４＋ ４１：１４．９１� ８．９
７１３ ネオザフラッシュ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４２６＋１６１：１５．１１� ５９．６�
７１４ ル ッ ケ リ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８８－ ６１：１５．４２ ５８３．６�
５１０ ファイアードレイク 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８０－ ６１：１５．５クビ １０．９�
４７ イ ェ ル テ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ４１：１５．８２ １３７．４�
４８ マイティーパワー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 ４８０＋１６１：１６．１１� ５３．７�
６１２ メイクハピネス 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬古賀 和夫氏 梅田 智之 浦河 金成吉田牧場 ４９０＋２０１：１７．０５ ２２７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３６７，５００円 複勝： ２７，５８９，５００円 枠連： １２，４８４，４００円

馬連： ３４，１９７，８００円 馬単： ２３，８５０，３００円 ワイド： １８，２５３，４００円

３連複： ５３，２０５，０００円 ３連単： ８０，４７１，８００円 計： ２６４，４１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ５３０円 枠 連（１－８） ５００円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，５４０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ５，１９０円 ３ 連 単 ��� ２０，０８０円

票 数

単勝票数 計 １４３６７５ 的中 � ３００７３（２番人気）
複勝票数 計 ２７５８９５ 的中 � ５１４７９（２番人気）� ７４３９３（１番人気）� ８７８５（８番人気）
枠連票数 計 １２４８４４ 的中 （１－８） １８７８８（１番人気）
馬連票数 計 ３４１９７８ 的中 �� ３３９７４（１番人気）
馬単票数 計 ２３８５０３ 的中 �� １２０７７（２番人気）
ワイド票数 計 １８２５３４ 的中 �� １７４５２（１番人気）�� ２６９１（２０番人気）�� ２６０６（２１番人気）
３連複票数 計 ５３２０５０ 的中 ��� ７５７９（１５番人気）
３連単票数 計 ８０４７１８ 的中 ��� ２９５９（４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．１―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．７―４７．８―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ パ ヌ イ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１１．３．２７ 阪神８着

２００８．３．２９生 牝３鹿 母 マジックミラージュ 母母 Missy’s Mirage ３戦１勝 賞金 ５，２２０，０００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 インパクトバイオ号・グランドキャニオン号

２８０５２ ９月２４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神５）第５日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

２２ サトノケンオー �４栗 ６０ 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６－ ８３：１９．６ ４．２�

８１０ マ サ ヤ マ ト 牡６栗 ６０ 西谷 誠丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５３２－１２３：２０．８７ ４．３�
４４ アグネスジルバ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６３：２１．２２� ２．７�
６６ タッチマイハート 牡４黒鹿６０ 小坂 忠士武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４８６＋ ２３：２１．３クビ ４．６�
７８ クレバーウエスタン 牡３芦 ５８ 植野 貴也田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７０－ ８３：２４．２大差 ３７．０�
７９ テイエムライジン 牡３栗 ５８ 佐久間寛志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４４＋１４３：２８．３大差 ２０．９�
３３ � ア ピ ー ル 牝６栗 ５８ 田村 太雅長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 ４３４＋ ６３：３２．４大差 ９８．８	
１１ タ ト ゥ ー ン 牝３鹿 ５６ 林 満明玉置 辰次氏 坪 憲章 新ひだか 田中 裕之 ４５６－ ４３：３３．８９ ４１．０

６７ ビコーコルサコフ 牝４栗 ５８ 白浜 雄造�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７０± ０３：３６．０大差 ５９．０�
８１１� クレバーアグネス 牡５栗 ６０ 黒岩 悠田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７８＋ ８３：３６．１� １１７．４
５５ マイネルオークベイ 牡７鹿 ６０ 浜野谷憲尚 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－２４ （競走中止） １５．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １０，１８５，９００円 複勝： １２，６１９，３００円 枠連： ７，２９４，３００円

馬連： ２３，０２２，６００円 馬単： １８，６３１，７００円 ワイド： １０，１２１，４００円

３連複： ３５，７１１，９００円 ３連単： ６４，４３１，３００円 計： １８２，０１８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－８） ８１０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ５，３００円

票 数

単勝票数 計 １０１８５９ 的中 � １９４５７（２番人気）
複勝票数 計 １２６１９３ 的中 � ２５６１６（３番人気）� ２０５１７（４番人気）� ２７４６３（１番人気）
枠連票数 計 ７２９４３ 的中 （２－８） ６６６２（５番人気）
馬連票数 計 ２３０２２６ 的中 �� ２１１６６（５番人気）
馬単票数 計 １８６３１７ 的中 �� ７９５９（１０番人気）
ワイド票数 計 １０１２１４ 的中 �� ６９９２（５番人気）�� １０２９３（１番人気）�� ９５８１（３番人気）
３連複票数 計 ３５７１１９ 的中 ��� ３１５１２（２番人気）
３連単票数 計 ６４４３１３ 的中 ��� ８９８０（１６番人気）

上り １マイル １：４６．６ ４F ５２．４－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノケンオー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００９．１２．６ 阪神４着

２００７．２．１２生 �４栗 母 ダンシングアウンティー 母母 Aunt Carol 障害：４戦１勝 賞金 ８，４００，０００円
〔発走状況〕 クレバーウエスタン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 マイネルオークベイ号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 クレバーウエスタン号は，発走調教再審査。



２８０５３ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

５５ � ヴィットリオドーロ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Yoshiyuki Ito ５００ ―１：５６．５ ３．６�

２２ カレンシュガーレイ 牡２鹿 ５４ 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４５６ ―１：５６．７１� １．５�
４４ � スノーウエーブ 牡２芦 ５４ 佐藤 哲三吉澤 克己氏 中竹 和也 米

Haras Santa Ma-
ria de Araras S. A.
& Adena Springs

５３４ ―１：５８．２９ ８．７�
３３ ジョウショーサニー 牡２栗 ５４ 和田 竜二熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 ５２６ ―１：５８．４１� １４．２�
６６ エイユーミラクル 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠笹部 義則氏 高野 友和 新冠 村上 欽哉 ４８４ ―１：５８．７２ １３．８�
１１ ビッグファイア 牡２黒鹿５４ 浜中 俊中辻 明氏 白井 寿昭 新ひだか 片岡 博 ４７２ ―１：５８．８クビ ５４．１�

（６頭）

売 得 金

単勝： １８，２３６，７００円 複勝： １８，５６２，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ２２，４９２，６００円 馬単： ２６，７４３，３００円 ワイド： ９，０６２，８００円

３連複： ２３，４３６，９００円 ３連単： ９７，３０７，３００円 計： ２１５，８４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２２０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド �� １２０円 �� １９０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ３１０円 ３ 連 単 ��� １，８２０円

票 数

単勝票数 計 １８２３６７ 的中 � ４０１４３（２番人気）
複勝票数 計 １８５６２９ 的中 � ３５７５５（２番人気）� １０３３２１（１番人気）
馬連票数 計 ２２４９２６ 的中 �� ７８４１７（１番人気）
馬単票数 計 ２６７４３３ 的中 �� ３１００７（３番人気）
ワイド票数 計 ９０６２８ 的中 �� ２４０４６（１番人気）�� ９５５０（３番人気）�� １４８１７（２番人気）
３連複票数 計 ２３４３６９ 的中 ��� ５７５１１（１番人気）
３連単票数 計 ９７３０７３ 的中 ��� ３９６４１（５番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．６―１４．４―１３．７―１３．０―１２．９―１２．６―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．９―３９．３―５３．０―１：０６．０―１：１８．９―１：３１．５―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．６
１
３
２（４，５）３，１－６・（２，５）１，３，４－６

２
４
２，４（３，５）１－６・（２，５）（３，１）４－６

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ヴィットリオドーロ �
	
父 Medaglia d’Oro �

	
母父 Afleet 初出走

２００９．４．１１生 牡２黒鹿 母 Preeminence 母母 Agitation １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２８０５４ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第６競走 ��
��１，４００�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 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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

７１３� タ ー ル タ ン 牡３芦 ５６ 小牧 太グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 George Waggoner
Stables Inc. ４６６＋ ４１：２５．７ ２．０�

８１５ アドマイヤシケーダ 牝３青 ５４ 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４２０＋ ８ 〃 ハナ ７．４�
７１４� タツフラッシュ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock ４８６＋ ６ 〃 クビ ６．０�
６１１ シルクフェリーチェ 牝３黒鹿５４ 石橋 守有限会社シルク河内 洋 安平 追分ファーム ４５０± ０１：２６．０１� ４．９�
６１２� ペルセンプレ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４６２－１８１：２６．４２� ５８．２�

１１ ビューオペラ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介キャピタルクラブ 坂口 正則 様似 能登ファーム ４０２－ ４１：２６．７１� ６４．４�
５１０ エアジュプロンサ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：２７．０１� １０．１	
８１６ メイショウチャンプ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４０± ０１：２８．１７ ３３２．２

１２ スナークサークル 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介杉本 豊氏 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０ ―１：２８．３� ８８．５�

２３ ニシノミストラル 牝３鹿 ５４ 酒井 学西山 茂行氏 松永 幹夫 むかわ 西山牧場 ４８６＋１４１：２８．５１	 １１２．６�
４８ スターペスアキコ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜河野和香子氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４６８－ ７１：２８．６クビ ３３．０
４７ ファストカラー 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５８－１６ 〃 クビ ５２．９�
２４ ワンダーソニック 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬山本 信行氏 笹田 和秀 新ひだか フクダファーム ４９６ ―１：２９．４５ ２３０．９�
３６ スペリアファイター 牡３鹿 ５６ 幸 英明森本 悳男氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６４＋ ４１：２９．６１� １４９．３�
３５ ビットエクスプレス 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新ひだか マークリ牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ２６．８�
５９ トライマイカップ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�中山牧場 鈴木 伸尋 浦河 中山牧場 ４５４－ ４１：２９．７� ３５５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５９７，８００円 複勝： ３３，４３６，６００円 枠連： １３，８００，５００円

馬連： ４１，５３４，５００円 馬単： ２８，８２６，６００円 ワイド： ２１，２９５，０００円

３連複： ６０，９３０，９００円 ３連単： １０５，５６３，１００円 計： ３２４，９８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（７－８） ５４０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ５，１１０円

票 数

単勝票数 計 １９５９７８ 的中 � ７８１１３（１番人気）
複勝票数 計 ３３４３６６ 的中 � １１２６４０（１番人気）� ３４８９９（４番人気）� ５１５０５（２番人気）
枠連票数 計 １３８００５ 的中 （７－８） １８９１０（２番人気）
馬連票数 計 ４１５３４５ 的中 �� ４０８０４（３番人気）
馬単票数 計 ２８８２６６ 的中 �� １７１３４（３番人気）
ワイド票数 計 ２１２９５０ 的中 �� ２０４６０（２番人気）�� １９８６２（３番人気）�� ９３９８（６番人気）
３連複票数 計 ６０９３０９ 的中 ��� ４４１４９（２番人気）
３連単票数 計１０５５６３１ 的中 ��� １５２６３（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１２．１―１２．２―１２．４―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．１―５９．３―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タ ー ル タ ン �
�
父 Tapit �

�
母父 Glitterman デビュー ２０１１．３．６ 阪神５着

２００８．３．１２生 牡３芦 母 Indian Town 母母 All I Axe For ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔発走状況〕 シルクフェリーチェ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シルクフェリーチェ号は，平成２３年９月２５日から平成２３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） １頭 アグネスピンキー号
（非抽選馬） ２頭 テフテフ号・ファンシービビッド号

追 加 記 事（第4回小倉競馬第 10日第 7競走）

〔その他〕　ペプチドタカラブネ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬

は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



２８０５５ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第７競走 ��１，８００�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

５５ ディアアプローズ 牝３鹿 ５２
５０ △国分 優作�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ２１：５４．５ １０．９�

８９ ランブリングローズ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ ３．３�
１１ クローバーリーフ 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７６＋２８ 〃 ハナ １．７�
２２ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５０－１０１：５５．２４ １８．６�
６６ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４９２＋ ６１：５５．４１� １１．６�
４４ � エーシンサンファン 牝３黒鹿 ５２

５１ ☆川須 栄彦�栄進堂 高野 友和 浦河 山田 昇史 ４４６－１５１：５５．５� ２０．２�
７７ スペシャルピース 牝３栗 ５２ 川田 将雅	下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ６１：５５．６クビ ５８．６

３３ シェイクラブハート 牝３栗 ５２ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋ ６１：５５．８１� ３６．１�
７８ エリモミヤビ 牝３栗 ５２ 太宰 啓介山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４６６± ０１：５６．１１� １４６．２�
８１０ メイショウソフィー 牝３栗 ５２

５１ ☆高倉 稜松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 ４１６－１４１：５６．９５ ２３６．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，１８９，１００円 複勝： ４７，８０６，０００円 枠連： ７，６３５，６００円

馬連： ３７，３６９，６００円 馬単： ３４，８８６，２００円 ワイド： １８，１２０，１００円

３連複： ４７，４９８，６００円 ３連単： １２８，０３５，１００円 計： ３３９，５４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � １１０円 枠 連（５－８） １，８５０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ５，４９０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ３００円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� １０，８４０円

票 数

単勝票数 計 １８１８９１ 的中 � １３１８５（３番人気）
複勝票数 計 ４７８０６０ 的中 � ２２９７１（４番人気）� ８６４９０（２番人気）� ２８５３２６（１番人気）
枠連票数 計 ７６３５６ 的中 （５－８） ３０６０（７番人気）
馬連票数 計 ３７３６９６ 的中 �� １３４０２（７番人気）
馬単票数 計 ３４８８６２ 的中 �� ４６９０（１７番人気）
ワイド票数 計 １８１２０１ 的中 �� ８８１５（６番人気）�� １２３１９（３番人気）�� ５１５８５（１番人気）
３連複票数 計 ４７４９８６ 的中 ��� ５３３９２（３番人気）
３連単票数 計１２８０３５１ 的中 ��� ８７２１（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３８．１―５０．８―１：０３．９―１：１６．９―１：２９．９―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアアプローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Victory Gallop デビュー ２０１０．７．４ 阪神１１着

２００８．３．２５生 牝３鹿 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti １１戦２勝 賞金 １６，６５０，０００円

２８０５６ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６９ アドマイヤラクティ 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２２：０１．３ ６．９�

８１４ レッドシェリフ 牡３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 ４７８－ ２ 〃 クビ ２０．１�
４６ � フィールドダンス 牡５栗 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４８２－ ２２：０１．４クビ １０７．８�
１１ ロ ベ ル タ 牝３栗 ５２ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２２：０１．６１� ２４．７�
２２ グルーヴィクイーン 牝３栗 ５２ 浜中 俊 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ３９２－１０ 〃 クビ １６．７�
５７ テ ン ペ ル 牡３黒鹿５４ 福永 祐一山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６２：０１．８１� １．７	
３４ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４６４－１０２：０２．０１� ６．１

６１０ ブルーモーメント 牝４鹿 ５５ 武 豊前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋ ２ 〃 クビ ９．０�
４５ トーホウストロング 牡３黒鹿５４ 川田 将雅東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 ４７４－１０２：０２．３２ １９．７�
７１１ ハローザロック 	３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４５２－ ６２：０２．５１� ３５９．９
５８ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５０－ ６２：０３．０３ １６９．８�
７１２ カレンデイムーン 牡３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４２：０３．６３
 １１６．０�
８１３ ジョーアポロン 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４９０－１４２：０４．８７ ２２３．３�
３３ � ナスムネタカ 牡４黒鹿５７ 幸 英明小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 B４５０＋ ４２：０５．２２
 １５６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，５２９，４００円 複勝： ４６，１３２，６００円 枠連： １４，３４８，４００円

馬連： ６５，２０８，４００円 馬単： ４０，９３０，２００円 ワイド： ２５，４３５，９００円

３連複： ８０，０２３，３００円 ３連単： １５５，１０１，３００円 計： ４５２，７０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ３００円 � ６１０円 � １，５７０円 枠 連（６－８） ２，３７０円

馬 連 �� ５，６９０円 馬 単 �� １０，２７０円

ワ イ ド �� １，６７０円 �� ４，７００円 �� ８，９１０円

３ 連 複 ��� ６６，８１０円 ３ 連 単 ��� ４０１，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２５５２９４ 的中 � ２９５０９（３番人気）
複勝票数 計 ４６１３２６ 的中 � ４６４７５（３番人気）� １９４５５（７番人気）� ６９０８（９番人気）
枠連票数 計 １４３４８４ 的中 （６－８） ４４６８（９番人気）
馬連票数 計 ６５２０８４ 的中 �� ８４６５（１９番人気）
馬単票数 計 ４０９３０２ 的中 �� ２９４３（３２番人気）
ワイド票数 計 ２５４３５９ 的中 �� ３８３７（１８番人気）�� １３２２（３６番人気）�� ６９２（４７番人気）
３連複票数 計 ８００２３３ 的中 ��� ８８４（１１０番人気）
３連単票数 計１５５１０１３ 的中 ��� ２８５（５８９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．２―１２．４―１２．４―１２．７―１２．０―１２．０―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．６―３５．８―４８．２―１：００．６―１：１３．３―１：２５．３―１：３７．３―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
１
３
１０，１２－（５，８）６（３，７，１１）１４，４－（１，９）２－１３
１０－（５，１２，８）－（３，６）（７，１１）（４，１４）－（１，９）２，１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤラクティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１１．１４ 京都２着

２００８．２．２０生 牡３鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド ６戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
〔発走状況〕 ナスムネタカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ナスムネタカ号は，発走調教再審査。
※ハローザロック号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０５７ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

こ う と う

甲 東 特 別
発走１４時２５分（番組第１０競走を順序変更） （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８９ ダノンシャーク 牡３鹿 ５５ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４０＋１６１：３６．８ １．９�

８８ タムロスカイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ６．５�
６６ ナリタスレンダー �６鹿 ５７ 岩田 康誠�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９６－ ４１：３７．０１� ６．８�
４４ カルドブレッサ 牡３栗 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：３７．１� ４．０�
５５ フサイチオフトラ 牡７鹿 ５７ 川田 将雅�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：３７．６３ １４．１�
１１ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６２－２２ 〃 クビ ２４．２	
２２ ブルーモーリシャス 牡５青鹿５７ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：３７．９１	 ４２．４

７７ アンティフリーズ 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４８０＋１６１：４０．０大差 ４１．２�
３３ 
 セントエドワード 牡６栗 ５７ 高田 潤齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ５１８＋１３１：４１．０６ ３７７．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３４，８０８，７００円 複勝： ５３，４１６，３００円 枠連： １４，８１８，０００円

馬連： ７４，３６２，７００円 馬単： ５６，２７４，４００円 ワイド： ２８，１４５，４００円

３連複： ８４，２９７，０００円 ３連単： ２３１，３０３，７００円 計： ５７７，４２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（８－８） ５６０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ２４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ３，２００円

票 数

単勝票数 計 ３４８０８７ 的中 � １５０１２０（１番人気）
複勝票数 計 ５３４１６３ 的中 � ２０００８４（１番人気）� ７５６４３（３番人気）� ７４１６５（４番人気）
枠連票数 計 １４８１８０ 的中 （８－８） １９７６８（３番人気）
馬連票数 計 ７４３６２７ 的中 �� ９８２０７（２番人気）
馬単票数 計 ５６２７４４ 的中 �� ４７６８０（２番人気）
ワイド票数 計 ２８１４５４ 的中 �� ２７６６２（３番人気）�� ３１９７２（２番人気）�� １６５５４（６番人気）
３連複票数 計 ８４２９７０ 的中 ��� ６８２５３（３番人気）
３連単票数 計２３１３０３７ 的中 ��� ５３４７２（６番人気）

ハロンタイム １３．４―１１．９―１２．９―１２．８―１２．５―１１．２―１０．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．４―２５．３―３８．２―５１．０―１：０３．５―１：１４．７―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシャーク 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．２ 阪神２着

２００８．３．９生 牡３鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ９戦３勝 賞金 ４４，７６１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セントエドワード号は，平成２３年１０月２４日まで平地競走に出走できない。

２８０５８ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走１５時００分（番組第９競走を順序変更） （芝・右・外）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ アグネスワルツ 牝４栗 ５５ 武 豊渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４９０＋２２１：４６．１ ３．９�

５６ グルヴェイグ 牝３黒鹿５２ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４＋１２１：４６．２� ２．１�
８１１ スマートシルエット 牝４鹿 ５５ 川田 将雅大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８４＋１８１：４６．３� ４．５�
７９ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５５ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４６０＋ ６１：４６．５１� ３９．９�
３３ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 福永 祐一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４６．７� ８．２�
７１０ ブライダルベール 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４０４＋ ４ 〃 ハナ １０９．６	
６８ メイショウジェイ 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４５０－１０１：４６．８クビ ３２．６

５５ レイナソフィア 牝５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 ５００± ０１：４７．０１� １４．７�
８１２ トウカイファミリー 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５４－１８１：４７．２１	 １４９．４�
４４ ラナンキュラス 牝４青 ５５ 幸 英明前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ４１：４７．４１	 ３１．７
６７ ザ ザ 牝６鹿 ５５ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４８２＋１０１：４８．２５ ３６１．９�
１１ ワンダープリマ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４５６＋１０１：４８．６２� ２７８．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，５２１，６００円 複勝： ５１，８４８，６００円 枠連： １８，１２５，０００円

馬連： １０５，６７１，６００円 馬単： ７４，２７５，７００円 ワイド： ３８，５２９，３００円

３連複： １３１，８６５，２００円 ３連単： ３０２，１０６，０００円 計： ７６０，９４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（２－５） ４５０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ３００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，０００円

票 数

単勝票数 計 ３８５２１６ 的中 � ７９５０１（２番人気）
複勝票数 計 ５１８４８６ 的中 � ７８５６５（４番人気）� １５５４３１（１番人気）� ８５８１９（２番人気）
枠連票数 計 １８１２５０ 的中 （２－５） ３０２６７（１番人気）
馬連票数 計１０５６７１６ 的中 �� １７７７５１（１番人気）
馬単票数 計 ７４２７５７ 的中 �� ５４８９９（２番人気）
ワイド票数 計 ３８５２９３ 的中 �� ４４３７７（１番人気）�� ３０１２４（４番人気）�� ４２０２４（２番人気）
３連複票数 計１３１８６５２ 的中 ��� １６５６８５（１番人気）
３連単票数 計３０２１０６０ 的中 ��� ７４４０５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．１―５９．１―１：１０．９―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４F４７．０―３F３５．２
３ ２，１１（１，４）８（６，１２）１０（３，５）（７，９） ４ ２，１１（１，４，８）（６，１２）（１０，５）（３，９）７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アグネスワルツ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．１０．２５ 京都８着

２００７．３．２１生 牝４栗 母 メルロースウィート 母母 メルドスポート １１戦３勝 賞金 ８９，０４９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２８０５９ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�大阪スポーツ杯

発走１５時３５分 （ダート・右）
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

東京スポーツ新聞社賞（１着）
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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００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 ウィキマジック 牡３黒鹿５５ 川田 将雅宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 ５０４－ ４１：２２．５ １．９�

２２ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５６２＋１２１：２２．８１� ２．６�
７９ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 小牧 太鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５１０＋ ２１：２３．６５ ２０．６�
６７ メイショウデイム 牝４黒鹿５５ 武 豊松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ８１：２３．７� ７．０�
７８ アドマイヤサガス 牡３青 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ６１：２４．０１� １７．５�
１１ 	 キモンレッド 牝３栗 ５３ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４５４＋ ６１：２４．２１
 ２２５．０�
３３ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４９８± ０ 〃 ハナ １００．０	
４４ サミットストーン 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太河� 五市氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５３２－ ２ 〃 ハナ ３４．８

６６ メイショウイッキ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６６－ ２１：２５．４７ １１４．０�
５５ ディアプリンシパル 牡６青 ５７ 幸 英明寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７４－ ６１：２５．９３ １１７．８
８１１ ハードウォン 牡５鹿 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４８２＋ ６１：２６．４３ １７３．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５４，３６４，４００円 複勝： １２２，２５５，３００円 枠連： ３３，３４８，１００円

馬連： １８０，６１５，２００円 馬単： １３２，２５８，１００円 ワイド： ５４，４６４，０００円

３連複： ２０９，０８６，０００円 ３連単： ６１２，７０８，９００円 計： １，３９９，１００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（２－８） ２２０円

馬 連 �� ２００円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ３７０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ２，３１０円

票 数

単勝票数 計 ５４３６４４ 的中 � ２３７１４０（１番人気）
複勝票数 計１２２２５５３ 的中 � ８１１１１３（１番人気）� １７２６５７（２番人気）� ４１１７６（５番人気）
枠連票数 計 ３３３４８１ 的中 （２－８） １１７００７（１番人気）
馬連票数 計１８０６１５２ 的中 �� ６７３６３１（１番人気）
馬単票数 計１３２２５８１ 的中 �� ２４２０９１（１番人気）
ワイド票数 計 ５４４６４０ 的中 �� １４２０４９（１番人気）�� ２９８８６（５番人気）�� ２０２８７（６番人気）
３連複票数 計２０９０８６０ 的中 ��� １９０９６７（３番人気）
３連単票数 計６１２７０８９ 的中 ��� １９６４９０（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．２―１１．５―１１．７―１１．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３４．６―４６．１―５７．８―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィキマジック �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１．１５ 京都３着

２００８．４．３生 牡３黒鹿 母 シンデレラロード 母母 ヤ ア テ ィ ズ ７戦４勝 賞金 ５４，９５７，０００円
※イチエイクリッパー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２８０６０ ９月２４日 晴 良 （２３阪神５）第５日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

１２ ケイティーズジェム 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ８１：３４．６ ３．２�

７１４ エーラゴーデオ 牡４栗 ５７
５６ ☆国分 恭介 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：３４．７� １３．３�

５１０ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４４６－ ２１：３４．８� ３８．０�
８１６ カイシュウコロンボ 牡３青鹿５５ 小牧 太飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４７４－ ４ 〃 クビ ７．１�
５９ スズカイルマン �４栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８０＋ ６１：３５．０１� ５．４�
６１１ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７６± ０１：３５．２１ ７．７�
２４ タガノエベンヌ 牝３黒鹿５３ 北村 友一八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０－ ２１：３５．４１� ３０．５	
８１７ キャニオンブラウン 牡５栗 ５７ 幸 英明 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ８ 〃 ハナ ９０．７

８１８ ヒカリトリトン 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４８４－ ６１：３５．５� １９２．５�
４８ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５

５３ △国分 優作谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ２６９．３
６１２ マージービート 牡４栗 ５７ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：３５．７１ ６８．１�
７１３ タニノネグローニ 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ６３．１�
７１５ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５３

５２ ☆川須 栄彦神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５０－ ６１：３５．９１ ２１３．７�
１１ ニシノマナザシ 牡４芦 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４８４－ ４１：３６．１１� １６．２�
３５ タイセイジーニアス 牡３黒鹿５５ 川田 将雅田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ ２０．６�
３６ アルマリンピア 牝３鹿 ５３ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ ６．０�
２３ マイネルボーデン 牡５栗 ５７ 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 ４７４－ ８１：３６．４２ ６９．２�
４７ ラトーヌペガサス 牝３鹿 ５３

５０ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４２２－１０１：３７．０３� １４４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，５８７，２００円 複勝： ６０，８３１，８００円 枠連： ３１，３１７，６００円

馬連： １２０，３１８，４００円 馬単： ６９，３３６，５００円 ワイド： ４８，５５４，２００円

３連複： １６９，１１７，０００円 ３連単： ３１４，７６０，０００円 計： ８５１，８２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � ９４０円 枠 連（１－７） １，４００円

馬 連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ２，７６０円 �� ５，３２０円

３ 連 複 ��� ２７，４５０円 ３ 連 単 ��� １１２，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３７５８７２ 的中 � ９４３９７（１番人気）
複勝票数 計 ６０８３１８ 的中 � １１１６７０（１番人気）� ４７１３８（６番人気）� １３５７５（１１番人気）
枠連票数 計 ３１３１７６ 的中 （１－７） １６５２５（６番人気）
馬連票数 計１２０３１８４ 的中 �� ３６３５８（１１番人気）
馬単票数 計 ６９３３６５ 的中 �� １３８２６（１２番人気）
ワイド票数 計 ４８５５４２ 的中 �� １３００２（１２番人気）�� ４２７８（３０番人気）�� ２１８６（５１番人気）
３連複票数 計１６９１１７０ 的中 ��� ４５４７（８３番人気）
３連単票数 計３１４７６００ 的中 ��� ２０５８（３２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．７―１２．５―１２．３―１１．４―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．１―４７．６―５９．９―１：１１．３―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７
３ ・（６，７）－３，９（５，１１）（１，１０，１７）４，２（１２，８）－１８（１３，１４）（１５，１６） ４ ・（６，７，９，１１）（３，１７）（５，１０）（１，２）４（８，１４）（１２，１８，１６）（１３，１５）

勝馬の
紹 介

ケイティーズジェム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kris デビュー ２０１０．１０．１７ 京都１着

２００８．５．５生 牝３鹿 母 ケイティーズファースト 母母 Katies ７戦２勝 賞金 ２７，２６６，０００円
〔制裁〕 ニシノマナザシ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことに

ついて過怠金３０，０００円。（３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 セキサンキセキ号



（２３阪神５）第５日 ９月２４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 １５５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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９５，４２０，０００円
２，１３０，０００円
５，１３０，０００円
１，０７０，０００円
１６，６４０，０００円
４８，９８６，０００円
４，５６０，２００円
１，５３４，５００円

勝馬投票券売得金
３０２，２４７，９００円
５４７，７２１，６００円
１７１，６７１，８００円
７６７，２７５，５００円
５５５，２２１，７００円
３０３，１８０，２００円
９８６，７３０，１００円
２，２５２，９９７，２００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 ５，８８７，０４６，０００円

総入場人員 １６，４１３名 （有料入場人員 １５，５２１名）


