
２７００１ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

７１４ メトロノース 牡２芦 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４１：２５．３ ２．６�

５１０ ピュアシルヴァー 牡２芦 ５４ 和田 竜二畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５０８± ０１：２５．６２ ４．７�
４８ シゲルダイセン 牡２鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４５０＋ ２１：２６．０２� ５０．２�
８１６ オースミホーネット 牡２栗 ５４ 角田 晃一�オースミ 武田 博 浦河 太陽牧場 ４８０± ０１：２６．３１� ７６．２�
４７ ザ グ 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹西森 鶴氏 堀井 雅広 新冠 八木 常郎 ４２８± ０１：２６．５１ １０１．１�
２３ サダムヨカモン 牝２栗 ５４

５３ ☆浜中 俊大西 定氏 中村 均 様似 ホウセイ牧場 ４６４± ０１：２６．６� ７．４	
６１１� ウォークラウン 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５０２－ ２ 〃 アタマ １４．６

１１ イソノラシアン 牡２栗 ５４ 熊沢 重文磯野 俊雄氏 大橋 勇樹 浦河 村下農場 ４５８± ０ 〃 アタマ ５７．４�
５９ ウインザモチ 牡２黒鹿５４ 小牧 太�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４５４－１０１：２６．８１	 ６．２�
３６ メイショウワザアリ 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 静内 三木田 明仁 ４２０＋１２１：２７．９７ １０３．９
６１２ コウユールージュ 牝２黒鹿５４ 幸 英明加治屋康雄氏 大根田裕之 新ひだか 静内酒井牧場 ４４０＋ ６ 〃 アタマ １０９．３�
７１３ ヒルノカンクン 牡２鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４８６－１０１：２８．０� ２４８．１�
３５ マコトバンクウ 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠眞壁 明氏 中村 均 様似 出口 繁夫 ４４４＋ ２１：２８．２１ ５．９�
１２ � エーシンウィゾール 牡２芦 ５４ 上村 洋行平井 宏承氏 野中 賢二 米 Winches-

ter Farm ４３０± ０ 〃 クビ ４４．３�
８１５ ウイニングドラゴン 牡２黒鹿５４ 橋本 美純奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４２８± ０１：２８．３クビ １９３．４�
２４ エテルノグロリア 牝２栗 ５４

５２ △田中 克典�ヤナガワ牧場 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 ４３６－１６１：２９．０４ １３５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２３６，２００円 複勝： ２３，４１７，５００円 枠連： １４，３４８，９００円

普通馬連： ４６，６７７，９００円 馬単： ４１，７２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５５１，４００円

３連複： ６５，８７１，６００円 ３連単： １０３，８１８，３００円 計： ３２８，６５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ８００円 枠 連（５－７） ４３０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２，０９０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� １２，５２０円 ３ 連 単 ��� ４６，５００円

票 数

単勝票数 計 １５２３６２ 的中 � ４７５７３（１番人気）
複勝票数 計 ２３４１７５ 的中 � ５９７７９（１番人気）� ３１８９４（４番人気）� ５２５５（８番人気）
枠連票数 計 １４３４８９ 的中 （５－７） ２４７４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６６７７９ 的中 �� ３９５００（１番人気）
馬単票数 計 ４１７２８４ 的中 �� ２１３０６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５５１４ 的中 �� １１８８３（２番人気）�� １９５８（１８番人気）�� １６１６（２１番人気）
３連複票数 計 ６５８７１６ 的中 ��� ３８８５（２６番人気）
３連単票数 計１０３８１８３ 的中 ��� １６４８（１３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．５―４７．０―５９．１―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メトロノース �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．８．１７ 小倉４着

２００６．２．１９生 牡２芦 母 マンハッタン 母母 ユーワジョイナー ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円



２７００２ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

８１１ リーチコンセンサス 牝２鹿 ５４
５２ △藤岡 康太 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：２１．９ ２．３�

５６ マイネレーヌ 牝２鹿 ５４ 武 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム ４６０± ０１：２２．０� ４．９�

６８ マルラニビスティー 牝２鹿 ５４ 福永 祐一備前島敏子氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４２４－１０１：２２．２１ ２．６�
８１２ シゲルキリガミネ 牝２青 ５４ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４５８± ０１：２２．７３ ２９．６�
６７ マイネチャペル 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４３２＋ ４１：２２．９１� ２１．７�
２２ デンタルマロン 牝２栗 ５４ 小牧 太安田 光則氏 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４１６＋ ４１：２３．１１� １１．８	
５５ カバードブリッジ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４３４＋ ４１：２３．２� ８１．１

４４ ウインドローザ 牝２鹿 ５４ 上村 洋行福原 正博氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４４４－１２１：２３．４１� １７４．７�
３３ シゲルアオバサン 牝２鹿 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 服部 利之 新冠 ハシモトフアーム ４１６＋ ４１：２３．６１� １４３．２�
１１ ファインラヴ 牝２鹿 ５４ 中村 将之岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 ミルファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ １７８．１
７９ ビバオーケストラ 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４２４－ ４１：２４．０２� ４６．０�
７１０ クラリネットポルカ 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健 �荻伏服部牧場 坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４４６＋１０１：２４．３２ １８９．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，９７７，５００円 複勝： ３０，３５７，８００円 枠連： １４，１００，６００円

普通馬連： ４９，８２２，４００円 馬単： ４９，５５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８９４，９００円

３連複： ６４，３８７，８００円 ３連単： １３３，８０１，９００円 計： ３７８，８９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（５－８） ５８０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １５０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 ��� ２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １８９７７５ 的中 � ６６８７２（１番人気）
複勝票数 計 ３０３５７８ 的中 � ８３５５１（２番人気）� ４１７５２（３番人気）� １１４２４９（１番人気）
枠連票数 計 １４１００６ 的中 （５－８） １８２３０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４９８２２４ 的中 �� ５８６５０（２番人気）
馬単票数 計 ４９５５５９ 的中 �� ３６１８６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８９４９ 的中 �� ２０１５３（２番人気）�� ３５４７０（１番人気）�� １７９１０（３番人気）
３連複票数 計 ６４３８７８ 的中 ��� １３３４８２（１番人気）
３連単票数 計１３３８０１９ 的中 ��� ４５０９１（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．２―１１．４―１１．５―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．２―４５．６―５７．１―１：０９．１

コーナー
通過順位

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

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２鹿 母 インディスユニゾン 母母 ラスティックベル ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



２７００３ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５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

７９ バンブーアズーリ 牡３栗 ５６ 幸 英明�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５２４ ―１：５３．５ ２．８�

６７ マイエンブレム 牡３鹿 ５６ 上村 洋行太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：５３．７１� １１．０�
６８ テーオーエンジェル 牝３栗 ５４

５２ △藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ４１：５５．０８ ５６．０�
３３ ミスターマンデラ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二廣嶋 誠二氏 中尾 秀正 静内 漆原 正道 ４９２－ ４１：５５．５３ ７．９�
２２ キャプテンルビー 牡３芦 ５６

５３ ▲田村 太雅�ターフ・スポート加用 正 三石 ダイイチ牧場 ４６８＋１２１：５５．９２� ４４．３�
８１２ ウインオンリー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７６－ ８１：５６．１１� ４．１	
７１０ シルキーライム 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健有限会社シルク野村 彰彦 新冠 オリエント牧場 ４３０＋ ２１：５６．４１� ７．８

５６ スターベツレヘム �３栗 ５６ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４３６－ ８１：５６．９３ １０３．２�
５５ ハクユウヴァンクル 牡３黒鹿５６ 酒井 学伊藤 博文氏 作田 誠二 三石 広田牧場 ５００－ ８１：５７．０� １１．６�
８１１ ロマンスワンダー 牡３栗 ５６ 池添 謙一�ターフ・スポート池添 兼雄 三石 斉藤スタッド ４９６± ０１：５７．４２� ６．４
１１ コウセイスイート 牝３鹿 ５４ 荻野 要杉安浩一郎氏 境 直行 門別 長田ファーム ４４２－１０１：５９．６大差 ９７．６�
４４ メイショウリンドウ 牝３栗 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４４６－ ４２：００．８７ ９２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，７７０，２００円 複勝： １９，３４８，７００円 枠連： １６，０３４，８００円

普通馬連： ５１，５８９，８００円 馬単： ４４，８４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１８１，１００円

３連複： ６３，７８２，７００円 ３連単： １１５，２４０，４００円 計： ３４３，７９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � ９３０円 枠 連（６－７） １，１９０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ３，０４０円 �� ４，２７０円

３ 連 複 ��� ２７，０９０円 ３ 連 単 ��� １０５，５２０円

票 数

単勝票数 計 １５７７０２ 的中 � ４４６８１（１番人気）
複勝票数 計 １９３４８７ 的中 � ４２３２１（１番人気）� １４７５４（６番人気）� ４２２１（９番人気）
枠連票数 計 １６０３４８ 的中 （６－７） ９９４７（６番人気）
普通馬連票数 計 ５１５８９８ 的中 �� ２２１５５（９番人気）
馬単票数 計 ４４８４８６ 的中 �� １２５５１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１８１１ 的中 �� ６０８６（１１番人気）�� １３５８（２６番人気）�� ９５８（３７番人気）
３連複票数 計 ６３７８２７ 的中 ��� １７３８（６２番人気）
３連単票数 計１１５２４０４ 的中 ��� ８０６（２６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．５―５０．５―１：０３．４―１：１５．８―１：２８．１―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンブーアズーリ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

２００５．３．１５生 牡３栗 母 スイートバンブー 母母 サ ブ リ ー ナ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 スターベツレヘム号は，枠入り不良。
〔その他〕 コウセイスイート号は，競走中に疾病〔右後屈腱部挫創〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウリンドウ号は，平成２０年１０月１４日まで平地競走に出走できない。



２７００４ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時５０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４８ ローテレジーナ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４０６± ０１：３３．８ ２．７�

２４ � ホウショウアマネ 牝３芦 ５４ 鮫島 良太芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green
Gates Farm ４７８－ ２ 〃 クビ １０．２�

７１３ トウカイメリッサ 牝３鹿 ５４ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４７４－１２１：３４．０１ ５．４�
２３ マッキーエヴァ 牝３鹿 ５４

５２ △藤岡 康太薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４２２－ ６１：３４．３２ ５．９�
７１４ ローレルスプレーモ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊 �ローレルレーシング 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４５０－２０ 〃 アタマ １１５．６�
３６ ピサノドヌーヴ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三市川 義美氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３４－ ８１：３４．４� １２０．５�
８１６ キセキメロディー 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４５６－ ８ 〃 アタマ ２５．７	
６１１ アンコールラッシュ 牝３芦 ５４ 川田 将雅深澤 朝房氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４１４－ ２１：３４．５� ２９．４

４７ � アースグラヴィティ 牡３鹿 ５４ 生野 賢一 �キャロットファーム 音無 秀孝 豪

T W Archer
Trust, Peters
Equine Trust

４９６－ ４１：３４．６� ９１．８�
１２ マルモアメージング 牝３栃栗５４ 和田 竜二まるも組合 木原 一良 門別 広富牧場 ４１４－ ２１：３４．７クビ １９０．８
８１８ アンブレイカブル 牡３栗 ５６ 小牧 太芹澤 精一氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ６６．３�
３５ インザミスト 牝３黒鹿 ５４

５２ △田中 健 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ２ 〃 クビ １７．０�

７１５ スナークグレース 牝３黒鹿５４ 川島 信二杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４２６－１６１：３４．８� ３１．２�
６１２ アドマイヤトパーズ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５４－１４１：３４．９� １５．８�
５９ マックスバリハイ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介田所 英子氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４６８＋ ２１：３５．０� ７．３�
５１０ ハッピーセブン 牝３栗 ５４ 安藤 光彰林 �一氏 田所 清広 静内 今 牧場 ４３８± ０１：３５．４２� １５２．５�
８１７ イソノホウオウ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士磯野 俊雄氏 田島 良保 浦河 村下農場 ４５６－ ８１：３５．８２� １２４．４�
１１ ウイントゥルース 	３栗 ５６ 熊沢 重文�ウイン 北出 成人 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ １１４．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，５３６，１００円 複勝： ２７，５５６，２００円 枠連： ２２，６７７，９００円

普通馬連： ６４，７４５，９００円 馬単： ５５，４１８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９９９，５００円

３連複： ９０，０１１，７００円 ３連単： １５５，２２９，５００円 計： ４５９，１７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（２－４） ５７０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３６０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ２，６７０円 ３ 連 単 ��� １２，５９０円

票 数

単勝票数 計 １９５３６１ 的中 � ５７９７３（１番人気）
複勝票数 計 ２７５５６２ 的中 � ７９１９７（１番人気）� ２１７７７（５番人気）� ３５４３４（２番人気）
枠連票数 計 ２２６７７９ 的中 （２－４） ２９８１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４７４５９ 的中 �� ３１７９６（４番人気）
馬単票数 計 ５５４１８４ 的中 �� １８１２０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９９９５ 的中 �� １０７６２（４番人気）�� １８０３５（２番人気）�� ５０６０（１２番人気）
３連複票数 計 ９００１１７ 的中 ��� ２４９０２（４番人気）
３連単票数 計１５５２２９５ 的中 ��� ９１０２（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．３―１１．７―１２．３―１２．４―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．０―３４．３―４６．０―５８．３―１：１０．７―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローテレジーナ �
�
父 ダンシングカラー �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００８．３．２９ 中山６着

２００５．３．２８生 牝３鹿 母 カレンナバンダム 母母 エイシンハピネス ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００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 マンフッド号



２７００５ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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

１：４７．６
１：４６．７

良

良

２２ アラシヲヨブオトコ 牡２青鹿５４ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５０４ ―１：５１．５ ２．８�

３３ ロケットステラ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二畑 清介氏 田島 良保 大樹 メムブリーディ
ングシステム ５２２ ― 〃 ハナ ７．６�

８８ タニノネグローニ 牡２黒鹿５４ 安藤 勝己谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４５６ ―１：５１．７１� ２．２�
（ネグローニ）

１１ ナリタカービン 牡２鹿 ５４ 角田 晃一�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：５１．９１� １０．６�
５５ トップクリフォード 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４９６ ―１：５２．２２ ７．６�
４４ パワーエース 牡２鹿 ５４ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４６８ ―１：５２．３クビ ３８．５	
６６ カネトシタフガイ 牡２芦 ５４

５３ ☆浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 ４４４ ―１：５２．４� ４９．８

７７ シルバービート 牝２芦 ５４ 小牧 太門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４７２ ―１：５２．７１� ４７．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２４，９４０，７００円 複勝： ２４，８８９，３００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５５，２２９，６００円 馬単： ５４，２８２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６２９，１００円

３連複： ５０，５０８，８００円 ３連単： １４９，９９２，０００円 計： ３７５，４７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� ３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２４９４０７ 的中 � ７１８１５（２番人気）
複勝票数 計 ２４８８９３ 的中 � ６４６４０（２番人気）� ２２６６６（４番人気）� １０２０９９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５２２９６ 的中 �� ３９１０６（５番人気）
馬単票数 計 ５４２８２６ 的中 �� ２４８６６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６２９１ 的中 �� １１３６９（５番人気）�� ３８７８８（１番人気）�� １５２４２（２番人気）
３連複票数 計 ５０５０８８ 的中 ��� ７５０２１（２番人気）
３連単票数 計１４９９９２０ 的中 ��� ３００７６（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．３―５１．１―１：０４．６―１：１７．９―１：２９．７―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラシヲヨブオトコ �

父 マンハッタンカフェ �


母父 Caerleon 初出走

２００６．４．１１生 牡２青鹿 母 シ ェ リ ー ザ 母母 Sharaya １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ロケットステラ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。



２７００６ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１０ シークエスト 牡３黒鹿５５ 武 豊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ５１２＋２２１：２４．５ ３．４�

７１３ ブラックルーラー 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４５６－１６１：２４．８１� ７．９�

２３ メジロアリス 牝３鹿 ５３ 岩部 純二�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４３２＋ ２１：２５．３３ ２１．６�
２２ トウショウクエスト 牡３栗 ５５

５２ ▲田村 太雅トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５２６± ０１：２５．４� ２８．６�

４７ ナムラフューチャー 牡３鹿 ５５ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４５６－ ２ 〃 クビ ９．２�
４６ サイキックダイブ 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋ ４１：２５．５� ３．７	
８１５ アンクルトップ 牡３栗 ５５ 石橋 守�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ ４．５

５９ メイショウシシリー 牡３鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 赤田牧場 ４６８＋ ６１：２５．８２ ４３．６�
５８ � レーザーウイング 牡４黒鹿５７ 安藤 光彰服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 グランド牧場 ４５０＋ ２１：２５．９� １５８．２�
６１１ プルーヴドメリト 牡５鹿 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 白老 白老ファーム B４８４± ０１：２６．０クビ ４８．９
７１２ トーアアーサー 牡４栗 ５７

５５ △田中 克典東亜駿馬� 平田 修 豊浦トーア牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １６２．９�
３５ � シルキーイリス 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹有限会社シルク水野 貴広 新冠 ヤマオカ牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ １４８．５�

８１４ フレアキャスケード 牝５鹿 ５５ 川田 将雅伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３６＋ ６１：２６．１� ２７．６�
（７９７４）

３４ � ショウナンカイザー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４９０－ ４１：２７．３７ １９．１�
１１ � シーゴーイング �５栗 ５７ 福永 祐一藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４７８－１５１：２８．８９ １０１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，４３４，３００円 複勝： ２７，６７４，４００円 枠連： ２４，１４２，５００円

普通馬連： ７４，４０６，４００円 馬単： ６２，７８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３２３，５００円

３連複： ８９，９７０，４００円 ３連単： １６４，７９２，８００円 計： ４８９，５２５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � ４５０円 枠 連（６－７） １，４７０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，７１０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ９，８３０円 ３ 連 単 ��� ３１，６００円

票 数

単勝票数 計 ２１４３４３ 的中 � ４９７８８（１番人気）
複勝票数 計 ２７６７４４ 的中 � ４７４３０（２番人気）� ２６１９８（４番人気）� １３６６７（７番人気）
枠連票数 計 ２４１４２５ 的中 （６－７） １２１６７（７番人気）
普通馬連票数 計 ７４４０６４ 的中 �� ３５６４８（６番人気）
馬単票数 計 ６２７８１５ 的中 �� １８００５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３２３５ 的中 �� ９７２０（６番人気）�� ３４１１（１８番人気）�� ３４９７（１７番人気）
３連複票数 計 ８９９７０４ 的中 ��� ６７６１（３２番人気）
３連単票数 計１６４７９２８ 的中 ��� ３８４９（８９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１２．１―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．８―４６．９―５９．３―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シークエスト �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．１２．２２ 阪神１着

２００５．４．１３生 牡３黒鹿 母 シュガースポット 母母 トゥースフェアリー ２戦２勝 賞金 １４，４００，０００円



２７００７ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第７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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６６ マイネルクロイツ 牡３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム B４６４＋ ４２：００．９ ４．５�

２２ ハギノジョイフル �４鹿 ５７ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８－ ２２：０１．２１� ３．２�
７７ コパノジングー 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４９８－ ６２：０１．３� ２．５�
５５ ピサノロンシャン 牡３鹿 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４６８± ０２：０１．５１� １４．１�
３３ ホウライブライアン 牡３黒鹿５４ 武 豊橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６８－１０ 〃 アタマ ７．５�
４４ クリノコブオー 牡３鹿 ５４ 酒井 学栗本 博晴氏 武田 博 新冠 加藤ステーブル ４２６－ ２２：０１．６� ６２．５�
１１ ローランクリムゾン 牡４黒鹿 ５７

５５ △藤岡 康太斉藤 敏博氏 木原 一良 青森 諏訪牧場 ５１６＋１８ 〃 クビ ５４．０	
８１０	 スプリングバレル 牡３黒鹿５４ 鮫島 良太加藤 春夫氏 中村 均 様似 出口 繁夫 ４９４－ ５２：０１．７� ４８．７

８９ 	 セイカジーベック 牡４鹿 ５７ 和田 竜二久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６２－ ６２：０２．０１� ６９．８�
７８ ドリームドリーマー 牝３黒鹿５２ 中舘 英二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 B４７４－ ２２：０２．５３ ２０．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，６７７，８００円 複勝： ３０，３９７，７００円 枠連： １８，３２９，８００円

普通馬連： ７０，５７１，６００円 馬単： ６６，８５３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１２１，２００円

３連複： ８０，３１１，７００円 ３連単： ２１３，０５５，０００円 計： ５２５，３１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（２－６） ７５０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２１０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 ��� ２，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２２６７７８ 的中 � ４０４３４（３番人気）
複勝票数 計 ３０３９７７ 的中 � ５１２４３（３番人気）� ７３５３８（２番人気）� ９８６０４（１番人気）
枠連票数 計 １８３２９８ 的中 （２－６） １８０６８（３番人気）
普通馬連票数 計 ７０５７１６ 的中 �� ７０３０１（３番人気）
馬単票数 計 ６６８５３５ 的中 �� ２９８３０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１２１２ 的中 �� ２４４６３（３番人気）�� ２５０３２（２番人気）�� ４４７１０（１番人気）
３連複票数 計 ８０３１１７ 的中 ��� １６６７１２（１番人気）
３連単票数 計２１３０５５０ 的中 ��� ５３１９６（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１２．６―１２．６―１２．５―１２．１―１１．８―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．７―１：０１．３―１：１３．８―１：２５．９―１：３７．７―１：４９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
１
３
６－８－１（２，９）－（７，３）（４，５）－１０
６，８（１，２）（７，９）３（４，５）－１０

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

勝馬の
紹 介

マイネルクロイツ 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー ２００７．１２．１５ 阪神９着

２００５．５．１６生 牡３黒鹿 母 クリスチャンネーム 母母 Colorvista ９戦２勝 賞金 １７，９００，０００円



２７００８ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５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
１：４８．４

重

重

５５ パープルアカデミー 牡４青鹿５７ 武 豊中野 銀十氏 飯田 雄三 鵡川 清野 薫 ４５４－１０１：５２．０ １．４�

１１ フサイチピージェイ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅関口 房朗氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７０－ ４ 〃 ハナ １４．７�
６７ ダノンジュピター 牡３栗 ５４ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８６－ ６１：５２．５３ １７．５�
２２ シルクダイナスティ 牡３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４６４－ ２１：５２．８１� ６．１�
７９ ユウキタイティ 牡４栗 ５７ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５０６＋ ２１：５３．３３ ３１．９�
８１０ エイユーパッション 牡３黒鹿 ５４

５２ △藤岡 康太笹部 和子氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 ４６４－１４１：５３．６１� ２３５．６	
３３ ギブソンガール 牝４青鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊齊藤四方司氏 沖 芳夫 静内 千代田牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ９．５

８１１ タマモディファイ 牡４鹿 ５７ 小牧 太タマモ� 柴田 政見 新冠 小泉牧場 ４８８－１２１：５３．７� １５．７�
４４ ヒシヴェンチャー 牡４黒鹿 ５７

５５ △田中 健阿部雅一郎氏 佐山 優 門別 戸川牧場 ４８４－ ２１：５３．８クビ ５８．２�
７８ ニシオハンセル 牡４栗 ５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５６＋ ６１：５３．９� １２５．３
６６ アグネスシグマ 牡４栗 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１８＋ ６１：５４．２１� ３１．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，７２６，７００円 複勝： ８６，９５２，８００円 枠連： ２３，６５９，９００円

普通馬連： ８７，３６７，９００円 馬単： ９３，７４２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２２７，７００円

３連複： ９９，７０９，３００円 ３連単： ２９１，３１０，７００円 計： ７４３，６９７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ２７０円 枠 連（１－５） ９３０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ３９０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ８，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３０７２６７ 的中 � １７３３１７（１番人気）
複勝票数 計 ８６９５２８ 的中 � ６１９５４７（１番人気）� ２７８３５（５番人気）� ３１８２９（４番人気）
枠連票数 計 ２３６５９９ 的中 （１－５） １８９４９（４番人気）
普通馬連票数 計 ８７３６７９ 的中 �� ６８４５５（４番人気）
馬単票数 計 ９３７４２０ 的中 �� ５９２２９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２２７７ 的中 �� ２０９９９（３番人気）�� ２０５０３（４番人気）�� ４２２９（１９番人気）
３連複票数 計 ９９７０９３ 的中 ��� ２５５８７（１１番人気）
３連単票数 計２９１３１０７ 的中 ��� ２６４１３（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．９―４８．３―１：０１．６―１：１４．４―１：２７．０―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．６
１
３

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

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

パープルアカデミー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００７．４．１５ 阪神１０着

２００４．５．２０生 牡４青鹿 母 ポットアカデミー 母母 ベ ー シ イ ド １３戦３勝 賞金 ３４，９７２，０００円



２７００９ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

の わ き

野 分 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．９．８以降２０．９．７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１３ スマートギア 牡３栗 ５５ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４４４－１２１：４５．６ ２．５�

２２ タマモナイスプレイ 牡３黒鹿５３ 幸 英明タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７６－ ８１：４５．７� ５．２�
５６ タガノエルシコ 牡３栗 ５２ 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３４± ０１：４５．９１ ５．７�
８１２ ウインスペンサー 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５２２＋ ２ 〃 アタマ ５．１�
６９ クインフューチャー 牝６鹿 ５１ 浜中 俊�ターフ・スポート大根田裕之 浦河 浦河土肥牧場 ４５４－ ４１：４６．２２ １３３．５�
４４ スプリングダボス 牡７鹿 ５６ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５０２＋ ４ 〃 アタマ ３４．８	
５７ ドリームキューブ 牡３鹿 ５２ 中舘 英二セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋１４１：４６．３クビ ２３．２

３３ サイレンスゴールド �７青鹿５３ 渡辺 薫彦山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも えりも農場 ４９２± ０１：４６．４� １０１．０�
４５ ヴィクトリアアイ 牝４鹿 ５４ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ６１：４６．６１ １９．１�
７１０ レミーエンジェル 牝４栗 ５１ 大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８０± ０ 〃 クビ １０９．９
６８ ビッグファルコン 牡７栗 ５３ 和田 竜二小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４４４＋ ２１：４６．７� ２１６．９�
７１１ バージンフォレスト 牡５黒鹿５６ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ２１：４６．８� １３１．０�
１１ ミダースタッチ 牡３栗 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４０＋１６ 〃 クビ ８．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，７１０，２００円 複勝： ５９，５６５，２００円 枠連： ４０，２５２，５００円

普通馬連： １６１，１９０，１００円 馬単： １２２，３７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，７６５，２００円

３連複： １６８，７４５，３００円 ３連単： ４４９，４０４，０００円 計： １，０８４，００６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（２－８） ４２０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３００円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ４，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３９７１０２ 的中 � １２７９７４（１番人気）
複勝票数 計 ５９５６５２ 的中 � １９０６２３（１番人気）� ８３７４２（４番人気）� ９２４３２（２番人気）
枠連票数 計 ４０２５２５ 的中 （２－８） ７１７９５（１番人気）
普通馬連票数 計１６１１９０１ 的中 �� １６５１５７（２番人気）
馬単票数 計１２２３７３６ 的中 �� ８２９５６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２７６５２ 的中 �� ３４３８２（３番人気）�� ３７２８５（２番人気）�� ２４３４６（６番人気）
３連複票数 計１６８７４５３ 的中 ��� １０３１３１（３番人気）
３連単票数 計４４９４０４０ 的中 ��� ７４４２４（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．５―１２．２―１２．０―１１．９―１２．０―１０．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．９―４７．１―５９．１―１：１１．０―１：２３．０―１：３３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートギア �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー ２００８．１．６ 京都３着

２００５．２．１２生 牡３栗 母 スケアヘッドライン 母母 シヤダイチヤツター ９戦３勝 賞金 ４６，８５０，０００円



２７０１０ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第１０競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，２００�第２２回セントウルステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （グローバルスプリントチャレンジ 第５戦） （芝・右）
３歳以上，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，１９．９．８以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１９．９．７以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

グローバルスプリントチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，２１８，０００円 ３４８，０００円 １７４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

２４ カノヤザクラ 牝４栗 ５５ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５０６＋ ８１：０７．３ ７．６�

８１６� シンボリグラン 牡６芦 ５７ 福永 祐一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro
Wada B５１８－ ８１：０７．５１� ４６．９�

６１２ スプリングソング 牡３青鹿５５ 武 幸四郎吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０４＋ ６１：０７．７１� ２２．４�
７１３ ジョリーダンス 牝７芦 ５５ 岩田 康誠小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ２１．１�
１１ レットバトラー 牡６鹿 ５７ 角田 晃一 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：０７．８	 ６６．６�
１２ タニノマティーニ 牡８鹿 ５７ 秋山真一郎谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ １４．４�
７１４ マルカフェニックス 牡４栗 ５７ 池添 謙一河長産業	 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２２± ０１：０７．９クビ ８．６

４８ スズカフェニックス 牡６栗 ５８ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６０－ ８ 〃 クビ ２．５�
６１１ ファイングレイン 牡５黒鹿５９ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：０８．０
 ５．７�
３６ スピニングノアール 牡７栗 ５７ 安藤 勝己畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７６＋ ４１：０８．２１ ５５．５
５１０� アポロドルチェ 牡３青鹿５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm B４５８－ ８１：０８．３
 １３．８�
４７ コパノフウジン 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６８－ ８ 〃 ハナ １２１．６�
８１５ マルブツイースター 牡３鹿 ５５ 和田 竜二大澤 毅氏 中尾 正 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５０－ ２１：０８．４クビ １１０．９�
５９ � コ ス モ ベ ル 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４６０＋ ４ 〃 クビ １０．９�
２３ タイキマドレーヌ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４５０＋１２１：０８．６１
 １５８．８�
３５ クールシャローン 牝４栗 ５５ 上村 洋行川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４９２－ ６１：０８．７	 ２９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２３，６３８，９００円 複勝： １７５，６６０，７００円 枠連： １３１，１８３，５００円

普通馬連： ７４２，１７１，９００円 馬単： ４３３，９２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７５，５８３，２００円

３連複： ８３４，０８８，６００円 ３連単： ２，００８，５８６，４００円 計： ４，６２４，８３６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ３２０円 � １，３３０円 � ８２０円 枠 連（２－８） ９，２８０円

普通馬連 �� １６，６００円 馬 単 �� ２６，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７９０円 �� ２，７３０円 �� １３，１００円

３ 連 複 ��� １２４，３３０円 ３ 連 単 ��� ８８１，８２０円

票 数

単勝票数 計１２３６３８９ 的中 � １２９８７３（３番人気）
複勝票数 計１７５６６０７ 的中 � １６８３９８（３番人気）� ３１８０８（１２番人気）� ５４１５３（９番人気）
枠連票数 計１３１１８３５ 的中 （２－８） １０４３４（２９番人気）
普通馬連票数 計７４２１７１９ 的中 �� ３３００６（５０番人気）
馬単票数 計４３３９２３５ 的中 �� １１９８５（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７５５８３２ 的中 �� ９０２３（４８番人気）�� １６０２７（３０番人気）�� ３２６４（８１番人気）
３連複票数 計８３４０８８６ 的中 ��� ４９５１（２３０番人気）
３連単票数 計２００８５８６４ 的中 ��� １６８１（１３６６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．７―１０．７―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．５―４４．２―５５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．５―３F３３．８
３ ・（１２，１５）１６（２，４）（１，１１）（５，１３）（７，１４）（３，１０）９（６，８） ４ ・（１２，１５）１６－２（１，４）１１，１３（５，１４，８）（３，７，１０）９，６

勝馬の
紹 介

カノヤザクラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Woodman デビュー ２００６．１０．１ 中京１着

２００４．３．３１生 牝４栗 母 ウッドマンズシック 母母 Radical Chic １６戦５勝 賞金 ２０７，６０３，０００円
〔制裁〕 レットバトラー号の騎手角田晃一は，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５０，０００円。
※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。
（非抽選馬） ６頭 アポロノサトリ号・エムエスワールド号・サチノスイーティー号・サープラスシンガー号・ピンクカメオ号・

ローブデコルテ号



２７０１１ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走１６時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．９．８以降２０．９．７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

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ � ダノンビクトリー 牡７鹿 ５６ 小牧 太�ダノックス 小崎 憲 米 G. Watts
Humphrey ４７６± ０１：５１．３ １０．２�

３５ � ドリーミーペガサス 牡４鹿 ５７ 武 豊 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau
Farm Inc. B５３０－ ８１：５１．５１� ３．５�

８１６ ダイショウジェット 牡５鹿 ５７ 橋本 美純馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５５６± ０ 〃 ハナ ３４．９�

１１ カリオンツリー 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５２６－ ６１：５１．６� ９．２�
２４ ストラディヴァリオ 牡５芦 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５２８－ ８ 〃 アタマ １６．４�
７１４ パレスショットガン 牡４鹿 ５７．５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４７０＋１２１：５１．７クビ １１．９	
３６ ピサノジュバン 牝３黒鹿５１ 浜中 俊市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４２８－ ２ 〃 クビ １６．０

２３ ナムラスピード 牡５栗 ５５ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４９４－ ８１：５１．８	 ６．２�
６１２ マイネルアワグラス 牡４鹿 ５７．５ 安藤 勝己 �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 ５０８± ０１：５１．９	 ４．６�
５１０ アグネスネクタル 牡５黒鹿５６ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１８＋ ８１：５２．０クビ ３９．８
７１３ パープルイーグル 牡６栗 ５６ 藤岡 康太中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５１６＋ ４ 〃 アタマ ５４．８�
４７ セフティーローレル 
７鹿 ５４ 川田 将雅池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４６２＋ ２１：５２．１クビ ８２．８�
８１５ ヤマタケゴールデン 牡５栗 ５５ 勝浦 正樹山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４７６± ０１：５２．４２ ４２．２�
４８ ナリタブラック 牡６芦 ５４ 石橋 守�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４９４－ ６１：５２．５クビ ７０．８�
１２ � セ レ ス ケ イ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４６± ０１：５２．７１� ２５．０�
６１１ チョウカイシャトル 牡６鹿 ５４ 池添 謙一�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５２６－ ２１：５３．９７ ５７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，３８４，７００円 複勝： ７３，４０５，０００円 枠連： ５７，６２０，２００円

普通馬連： ２２８，３３７，９００円 馬単： １３６，１６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，０７４，４００円

３連複： ２５２，８０８，４００円 ３連単： ５５０，２９３，４００円 計： １，４０６，０９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � ７９０円 枠 連（３－５） １，３９０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２，９４０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� １４，７１０円 ３ 連 単 ��� ８５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４５３８４７ 的中 � ３５１８６（５番人気）
複勝票数 計 ７３４０５０ 的中 � ６３２４０（４番人気）� １５２０１３（１番人気）� １９１０１（１０番人気）
枠連票数 計 ５７６２０２ 的中 （３－５） ３０８０５（５番人気）
普通馬連票数 計２２８３３７９ 的中 �� ９６３０１（３番人気）
馬単票数 計１３６１６６９ 的中 �� ２１９６２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２０７４４ 的中 �� ２６１０１（３番人気）�� ５０１７（３４番人気）�� ６１３１（３０番人気）
３連複票数 計２５２８０８４ 的中 ��� １２６８８（４７番人気）
３連単票数 計５５０２９３４ 的中 ��� ４７２９（２５８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１３．０―１２．５―１２．２―１２．１―１２．３―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３７．０―４９．５―１：０１．７―１：１３．８―１：２６．１―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ダノンビクトリー �
�
父 Victory Gallop �

�
母父 Summer Squall デビュー ２００３．１０．１２ 京都１着

２００１．３．１生 牡７鹿 母 Summer Fantasy 母母 Pretty Pretender ２０戦５勝 賞金 ７５，９０２，０００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） ４頭 コンプレッソ号・トーセンベルボーイ号・ロリンザーユーザー号・ロングベネフィット号



２７０１２ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１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
１：０９．１

重

不良

１１ � フロムスクラッチ 牝３鹿 ５３ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ
ジメント 沖 芳夫 米 John C.

Oxley ５１０＋ ８１：１１．６ ３．８�

６１１ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５３
５０ ▲田村 太雅バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４５２＋ ２１：１１．７� ２６．７�

７１３� エーシンドゥベター 牡３青鹿５５ 福永 祐一平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４８８－ ６１：１１．８	 ４．６�

７１４ パワーウェーブ 牡３鹿 ５５ 武 幸四郎林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４６２－ ６１：１２．１１� １２．４�
４７ ヴァイスハイト 牝４青鹿５５ 角田 晃一 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４３２－１０１：１２．３� １０．２�
３５ リリーレインボー 牡３青鹿 ５５

５３ △田中 克典土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４９２－ ２１：１２．６２ ２８．１	
２４ サンタナイト 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４６４－１４１：１２．７	 ６４．６

８１５ タマモアスリート 牡３栗 ５５ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ４７４－ ８１：１２．８クビ １２．１�
５１０� エイシンダンベリー 牡５栗 ５７ 池添 謙一平井 豊光氏 宮本 博 米 James Spicer B４８８－１０１：１２．９	 １５．７�
１２ サンライズバクシン 牡５芦 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 宮内牧場 ５４２－２２１：１３．１１	 ６．８
６１２ マルシゲヨカニセ 牡３栗 ５５ 小牧 太坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 ４５０－１２１：１３．２	 ７７．１�
２３ ケイティラブ 牝４栗 ５５ 野元 昭嘉瀧本 和義氏 野元 昭 浦河 永田 克之 ４９４＋ ６１：１３．３	 １１．３�
８１６ シゲルダンヤバード 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 B４５４－ ８１：１３．７２	 １８６．０�
５９ レディマハロ 牝３栗 ５３ 中舘 英二矢野 文雄氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４６６－ ２１：１４．３３	 ３７．４�
４８ ステニスハート 牝４鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊吉田 昭一氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 B４９２± ０ 〃 クビ １１．７�

（１５頭）
３６ � レジェンドバローズ 牡５鹿 ５７ 幸 英明猪熊 広次氏 藤沢 則雄 米 Golden Gate Farm

& Henri Mastey ４７０－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４３，２９１，０００円 複勝： ５６，１１５，８００円 枠連： ６３，８２５，８００円

普通馬連： １８６，８１７，２００円 馬単： １２１，５０１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，８０５，０００円

３連複： ２１６，１６２，２００円 ３連単： ４８３，８６９，５００円 計： １，２２４，３８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ５８０円 � １６０円 枠 連（１－６） ４，２７０円

普通馬連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １０，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� ３６０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ９，９４０円 ３ 連 単 ��� ６１，６１０円

票 数

単勝票数 差引計 ４３２９１０（返還計 １４７６） 的中 � ９０５７９（１番人気）
複勝票数 差引計 ５６１１５８（返還計 １８９１） 的中 � ９８５９３（２番人気）� １８１７５（１１番人気）� １１０７５４（１番人気）
枠連票数 差引計 ６３８２５８（返還計 ３２２） 的中 （１－６） １１０３５（１７番人気）
普通馬連票数 差引計１８６８１７２（返還計 １６５７３） 的中 �� ２０３１８（３２番人気）
馬単票数 差引計１２１５０１８（返還計 １００２６） 的中 �� ８４３６（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５２８０５０（返還計 ５８０１） 的中 �� ５５５７（３２番人気）�� ４０９９７（１番人気）�� ５８８９（２８番人気）
３連複票数 差引計２１６１６２２（返還計 ３４１３８） 的中 ��� １６０５６（３６番人気）
３連単票数 差引計４８３８６９５（返還計 ８２２８３） 的中 ��� ５７９７（２０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１１．８―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フロムスクラッチ �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００７．１０．８ 京都２着

２００５．３．７生 牝３鹿 母 Snow Dance 母母 Northern Pageant ６戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
〔競走除外〕 レジェンドバローズ号は，装鞍所で疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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 クリスタルドア号・テイエムフルパワー号



（２０阪神４）第１日 ９月１４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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

２８４，９７０，０００円
２，１３０，０００円
１５，７９０，０００円
２，７１０，０００円
３１，３１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５４，３７５，５００円
４，４８４，０００円
１，６３６，２００円

勝馬投票券売得金
４２１，３２４，３００円
６３５，３４１，１００円
４２６，１７６，４００円
１，８１８，９２８，６００円
１，２８３，１７６，７００円
５０３，１５６，２００円
２，０７６，３５８，５００円
４，８１９，３９３，９００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 １１，９８３，８５５，７００円

総入場人員 ３２，４８７名 （有料入場人員 ３１，０５４名）




