
２７０７３ ９月２９日 曇 良 （１９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１０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

１：５２．５
１：５２．５

不良

不良

６１１ メイショウオニカゲ 牡２黒鹿５４ 福永 祐一松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 B４５４－ ４１：５６．６ ３．５�

８１６ スズカファイト 牡２栗 ５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４４８－ ２１：５７．０２� ９８．７�
４７ � マルサンリターン 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉松井三千年氏 昆 貢 静内 クドウファーム ４６２－ ４１：５７．４２� ２０．２�
１２ エーシンダボーブイ 牡２鹿 ５４ 幸 英明平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６２＋ ８１：５７．８２� １５．３�
２４ � シゲルキボウ 牝２芦 ５４ 鮫島 良太森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム ４４４－ ４１：５８．１１	 ２３６．５�
７１３� ファンドリターフ 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三水戸 富雄氏 南井 克巳 浦河 中脇 満 ４７２＋ ２ 〃 アタマ １６．４�
５１０� グランプリイーグル 牡２栗 ５４ 川田 将雅�グランプリ 矢作 芳人 静内 畠山牧場 ４７２－ ２１：５８．２クビ ６１．６	
５９ � ハ ナ ヤ カ 牝２芦 ５４

５１ ▲浜中 俊
グランド牧場 坪 憲章 静内 グランド牧場 ４７６－１０１：５８．３� １５９．３�
２３ �� マイネルデスティノ 牡２黒鹿５４ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 服部 利之 新冠 長浜牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ２４．８�
１１ � セフティーミニヨン 牝２鹿 ５４

５２ △中村 将之池田 實氏 宮 徹 静内 フジワラフアーム ４５２－１６１：５８．４クビ ３１０．５
６１２
 ダノンモンスター 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝�ダノックス 森 秀行 米

L&D Farms &
Larry & Diane
Vaughn

４７８＋ ４ 〃 アタマ １５．９�
４８ �� コパノカンノン 牝２青鹿

５４
５１ ▲荻野 琢真小林 祥晃氏 松永 幹夫 三石 山本 昇寿 ４６８± ０１：５９．２５ ５４．８�

３５ � リバティプログレス 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦
ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 関口 正毅 ４８０＋ ６１：５９．６２� ６２．７�
７１４� マイネマシェリ 牝２芦 ５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 下河辺牧場 ４３６＋ ２１：５９．８１ ９８．７�
８１５ ムーンゲイザー 牡２芦 ５４ 石橋 守西森 鶴氏 領家 政蔵 三石 ニシケンフ

アーム ４９４＋ ２２：００．６５ ４３３．６�
３６ サクラグローリー 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲藤岡 康太�さくらコマース藤岡 健一 静内 谷岡牧場 ４９０－ ２２：００．９２ １．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８５４，４００円 複勝： １８，１９８，１００円 枠連： １４，２８２，９００円

普通馬連： ５２，４７４，８００円 馬単： ５０，４８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６１７，９００円

３連複： ７５，０５７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２３９，９７４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ２，１８０円 � ４００円 枠 連（６－８） ８，５９０円

普通馬連 �� １４，１６０円 馬 単 �� ３１，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８５０円 �� ５１０円 �� １２，５４０円

３ 連 複 ��� ３７，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８５４４ 的中 � ３４３８２（２番人気）
複勝票数 計 １８１９８１ 的中 � ３８９３５（２番人気）� １６７５（１２番人気）� １０９４２（４番人気）
枠連票数 計 １４２８２９ 的中 （６－８） １２２８（１８番人気）
普通馬連票数 計 ５２４７４８ 的中 �� ２７３６（３０番人気）
馬単票数 計 ５０４８８７ 的中 �� １１９８（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６１７９ 的中 �� ７０８（３４番人気）�� ７８９５（５番人気）�� ２７１（６２番人気）
３連複票数 計 ７５０５７２ 的中 ��� １４７７（７３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１３．２―１３．０―１３．４―１３．２―１３．３―１３．３―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３６．６―４９．６―１：０３．０―１：１６．２―１：２９．５―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４０．４
１
３
１２（６，８，９）１３－１４（５，１６）（４，７）（３，１５）１０（１，２）－１１・（１２，６，９）－１３，１６，７，８（１４，４，３）（５，１５）（１０，２，１１）１

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

勝馬の
紹 介

メイショウオニカゲ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００７．９．１６ 阪神２着

２００５．２．２４生 牡２黒鹿 母 ハッピーリズム 母母 ア ミ ダ ス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 サクラグローリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 オーミプレシャス号



２７０７４ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

７１１� サマーファインデイ 牝２栗 ５４ 角田 晃一セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４５８＋１２１：２３．２ ３．６�

４４ � スナークマイハート �２栗 ５４ 和田 竜二杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４４＋ ４１：２３．３� ２．５�
６８ � オペラセリア 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４２８＋１４１：２３．６２ ９．９�
３３ デルマレグルス 牡２栗 ５４ 飯田 祐史浅沼 廣幸氏 飯田 明弘 門別 ファニーヒルファーム ４４０－ ４１：２３．８１� ６７．５�
５６ チャーミングシチー 牝２芦 ５４ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４２０－ ４１：２４．０１	 ７．１�
８１３� ブラックルーラー 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６ 〃 クビ ５１．４	
５７ � メイショウデイジー 牝２鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４２２－１０１：２４．１クビ ２９９．６

４５ タートルベイ 牡２芦 ５４ 幸 英明後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４９０＋ ４ 〃 ハナ ３５．７�
６９ �� トムウィンズ 牡２芦 ５４ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 ４６０± ０１：２４．２クビ ５．４�
８１２ クールサンドラ 牝２栗 ５４ 難波 剛健川上 哲司氏 目野 哲也 三石 沖田 博志 ４６２－ ８１：２４．３	 ８９．０
２２ テイエムエナジー 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三竹園 正繼氏 南井 克巳 様似 �村 伸一 ４５６－ ６１：２４．５１	 ３４．５�
１１ エーシンハウジンク 牡２栗 ５４ 野元 昭嘉平井 宏承氏 野元 昭 様似 清水 誠一 ４３０－ ８１：２４．７１� ２７．２�
７１０ グローバルアイ 牝２鹿 ５４

５１ ▲田中 克典小林 保一氏 須貝 彦三 熊本 吉村 功 ４１２－ ２１：２５．３３	 ４７２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，４４４，９００円 複勝： １９，８３６，０００円 枠連： １２，９５７，９００円

普通馬連： ４６，２２５，９００円 馬単： ４６，８８７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４８５，５００円

３連複： ６８，８１７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２２２，６５５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（４－７） ６００円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ８１０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４４４４９ 的中 � ３１９２３（２番人気）
複勝票数 計 １９８３６０ 的中 � ３３０３２（３番人気）� ５０１５１（１番人気）� １６２６５（５番人気）
枠連票数 計 １２９５７９ 的中 （４－７） １６０７５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４６２２５９ 的中 �� ４９４７４（２番人気）
馬単票数 計 ４６８８７３ 的中 �� ２２８９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４８５５ 的中 �� １２４０４（２番人気）�� ３７７４（９番人気）�� ６７３２（５番人気）
３連複票数 計 ６８８１７７ 的中 ��� ２７４９０（６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．９―１２．３―１２．０―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３５．８―４８．１―１：００．１―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サマーファインデイ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００７．６．１６ 阪神３着

２００５．４．３生 牝２栗 母 メグミアリダー 母母 グラツドタイデイングス ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円



２７０７５ ９月２９日 曇 良 （１９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１０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
１：４８．４

重

重

８１５� ジャングルバード 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ２１：５４．８ ５．１�

２４ � キシュウアゲイン 牝３青鹿５４ 幸 英明木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６＋ ８１：５５．０１ １９．９�
７１４� ホッコーワンマン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ２．４�
５１０ グランドバイオ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二バイオ� 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４７８＋ ４１：５５．６３� ８．６�
１２ � ベルベットジャガー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝会田 満雄氏 北出 成人 静内 野坂牧場 ４６２± ０１：５５．９１� １９．１�
６１１� カレンアンプルール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 追分 追分ファーム ５２０± ０１：５６．２２ ８３．４	
１１ ドンブレイカー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤岡 康太大内 景子氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４１８＋ ４１：５６．５１� １８６．４

３５ ホーマンフラッシュ 牡３栗 ５６ 内田 浩一久保 久人氏 飯田 明弘 新冠 飛渡牧場 B４９２－ ２１：５６．６クビ １３．０�
５９ � ブライトマスター 牡３鹿 ５６ 小牧 太鈴木正一郎氏 増本 豊 門別 タバタファーム ４９２＋ ２１：５６．７� ４．０�
４７ �� テンシノビーチ 牝３栗

５４
５２ △中村 将之杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 山際 辰夫 ４７４＋１４１：５６．８� ４６．７

４８ � ダノンエターナル 牡３栗 ５６ 上村 洋行�ダノックス 小崎 憲 三石 折手牧場 ４８２＋１６１：５７．７５ ９５．０�
３６ � シルクアキレス 牡３栗 ５６

５３ ▲船曳 文士有限会社シルク小原伊佐美 浦河 福岡 光夫 ４８２＋ ２１：５８．１２� ２５０．０�
７１３ シルクナチュラル 牝３栗 ５４ 橋本 美純有限会社シルク武 邦彦 新冠 八木 常郎 ５００－ ４１：５８．８４ ３８６．４�
８１６� セルリアンカムカム 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�イクタ 田中 章博 池田 高橋 正三 ４２０－ ２１：５９．５４ ２９６．０�
２３ メイショウキトリ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 日の出牧場 ５１８± ０２：００．３５ ７２．０�
６１２� ユキノシクラメン 牝３鹿 ５４ 上野 翔遠藤 宗義氏 須貝 彦三 門別 浜本牧場 ４７６－１０２：００．９３� ４４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４８３，０００円 複勝： １９，２６８，０００円 枠連： １８，１３２，１００円

普通馬連： ４６，５０４，３００円 馬単： ５０，７０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９７９，８００円

３連複： ７９，９０１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２４４，９７５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � ４７０円 � １２０円 枠 連（２－８） ４，１４０円

普通馬連 �� ４，８５０円 馬 単 �� ８，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� ２９０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３４８３０ 的中 � ２１１０４（３番人気）
複勝票数 計 １９２６８０ 的中 � ２５９０６（３番人気）� ７１４９（６番人気）� ６０２０３（１番人気）
枠連票数 計 １８１３２１ 的中 （２－８） ３２３４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４６５０４３ 的中 �� ７０９０（１６番人気）
馬単票数 計 ５０７０６４ 的中 �� ４１７３（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９７９８ 的中 �� ２５１３（１５番人気）�� １６８２１（２番人気）�� ４６３４（９番人気）
３連複票数 計 ７９９０１６ 的中 ��� １４３９８（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３７．２―５０．３―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．６―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．７
１
３
４，９（２，１４）（３，１５）（１，８，１０，１２）－５（１１，１６）－６－１３－７・（４，９）１４（２，１５）１０（８，１２）（３，１１）５，１（１６，１３）（６，７）

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

勝馬の
紹 介

�ジャングルバード �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００７．１．２１ 京都２着

２００４．３．２９生 牝３黒鹿 母 マ ン フ ァ ス 母母 Pilot Bird １０戦１勝 賞金 １７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セルリアンカムカム号・メイショウキトリ号・ユキノシクラメン号は，平成１９年１０月２９日まで平地

競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 シルクアキレス号は，平成１９年１０月２９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ジョバイロ号・メジロベリンダ号
（非抽選馬） ４頭 テイエムフォルテ号・ブライティアアーチ号・ブラックキャニオン号・マルタカキングス号



２７０７６ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５� ファイトスピリッツ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅草間 庸文氏 久保田貴士 米 Hill ’n’
Dale Farm ４７８－ ４１：２５．９ ３．５�

４８ � レインボーアカリ 牝３鹿 ５４ 幸 英明堀脇 操氏 本間 忍 浦河 藤春 修二 ４２６－ ８１：２７．３９ ５．０�
７１３� アローイレブン 牡３鹿 ５６ 金折 知則吉野 隆郎氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４８８＋１８１：２７．４� ３．１�
５１０� パッパターチ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎伊藤 信之氏 増本 豊 米 Tadashi

Kitamura ４４８－ ５ 〃 クビ ２０．９�
７１４ タイキレパード 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�大樹ファーム 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム ４９０ ― 〃 ハナ ８．４�
５９ � スパイシーサウンド 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ５１２ ―１：２７．５クビ ２０．７�
３５ エーシンアクセラン 牡３鹿 ５６ 小牧 太平井 宏承氏 小崎 憲 浦河 多田 善弘 ４５２＋ ４１：２７．７１	 ３７．４	
２４ � エポカブラヴァ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝吉田 和美氏 平田 修 米 J.V. Shields Jr. &

Robert N. Clay ５５２＋２４１：２８．４４ ５０．８

８１６ エイシンイッカク 牡３芦 ５６ 和田 竜二平井 豊光氏 中尾 秀正 浦河 高村牧場 ５０８－ ８１：２８．７２ ３０．６�
６１１ メイショウトウシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 ４６０－１０１：２９．０１
 ２３．２�
３６ ウォーターパイパー 牝３鹿 ５４

５１ ▲浜中 俊山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 ５１０＋１０１：２９．１
 １８１．９
１２ � ウィッシュパール 牝３芦 ５４

５２ △中村 将之�下河辺牧場 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４２４－１２１：２９．７３� ７８．４�
６１２ カゼノフウカ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 浦河 吉田 隆 ４５０＋１４１：３０．１２� ２５１．８�
２３ ウインフラッグ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ２１：３０．３１� １４．１�
１１ パッションホーラー 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健松坂 明子氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 ４６０ ―１：３２．１大差 １３７．８�
４７ �� ゴールデンエイジ 牡３栗 ５６ 石橋 守�大樹ファーム 作田 誠二 三石 前田 宗将 ４７０ ―１：３３．４８ ９９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４７１，６００円 複勝： １４，７８０，４００円 枠連： １７，２９９，４００円

普通馬連： ４５，１４２，４００円 馬単： ４５，３０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１２８，０００円

３連複： ６７，１１０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２１８，２３８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（４－８） ８１０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３２０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４４７１６ 的中 � ３２７１１（２番人気）
複勝票数 計 １４７８０４ 的中 � ２６５６９（２番人気）� ２６０４３（３番人気）� ３１１４２（１番人気）
枠連票数 計 １７２９９４ 的中 （４－８） １５８２１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４５１４２４ 的中 �� ４２１１６（３番人気）
馬単票数 計 ４５３０６４ 的中 �� ２０８７６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１２８０ 的中 �� １２５０１（２番人気）�� １０５０５（３番人気）�� １７２１９（１番人気）
３連複票数 計 ６７１１０７ 的中 ��� ６５８８７（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．９―１２．２―１２．４―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．７―４７．９―１：００．３―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
３ １５－（３，４）－（２，９，１０）８，１３（５，１６）６（１，１４）１１－１２－７ ４ １５－４（３，１０）（９，８）２，１３（５，１６）－（６，１４）－（１，１１）－１２－７

勝馬の
紹 介

�ファイトスピリッツ �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００７．７．１ 福島１０着

２００４．４．１９生 牡３鹿 母 Anguilla 母母 Awesome Account ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ゴールデンエイジ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ウインフラッグ号の騎手田中克典は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カゼノフウカ号・ウインフラッグ号・パッションホーラー号・ゴールデンエイジ号は，平成１９年１０月

２９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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マチカネエベッサン号



２７０７７ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

６６ � ダンツキッスイ 牡２鹿 ５４ 長谷川浩大山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ５０２ ―１：３４．８ ６．５�

７７ � エアパスカル 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４１８ ―１：３５．４３� １．３�
１１ シゲルエスペランサ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 沖 芳夫 三石 沖田 繁 ４３６ ―１：３６．４６ ４９．３�
２２ � ウインサテライト 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４３２ ―１：３７．０３� １９．９�
４４ � ライフチェンジ 	２鹿 ５４ 川田 将雅杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４３８ ―１：３７．１� ２３．６�
３３ ユーセイプリンセス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４８６ ―１：３７．２
 １０．９	
５５ �� トーセンスプライト 牝２黒鹿５４ 幸 英明島川 
哉氏 飯田 雄三 浦河 谷川牧場 ４９２ ―１：３７．７３ １１．７�
８８ ク ー ル 牝２黒鹿５４ 内田 浩一北山 敏
氏 崎山 博樹 穂別 ヤマイチ牧場 ４６２ ―１：３８．８７ ４２．４�

（８頭）

売 得 金

単勝： １９，９７６，０００円 複勝： １２，２８６，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４７，６４２，５００円 馬単： ７０，７２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６０７，７００円

３連複： ６０，６８８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２２３，９２１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １４０円 � １００円 � ５３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １，２８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９７６０ 的中 � ２４３３１（２番人気）
複勝票数 計 １２２８６７ 的中 � ２０１３８（２番人気）� ５６９６４（１番人気）� ２８０３（８番人気）
普通馬連票数 計 ４７６４２５ 的中 �� １４２６００（１番人気）
馬単票数 計 ７０７２０１ 的中 �� ４４３８６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６０７７ 的中 �� ２５７４０（１番人気）�� １９３６（１６番人気）�� ３８３８（９番人気）
３連複票数 計 ６０６８８１ 的中 ��� １７６６０（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．３―３６．４―４８．２―１：００．０―１：１１．４―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダンツキッスイ 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 タイキシャトル 初出走

２００５．３．２８生 牡２鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０７８ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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
１：４８．４

重

重

８１６ メイショウアルペン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲藤岡 康太松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ４１２－ ８１：５５．０ ２５．６�

５９ トップオブザロック 牡３黒鹿５６ 上村 洋行 �エクセルマネジメント橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５０２－ ４１：５５．７４ １．４�
７１３ シゲルケセネ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ５１２＋１２１：５５．８� １３．３�
６１２ ニシノナデシコ 牝３芦 ５４ 長谷川浩大西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４６０－ ６１：５６．０１� １０．７�
５１０ ペルネティアナ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４２６－ ６１：５６．５３ ８．３�
１１ アンクルレオン 牡３栗 ５６

５３ ▲船曳 文士�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４８８＋２２ 〃 ハナ ４１．８	
１２ ハストラング 牡３鹿 ５６ 小牧 太岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４６８－ ６１：５７．１３� ７３．４

３５ サダムラハイナ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太大西 定氏 鮫島 一歩 新冠 ハシモトフアーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ７７．８�
３６ レッドゾーン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７０－ ８１：５７．７３� ５８．０�
２３ � アスターナイナー 牝３栗 ５４ 幸 英明加藤 久枝氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム ４２０＋ ４ 〃 アタマ ２３．３
４７ ロードコネクト 牡３栗 ５６

５３ ▲浜中 俊 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４８４－１６ 〃 ハナ １２１．１�
２４ � メイショウハイパス 牝３鹿 ５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ５０４± ０１：５８．３３� １６１．４�
８１５� サクセスクリード 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�嶋 哲氏 藤岡 健一 門別 シンコーファーム ５２４＋１４１：５８．５１ ６６．１�
６１１� バンダイブリッジ 牝３黒鹿５４ 角田 晃一小川 信義氏 西浦 勝一 浦河 日の出牧場 ４６８－１０１：５８．６� ４４．５�
７１４� マキハタスリリング 牝３青鹿５４ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４５８＋１０１：５９．７７ １９２．９�
４８ アグネスオフェンス 牡３鹿 ５６

５４ △中村 将之渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６ ―２：０１．１９ １７４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６４４，３００円 複勝： １９，７６７，８００円 枠連： １８，７５９，０００円

普通馬連： ５８，８５５，４００円 馬単： ７０，７０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１７４，６００円

３連複： ９０，７６４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，６７０，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５６０円 複 勝 � ４２０円 � １００円 � ２３０円 枠 連（５－８） ９５０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，１５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３６４４３ 的中 � ７３００（６番人気）
複勝票数 計 １９７６７８ 的中 � ６８２０（６番人気）� ９２１６５（１番人気）� １６１２７（３番人気）
枠連票数 計 １８７５９０ 的中 （５－８） １４６７４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５８８５５４ 的中 �� ２９８０９（５番人気）
馬単票数 計 ７０７０４５ 的中 �� ８６２２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１７４６ 的中 �� ６４６７（５番人気）�� １８４２（２０番人気）�� １８３３４（２番人気）
３連複票数 計 ９０７６４６ 的中 ��� １８７３４（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１３．７―１３．５―１３．７―１３．１―１２．３―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．８―５１．３―１：０５．０―１：１８．１―１：３０．４―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．９
１
３
１６（１，３，１４）９，４（５，１２）２－１０（６，１３）－１５－１１－（８，７）
１６，１（４，１４）９（２，３，１２）（１０，５，１３）（６，１５）（１１，８）７

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

勝馬の
紹 介

メイショウアルペン �
�
父 Dixie Union �

�
母父 Kris S. デビュー ２００７．４．２９ 京都１４着

２００４．４．２３生 牝３黒鹿 母 アルペンローズ 母母 Amizette ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 アンクルレオン号・ロードコネクト号・ペルネティアナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ロードコネクト号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マキハタスリリング号・アグネスオフェンス号は，平成１９年１０月２９日まで平地競走に出走でき

ない。
〔３走成績による出走制限〕 サクセスクリード号は，平成１９年１０月２９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アドマイヤマリア号・ジャスナブルー号・ナムララッシュ号・ブライティアアスカ号・プレシュウズ号
（非抽選馬） １頭 サマンサシチー号



２７０７９ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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
１：０９．１

重

不良

６１２� ミヤジレオン 牡３鹿 ５５ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 的場牧場 ４８８± ０１：１２．４ ２３．５�

５１０� ハッピーバローズ 牡４鹿 ５７
５５ △中村 将之猪熊 広次氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４８４＋ ４１：１２．５� ４．０�

３５ � サンマルチーフ 牡３栗 ５５ 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４８６＋ ８ 〃 クビ １２．４�
１２ � カイテキネオ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大国本 勇氏 中尾 秀正 門別 前川 義則 ４６８＋ ２１：１２．８１� ５．５�
１１ � サンライズバクシン 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 宮内牧場 ５８２＋３６１：１３．２２� １８．８�
２３ マッキータイガー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４６０± ０１：１３．９４ ３７１．７�
４８ �	 キラキラボシ 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 門別 豊郷牧場 ４０８－１２１：１４．１１
 １８６．３	
７１４ フロストワーク 牡３芦 ５５ 佐藤 哲三 
スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４２－ ６ 〃 クビ ８１．４�
８１５	 グレートホーラー �５栗 ５７ 飯田 祐史松坂 明子氏 荒川 義之 浦河 高松牧場 ４３６＋１２１：１４．２� １７５．２�
５９ � カシノラブコール 牝３鹿 ５３

５０ ▲浜中 俊柏木 務氏 福永 甲 鹿児島 柏木 務 ４３４＋１６ 〃 クビ ３１２．８
６１１�	 トミーブランド 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦久保 敏文氏 佐藤 正雄 静内 紺野 猛 ４５６－ ６１：１４．５１� １２０．２�
２４ � ナムラオシリス 牡４鹿 ５７ 上村 洋行奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 成隆牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ １０．０�
７１３ ダイナミックターン 牡４栗 ５７ 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４６８＋ ８１：１４．６クビ ４７．５�
４７ � ヴァイスハイト 牝３青鹿５３ 川田 将雅 
キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４４０＋１２ 〃 ハナ ２．１�
８１６ スリーシャレード 牝３栗 ５３

５０ ▲大下 智永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４０８＋ ２１：１５．８７ ３７２．５�
３６ ピエナフローラ 牝３栗 ５３

５０ ▲田中 克典本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９８－ ２１：１６．７５ ７９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８０６，６００円 複勝： ２０，９５２，５００円 枠連： １８，０１３，９００円

普通馬連： ７１，８９９，７００円 馬単： ７５，０７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０５５，７００円

３連複： １０１，５０５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２６，３０７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ５００円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ２，９１０円

普通馬連 �� ３，４１０円 馬 単 �� １０，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ２，０４０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ８，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８０６６ 的中 � ６６６１（７番人気）
複勝票数 計 ２０９５２５ 的中 � ８５８８（６番人気）� ４３５４６（２番人気）� ２５０７４（４番人気）
枠連票数 計 １８０１３９ 的中 （５－６） ４５８３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７１８９９７ 的中 �� １５５７９（１３番人気）
馬単票数 計 ７５０７３８ 的中 �� ５４４５（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０５５７ 的中 �� ５０８２（１１番人気）�� ２１７１（２２番人気）�� ９８１７（５番人気）
３連複票数 計１０１５０５５ 的中 ��� ８８２２（２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．８―１２．１―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．５―４７．６―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミヤジレオン �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．１１．１８ 京都１６着

２００４．４．９生 牡３鹿 母 トネスボウス 母母 So She Sleeps １２戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
〔発走状況〕 ヴァイスハイト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔調教再審査〕 ヴァイスハイト号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピエナフローラ号は，平成１９年１０月２９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 カシノラブコール号・ダイナミックターン号は，平成１９年１０月２９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウォーターギブン号
（非抽選馬） ４頭 アステリオン号・スリーコジーン号・トップガンヒーロー号・ヨドノドリーマ号



２７０８０ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４８ ミスズアロハ 牝３鹿 ５３ 福永 祐一永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４６６＋ ４１：２１．４ ６．０�

２３ � スーパーワシントン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４６４－ ２１：２１．６１� ２．５�
３５ � マヤノグロリア 牝３芦 ５３ 秋山真一郎田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１８－ ８ 〃 アタマ ６５．３�
６１１ ブラウンキャット 牝３栗 ５３ 川田 将雅キャピタルクラブ 安田 隆行 大樹 大樹ファーム ４１６＋ ６ 〃 ハナ １７．８�
１１ � メモリーセレソン 牡５芦 ５７

５４ ▲浜中 俊�シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４５０－ ２１：２１．７クビ ５７．５�
３６ � バブルファンタジー 牝５鹿 ５５

５２ ▲田中 健 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７６＋１２１：２１．９１ ６１．３	
７１４� マザーレイク 牝５青鹿５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋ ２１：２２．０� ２１．９

６１２ ヤマカツシリウス 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５３２－ ２ 〃 クビ １３．６�
１２ プリンセスゴールド 牝５栗 ５５ 長谷川浩大 �社台レースホース北出 成人 白老 白老ファーム ４５２＋ ４１：２２．１� ９．８�
７１３ マイネルカーロ 牡３鹿 ５５

５２ ▲藤岡 康太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ６１：２２．２クビ ２１．８

２４ マーブルラトゥール 牝３栗 ５３ 渡辺 薫彦下村 直氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４３８－ ６１：２２．３� ２５０．３�
８１７� マーベラスパレード 牡４栗 ５７

５５ △中村 将之笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４７６＋１２１：２２．４� ９．５�
４７ 	 クレスコワンダー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５０８＋２０１：２２．５� ６．３�
８１６

�
	
� フジヤマロマン 牝３鹿 ５３ 小牧 太藤本 龍也氏 小崎 憲 三石 仲野牧場 ４７４＋１０ 〃 ハナ ３６．７�

５１０ ブラックウィッチ 牝３青鹿５３ 田嶋 翔林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ２４４．１�
５９ � ナムラマッハ 牡３鹿 ５５ 幸 英明奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４５０－ ６１：２２．７１
 ２６４．６�
８１８� ハギノプレーミオ 牝３鹿 ５３ 高橋 亮日隈 良江氏 武田 博 浦河 村下 明博 ４２０＋ ２１：２３．６５ ２９３．７�
７１５ タイキクララ 牝３鹿 ５３

５０ ▲船曳 文士�大樹ファーム 沖 芳夫 大樹 大樹ファーム ４６６－１２１：２４．８７ ２０９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，６２３，９００円 複勝： ２１，１４０，６００円 枠連： ２２，８４８，０００円

普通馬連： ７７，４７８，０００円 馬単： ６４，４７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８５８，７００円

３連複： １０８，９００，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３３１，３２７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １，０８０円 枠 連（２－４） ３８０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３，７３０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� １６，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７６２３９ 的中 � ２３１７２（２番人気）
複勝票数 計 ２１１４０６ 的中 � ３２３０６（２番人気）� ５２７７５（１番人気）� ３３５７（１２番人気）
枠連票数 計 ２２８４８０ 的中 （２－４） ４４５６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７４７８０ 的中 �� ６１１１４（１番人気）
馬単票数 計 ６４４７７２ 的中 �� ２４２０９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８５８７ 的中 �� １３７５０（１番人気）�� １１５９（４５番人気）�� １５５６（３８番人気）
３連複票数 計１０８９００６ 的中 ��� ４８５７（５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．３―１１．８―１１．４―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３４．７―４６．５―５７．９―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズアロハ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００６．１２．２ 中京９着

２００４．５．２０生 牝３鹿 母 ミスズアロイ 母母 ニホンピロアロイ １１戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイワラベンダー号
（非抽選馬） ６頭 カシノハヤテ号・ケンブリッジジャズ号・スナップドラゴン号・ミデオンアロー号・メイショウシーワン号・

ユキノマーガレット号



２７０８１ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第９競走 ��
��１，４００�ききょうステークス

発走１４時３５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 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

３３ マイネブリッツ 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大 �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 ４２２－ ８１：２２．４ ７．５�

１１ � レッツゴーキリシマ 牡２鹿 ５４ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４４８－ ８１：２２．５� ４．３�
５５ � ルルパンブルー 牝２鹿 ５５ 福永 祐一飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４３４－ ２１：２３．２４ ２．５�
８８ メッサーシュミット 牡２鹿 ５５ 和田 竜二釘田 秀人氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４６４＋１０１：２３．３	 ９．７�
２２ 
 アグネスクリスタル 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Peter Kar-

ches ４７６＋ ４１：２３．４	 ９．０�
７７ ノボリデューク 牡２青 ５４ 角田 晃一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４５２＋ ６１：２３．５� ４．３�
６６ パワーウェーブ 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４７２＋ ８ 〃 ハナ ３２．７	
４４ � キンシニューストン 牡２栗 ５４ 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 ４５８＋ ４１：２４．０３ ６４．７


（８頭）

売 得 金

単勝： ２１，４６４，７００円 複勝： ２０，９３２，４００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ８２，７５０，７００円 馬単： ６４，２８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７７０，４００円

３連複： ６６，３６０，８００円 ３連単： ２５１，１３２，９００円 計： ５２２，６９７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ７，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２１４６４７ 的中 � ２２８０３（４番人気）
複勝票数 計 ２０９３２４ 的中 � ２６８７３（４番人気）� ４０１２４（３番人気）� ４９１０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２７５０７ 的中 �� ５４２５０（６番人気）
馬単票数 計 ６４２８５６ 的中 �� １７３７０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７７０４ 的中 �� １０２３０（５番人気）�� １２３７４（３番人気）�� １６７１２（２番人気）
３連複票数 計 ６６３６０８ 的中 ��� ５６０８３（２番人気）
３連単票数 計２５１１３２９ 的中 ��� ２５８８９（２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．７―１２．２―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．５―５９．２―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネブリッツ �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００７．６．１６ 函館４着

２００５．５．１生 牝２鹿 母 デンコウセッカ 母母 シージエーズシークレツト ６戦２勝 賞金 ２７，０９６，０００円
〔騎手変更〕 マイネブリッツ号の騎手川田将雅は，第７競走の発馬機内での負傷のため長谷川浩大に変更。



２７０８２ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

あ し や が わ

芦 屋 川 特 別
発走１５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
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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４４ トーホウファイター 牡６青鹿５７ 後藤 浩輝東豊物産� 石坂 正 浦河 駿河牧場 ４６２＋１２１：２０．８ ８．９�

６６ � アドマイヤカリブ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０６± ０ 〃 クビ １．６�
２２ トーワユメジ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４８± ０１：２１．０１� ３８．４�
８１０ ホーマンファラオ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太久保 久人氏 安田 隆行 三石 ダイイチ牧場 ４６２－ ４１：２１．２１	 ５．７�
３３ スリーキュート 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三永井商事� 武 宏平 静内 岡野牧場 ４４０－ ４１：２１．７３ ４３．０�
６７ コマノルカン 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介長谷川芳信氏 鮫島 一歩 静内 西川富岡牧場 ４９０± ０１：２２．０１
 ６．０�
８１１� タマモハクライ 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎タマモ� 中竹 和也 米 Gaines－Gentry

Thoroughbreds ４４０± ０１：２２．３１
 １５．８	
７８ � アマノサクシード 牡６黒鹿５７ 小牧 太中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ５０６± ０１：２２．５１� ８２．４

５５ � エーティーホーオー 牡５鹿 ５７ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４３０＋ ８ 〃 クビ ９７．１�
７９ ケンブリッジジャズ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二中西 宏彰氏 小崎 憲 新冠 グラッドホースパーク ４３２－ ８１：２２．９２	 １２９．２�
１１ � ライジンオー ７芦 ５７ 上村 洋行前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Dr. Andy

Elser ５０４± ０１：２３．７５ ２９．９

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，２８０，８００円 複勝： ２５，１９４，７００円 枠連： ２５，３８４，１００円

普通馬連： １１５，７２０，７００円 馬単： ９１，５９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０３１，４００円

３連複： １０２，６４７，７００円 ３連単： ３２９，２９０，７００円 計： ７４３，１４７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ４５０円 枠 連（４－６） ５３０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，７４０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� ２０，８００円

票 数

単勝票数 計 ２６２８０８ 的中 � ２３５０８（４番人気）
複勝票数 計 ２５１９４７ 的中 � ２８９７８（４番人気）� ９１６３７（１番人気）� ９２２２（７番人気）
枠連票数 計 ２５３８４１ 的中 （４－６） ３５７３３（３番人気）
普通馬連票数 計１１５７２０７ 的中 �� １３８５０４（３番人気）
馬単票数 計 ９１５９７３ 的中 �� ３５４４７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０３１４ 的中 �� ２５８３８（３番人気）�� ３４４１（１８番人気）�� ８３１１（９番人気）
３連複票数 計１０２６４７７ 的中 ��� ２１８７９（１２番人気）
３連単票数 計３２９２９０７ 的中 ��� １１６８４（６２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．３―１１．５―１１．３―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．５―３４．８―４６．３―５７．６―１：０８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ ６（４，７）（１，５，１０）２－１１－８，３，９ ４ ６（４，７，１０）５，１，２，１１，８（３，９）

勝馬の
紹 介

トーホウファイター �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００３．１１．１ 京都２着

２００１．４．１８生 牡６青鹿 母 メモリーズオブロニー 母母 Pass Away ２８戦５勝 賞金 ９０，１３４，０００円
〔騎手変更〕 コマノルカン号の騎手川田将雅は，第７競走の発馬機内での負傷のため太宰啓介に変更。
※ケンブリッジジャズ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０８３ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第１１回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上，１８．９．３０以降１９．９．２３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

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：０３．９
２：０１．６

良

不良

３３ � ドラゴンファイヤー 牡３栗 ５３ 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７２－ ２２：０５．１ １．８�

６８ ラッキーブレイク 牡６鹿 ５６ 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７８－ ４２：０５．３１ １４．２�
１１ ワンダースピード 牡５黒鹿５５ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４５８－１４２：０５．４� １３．６�
８１２ アロンダイト 牡４黒鹿５９ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B５６２＋１６ 〃 クビ ４．９�
５７ オースミヘネシー 牡５栗 ５４ 角田 晃一�オースミ 武 邦彦 浦河 鵜木 唯義 ４９８＋ ２２：０５．７１� ３７．１�
８１３ テイエムヤマトオー 牡６黒鹿５２ 内田 浩一竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 辻 牧場 ５１６± ０２：０６．１２� １８８．４	
４４ 	
 ツ ム ジ カ ゼ 牡７栗 ５５ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 米 Columbi-
ana Farm B５３４＋ ６ 〃 ハナ １７．３


４５ ヒーローアンセム �６栗 ５３ 長谷川浩大吉田 修氏 梅内 忍 様似 �村 伸一 ４５０＋１２２：０６．２� １２．２�
７１０� マーブルチーフ 牡７栗 ５５ 和田 竜二下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ５０４＋ ６２：０６．３クビ ７５．９�
２２ � マイネルボウノット 牡６青鹿５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萩原 清 浦河 林 孝輝 ５０８－２６２：０６．８３ ３９．４
７１１� テンジンムサシ 牡６鹿 ５４ 秋山真一郎�テンジン 矢野 照正 幕別 ダービースタツド ４９４－ ２２：０７．１２ ４８．９�
５６ � ナリタプレリュード 牡５黒鹿５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４８８－ ８ 〃 クビ ５２．２�
６９ タガノゲルニカ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介八木 良司氏 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 ４８２－ ４２：０８．２７ １０．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ７０，６８６，６００円 複勝： ７６，４２０，８００円 枠連： ６３，４５１，４００円

普通馬連： ３８５，１３９，５００円 馬単： ２７０，２３１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，０８５，２００円

３連複： ３９４，７６３，１００円 ３連単： １，００３，１３２，４００円 計： ２，３４９，９１０，０００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ３９０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４７０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ６，８４０円

票 数

単勝票数 計 ７０６８６６ 的中 � ３１８８１４（１番人気）
複勝票数 計 ７６４２０８ 的中 � ２５５２７２（１番人気）� ７３９８４（３番人気）� ５５５６９（６番人気）
枠連票数 計 ６３４５１４ 的中 （３－６） １２１０７８（１番人気）
普通馬連票数 計３８５１３９５ 的中 �� ３５９３３１（２番人気）
馬単票数 計２７０２３１０ 的中 �� ２２６３４４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６０８５２ 的中 �� ７５２９１（２番人気）�� ４５９４４（６番人気）�� １４８１９（１５番人気）
３連複票数 計３９４７６３１ 的中 ��� １２５９５２（６番人気）
３連単票数 計１００３１３２４ 的中 ��� １０８２４９（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．０―１４．２―１３．８―１３．０―１２．４―１２．４―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３４．５―４８．７―１：０２．５―１：１５．５―１：２７．９―１：４０．３―１：５２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンファイヤー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．１１．１１ 東京２着

２００４．４．９生 牡３栗 母 マジカルウーマン 母母 ブレイブウーマン ８戦５勝 賞金 ９２，７４１，０００円
〔騎手変更〕 マイネルボウノット号の騎手川田将雅は，第７競走の発馬機内での負傷のため佐藤哲三に変更。



２７０８４ ９月２９日 曇 良 （１９阪神４）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

３６ � ストンコールド �５鹿 ５７ 福永 祐一市川 義美氏 安達 昭夫 門別 シンコーファーム ４６４－ ２１：４６．４ ２１．３�

７１３	 ダイワチャーム 牝３栗 ５２ 鮫島 良太大城 敬三氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５０２＋ ６ 〃 ハナ ２．７�
２４ 	 サンライズトラスト 牡３黒鹿５４ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６２＋ ６ 〃 クビ ４．２�
２３ 
 マイネルアンサー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５００± ０１：４６．６１� １２．５�
１２ � ゴールドネオ 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介 �ゴールドレーシング 領家 政蔵 愛 Swordle-

stown Stud ５００＋１２１：４６．７クビ ２９．８�
１１ 	 テイエムフウウンジ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 聖心台牧場 B４８０－１０１：４６．８� １２．６�
８１７ ツルマルアイ 牝３青 ５２ 上野 翔鶴田 任男氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４８６＋１４１：４７．０１ ５７．３	
４８ ワンダフルキャスト 牡５栗 ５７ 菊地 昇吾 
社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：４７．１� ４１．３�
６１１	 トウカイブラボー �５栗 ５７ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 下河辺牧場 ４６０± ０ 〃 アタマ １４．７�
７１４
 ショウリュウアクト 牡３栗 ５４ 佐藤 哲三上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ６．８
３５ 	 マルカシリウス 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：４７．２� ３０．８�
７１５	
 エーティーボス 牡３鹿 ５４ 小牧 太荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４６２－ ２１：４７．３クビ １６．７�
４７ レディプリンセス 牝３鹿 ５２

４９ ▲浜中 俊 �ロードホースクラブ 坂口 正大 三石 ケイアイファーム ４２８－１４ 〃 クビ １１２．０�
８１８	 オドゥールゲラン 牝４鹿 ５５

５３ △中村 将之 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 門別 白井牧場 ４２６＋ ８１：４７．７２� ７６．５�

５１０ トーワシャトル 牡３芦 ５４ 上村 洋行齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７２－ ４１：４７．９１ １５６．６�
５９ 
 ダノンビート 牡３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真�ダノックス 小崎 憲 静内 飛野牧場 ４８０－ ６１：４８．１１ ２１３．６�
６１２�� シゲルイサイダカ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝森中 蕃氏 坪 憲章 豪 Boxgrove

Pastoral Co ５１６－ ４ 〃 ハナ ４７．１�
８１６ キングプロテア 牡３黒鹿５４ 飯田 祐史
�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７６＋ ２１：４９．２７ ３７２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，７４０，２００円 複勝： ３９，４０７，２００円 枠連： ４８，６０４，０００円

普通馬連： １５９，５６９，９００円 馬単： １０９，９１４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，８７１，５００円

３連複： １６８，１１０，２００円 ３連単： ４０７，４９５，７００円 計： １，００５，７１３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１３０円 複 勝 � ３９０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（３－７） １，１８０円

普通馬連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ９，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� １，３８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５，５００円 ３ 連 単 ��� ４９，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３２７４０２ 的中 � １２１５５（８番人気）
複勝票数 計 ３９４０７２ 的中 � １９３５８（８番人気）� ９０９９７（１番人気）� ６３３５６（２番人気）
枠連票数 計 ４８６０４０ 的中 （３－７） ３０５４３（５番人気）
普通馬連票数 計１５９５６９９ 的中 �� ３５２７８（１２番人気）
馬単票数 計１０９９１４６ 的中 �� ８２７０（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９８７１５ 的中 �� ８６９２（１０番人気）�� ６５５６（１４番人気）�� ３６５２３（１番人気）
３連複票数 計１６８１１０２ 的中 ��� ２２５７２（１２番人気）
３連単票数 計４０７４９５７ 的中 ��� ６０８５（１２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．０―５８．７―１：１０．４―１：２１．９―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ ５－１３，１１－１－６，１２（４，７）（３，１７）２（８，１０，１５）１４－１６，９－１８ ４ ５＝１３，１１－（６，１）（４，７，１２）（２，３，１７）（８，１５，１４）１０（９，１６）－１８

勝馬の
紹 介

�ストンコールド �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Cormorant

２００２．３．２６生 �５鹿 母 サラトガデュー 母母 Super Luna ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２００６．１０．２３ 名古屋

〔騎手変更〕 ゴールドネオ号の騎手川田将雅は，第７競走の発馬機内での負傷のため太宰啓介に変更。
〔３走成績による出走制限〕 オドゥールゲラン号は，平成１９年１０月２９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） ２頭 ジョイフルタイム号・タワードピーク号
（非抽選馬） ２頭 クリノスミレホーム号・ハギノジョイフル号



（１９阪神４）第７日 ９月２９日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
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

２３６，６５０，０００円
２７，０４０，０００円
１，９９０，０００円
１，３４０，０００円
２４，６６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，７２９，０００円
４，６１５，０００円
１，７０６，９００円

勝馬投票券売得金
２８９，４７７，０００円
３０８，１８５，２００円
２５９，７３２，７００円
１，１８９，４０３，８００円
１，０１０，３９２，９００円
２９６，６６６，４００円
１，３８４，６２７，８００円
１，９９１，０５１，７００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 ６，７２９，５３７，５００円

総入場人員 １５，８５４名 （有料入場人員 １４，９１３名）




