
２７０７３１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第１競走 ��
��１，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

５６ ラガーシーキング 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４４８＋ ４１：１０．０ １．９�

８１２ シゲルカサギヤマ 牡２栗 ５５ 角田 晃一森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４９６± ０１：１０．２１� ４．０�

２２ キングパレード 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４６６± ０１：１０．３� １５．１�
１１ カネコメリッチ 牡２青鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊�岡 義雄氏 中尾 正 日高 野口牧場 ４６２＋ ８ 〃 ハナ ５．３�
６８ コスモアポロ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �ビッグレッドファーム 服部 利之 浦河 バンブー牧場 ４５６＋ ２１：１０．５１� ９３．４�
６７ マイネルレンツ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４２０＋ ２１：１０．８１� １７．１	
３３ ガッチリガッチリ 牡２黒鹿５５ 吉田 稔小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５４＋ ２１：１１．１１� １２．３


（愛知）

７９ メイショウキャラ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ４２２＋１０１：１１．３１ ８２．２�
４４ プリティラパス 牝２鹿 ５４

５１ ▲大下 智小園 孝一氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４３２－ ２１：１１．５１� １９０．４
５５ シゲルフタタビサン 牝２鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ４００± ０１：１１．６� １６３．６�
８１１ スーパークルーズ 牡２栗 ５５ 小牧 太 �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 ４４４－ ６１：１２．４５ ３８．６�
７１０ ファンドリプライド 牡２栗 ５５ 安藤 光彰水戸 富雄氏 高橋 成忠 新冠 パカパカ

ファーム ４５８＋１６１：１２．６１ １６８．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，５１３，６００円 複勝： ２１，６５７，８００円 枠連： １１，０００，６００円

普通馬連： ３６，８５０，４００円 馬単： ３５，５９５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４３０，７００円

３連複： ４８，５４９，９００円 ３連単： ８５，４７５，２００円 計： ２６５，０７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（５－８） ３４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ５５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １２５１３６ 的中 � ５４２１７（１番人気）
複勝票数 計 ２１６５７８ 的中 � １１７９８５（１番人気）� ３１２４６（２番人気）� ８１３８（６番人気）
枠連票数 計 １１０００６ 的中 （５－８） ２３８８９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６８５０４ 的中 �� ８０９５３（１番人気）
馬単票数 計 ３５５９５７ 的中 �� ５３８１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４３０７ 的中 �� ２５８１６（１番人気）�� ５０８８（７番人気）�� ５３２９（６番人気）
３連複票数 計 ４８５４９９ 的中 ��� ２３７９２（５番人気）
３連単票数 計 ８５４７５２ 的中 ��� １４２０４（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．３―１１．３―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．６―４５．９―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラガーシーキング �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 モ ガ ン ボ デビュー ２００８．８．２３ 小倉２着

２００６．２．１７生 牡２黒鹿 母 ラガーページェント 母母 サリーラガー ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０７４１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：４６．８
１：４６．７

良

良

８１０ ラ ル ー チ ェ 牝２芦 ５４ 福永 祐一植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６１：４９．４ １．９�

７８ カネトシタフガイ 牡２芦 ５５
５４ ☆藤岡 康太兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 ４５２＋ ８１：４９．６１� ６７．４�

５５ � ジャックボイス 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 米 North Hills

Management ４４６－１０１：４９．７� ２３．１�
３３ コスモタイムマシン 牡２栗 ５５ 川島 信二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 日高 白井牧場 ４２２± ０１：４９．８クビ ６９．９�
６７ バ バ ロ ア 牡２黒鹿５５ 四位 洋文馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか グランド牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ ３．８�
７９ テンシノマズル 牡２鹿 ５５ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４２－ ４１：４９．９� ４１．５�
６６ 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 ４６０＋ ２ 〃 クビ ２７．１	
１１ フ ィ ク サ ー 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 秋田牧場 ４７６± ０１：５０．０クビ １１．２

４４ タガノヴァンドーム 牡２鹿 ５５ 橋本 美純八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１４＋ ８１：５０．２１� ７．０�
２２ マイネチェルシー 牝２鹿 ５４ 石橋 守 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ２１：５０．３� １４８．８
８１１ コウエイテンプウ 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４５４± ０１：５０．７２� １０．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，１７５，３００円 複勝： １９，５５２，６００円 枠連： １２，２９０，８００円

普通馬連： ３８，４６１，０００円 馬単： ３３，９２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０７６，５００円

３連複： ４８，７３７，２００円 ３連単： ８４，２０２，１００円 計： ２６４，４２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ８９０円 � ５００円 枠 連（７－８） １，６９０円

普通馬連 �� ６，０７０円 馬 単 �� ９，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ７９０円 �� ７，８００円

３ 連 複 ��� ２３，０５０円 ３ 連 単 ��� １２４，２９０円

票 数

単勝票数 計 １３１７５３ 的中 � ５５４２２（１番人気）
複勝票数 計 １９５５２６ 的中 � ７５４２２（１番人気）� ３７３４（９番人気）� ７１５４（７番人気）
枠連票数 計 １２２９０８ 的中 （７－８） ５３７１（７番人気）
普通馬連票数 計 ３８４６１０ 的中 �� ４６７７（１９番人気）
馬単票数 計 ３３９２７５ 的中 �� ２７６５（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０７６５ 的中 �� １９４６（１９番人気）�� ４６５０（９番人気）�� ４２６（４２番人気）
３連複票数 計 ４８７３７２ 的中 ��� １５６１（５６番人気）
３連単票数 計 ８４２０２１ 的中 ��� ５００（２８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．８―１：０１．７―１：１３．９―１：２５．５―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．５
３ ９，５（１，７）（２，１１）（６，１０，４）３，８ ４ ９（１，５）７（３，２，１１，４）（６，１０）８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ル ー チ ェ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１７ 小倉５着

２００６．４．９生 牝２芦 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０７５１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１３ ダイシンオレンジ 牡３鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４８８－ ４１：５４．５ ６．３�

３５ マルカマックス 牡３鹿 ５７ 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ５３４ ―１：５５．２４ １７．１�
４８ カンファーライズ 牡３鹿 ５７ 幸 英明奥村 清晴氏 清水 出美 門別 豊洋牧場 ４５８＋１０１：５５．３� ２４．７�
３６ スリーサンカリスマ 牡３鹿 ５７ 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８８＋１０１：５５．４� ３．７�
５１０ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５７ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９８± ０１：５５．７１� ２．１�
６１２ ワンダーバースト �３鹿 ５７

５５ △田中 健山本 信行氏 武 邦彦 えりも 能登 浩 ４３２＋１０１：５５．８� １９７．０�
８１５ アグネスフォーカス 牡３鹿 ５７ 熊沢 重文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 市川フアーム ５２６ ―１：５７．０７ １８３．７	
４７ メイショウグッド 牡３栗 ５７ 上野 翔松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５１２－ ２１：５７．１� ２１．７

２４ ウェザーヘルム 牝３鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅齊藤四方司氏 鶴留 明雄 追分 追分ファーム ４４２＋ ６１：５７．４１� １７１．２�
１２ ブライアントパーク 牡３黒鹿５７ 岩田 康誠細川祐季子氏 藤原 英昭 平取 稲原牧場 ４５６ ―１：５７．６１� １９．２�
６１１ シグナスループ 牡３黒鹿５７ 上村 洋行 サンデーレーシング 白井 寿昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４± ０１：５７．７� ６７．４�
１１ エトワールブラン 牡３鹿 ５７

５５ △田中 克典 サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０６－ ８１：５８．１２� １６２．５�
７１４ スペシャルブラッド 牝３鹿 ５５ 四位 洋文有限会社シルク大久保龍志 静内 千代田牧場 ４６４＋ ２１：５８．８４ １３．５�
８１６ マキオキセキ 牡３黒鹿 ５７

５４ ▲大下 智阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ８０．４�
２３ コマノラミア 牝３栗 ５５

５４ ☆浜中 俊長谷川芳信氏 鮫島 一歩 静内 西川富岡牧場 ４６８－ ２２：００．０７ ４７．９�
５９ ローレルミッション 牡３黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太 �ローレルレーシング 西浦 勝一 門別 豊郷牧場 ４９６－ ４２：００．３２ ２６２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２７０，６００円 複勝： ２５，０３１，３００円 枠連： １７，３２０，６００円

普通馬連： ４４，２８０，５００円 馬単： ３７，８２９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１２５，８００円

３連複： ５８，１５１，３００円 ３連単： ９６，７８３，３００円 計： ３１１，７９２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � ６１０円 � ４４０円 枠 連（３－７） ８６０円

普通馬連 �� ６，３７０円 馬 単 �� １３，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� １，８００円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� ３３，３８０円 ３ 連 単 ��� １９０，４７０円

票 数

単勝票数 計 １６２７０６ 的中 � ２０６０８（３番人気）
複勝票数 計 ２５０３１３ 的中 � ３４３５１（３番人気）� ９６５９（８番人気）� １４０６２（５番人気）
枠連票数 計 １７３２０６ 的中 （３－７） １４８６７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４４２８０５ 的中 �� ５１３５（１６番人気）
馬単票数 計 ３７８２９１ 的中 �� １９９７（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１２５８ 的中 �� １９６１（２１番人気）�� ２２２１（１６番人気）�� １３６６（２９番人気）
３連複票数 計 ５８１５１３ 的中 ��� １２８６（７２番人気）
３連単票数 計 ９６７８３３ 的中 ��� ３７５（４０９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１３．２―１２．７―１３．１―１３．２―１３．３―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３６．５―４９．２―１：０２．３―１：１５．５―１：２８．８―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイシンオレンジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．４．５ 阪神８着

２００５．４．１生 牡３鹿 母 アシヤマダム 母母 キヤツトロンシヤン ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペシャルブラッド号・マキオキセキ号・コマノラミア号は，平成２０年１１月４日まで平地競走に

出走できない。
ローレルミッション号は，平成２０年１２月４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。
（非当選馬） １頭 ファンドリキセキ号



２７０７６１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

８１０ レッドボルサリーノ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９２ ―１：３９．２ １．９�

６６ チュウワバロン 牡２栗 ５５ 小牧 太中西 忍氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２ ― 〃 クビ ４７．７�
２２ トーアクレセント 牝２栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太東亜駿馬� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４４０ ―１：３９．３� １０．６�
８９ ダンツクオリティ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔山元 哲二氏 山内 研二 浦河 杵臼牧場 ４８６ ―１：３９．５１� ４．０�

（愛知）

５５ メイショウマカルー 牝２鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４２０ ―１：３９．７� ２５．８�

７７ ジ ャ ミ ー ル 牡２鹿 ５５ 上村 洋行吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４４２ ―１：４０．１２� １２．５�
７８ ドリームグラント 牡２栗 ５５ 鮫島 良太セゾンレースホース� 中村 均 平取 びらとり牧場 ４６４ ― 〃 アタマ ２２．６	
１１ カ イ ラ ス 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰蛭川 年明氏 岩元 市三 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４６４ ―１：４０．２� １９．５

４４ マキハタスパイク 牡２鹿 ５５ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４６２ ―１：４０．５２ ７１．１�
３３ マイネルフレンズ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 日高 中川 浩典 ４６８ ―１：４０．６� ７．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４，６６０，８００円 複勝： １３，９５２，４００円 枠連： １２，１５７，９００円

普通馬連： ３４，３５８，８００円 馬単： ３１，５９６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８１６，８００円

３連複： ４１，２１４，９００円 ３連単： ７５，４８７，７００円 計： ２３５，２４５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １５０円 � ８３０円 � ２３０円 枠 連（６－８） ３，５１０円

普通馬連 �� ６，３４０円 馬 単 �� ７，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ５００円 �� ４，０５０円

３ 連 複 ��� １５，９５０円 ３ 連 単 ��� ７５，４９０円

票 数

単勝票数 計 １４６６０８ 的中 � ６２０５６（１番人気）
複勝票数 計 １３９５２４ 的中 � ３４０２１（１番人気）� ３１４９（９番人気）� １５９２７（４番人気）
枠連票数 計 １２１５７９ 的中 （６－８） ２５５８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３４３５８８ 的中 �� ４０００（２４番人気）
馬単票数 計 ３１５９６２ 的中 �� ３１６７（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８１６８ 的中 �� １４３８（２５番人気）�� ６４５３（３番人気）�� ６７９（３５番人気）
３連複票数 計 ４１２１４９ 的中 ��� １９０８（５１番人気）
３連単票数 計 ７５４８７７ 的中 ��� ７３８（２４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１３．１―１３．７―１４．０―１１．８―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３６．７―５０．４―１：０４．４―１：１６．２―１：２７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３４．８
３ ４－２－６，９（１，１０）（３，５，８）７ ４ ・（４，２）（６，９）（１，５，１０）（８，７）３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドボルサリーノ �
�
父 Vindication �

�
母父 Sicyos 初出走

２００６．３．１２生 牡２鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０７７１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第５競走 ��１，２００�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 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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

６１２ ドンペリゴール 牡３芦 ５７ 石橋 守山田 貢一氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４５４± ０１：１３．６ ２．５�

２３ アースファイヤー 牝３芦 ５５ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 新冠 武田 寛治 ４４８－ ８１：１３．８１� １４．９�
３５ クリノハクバチャン 牝３芦 ５５ 小牧 太栗本 守氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム ４８６－ ２１：１４．０１� ７．９�
２４ フォレストチャーム 牝３鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊 �キャロットファーム 中竹 和也 新冠 追分ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ １９．７�
１１ ネオシンフォニー 牝３鹿 ５５ 赤木高太郎 �東京ホースレーシング 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ５０２－１０１：１４．９５ １１．７�
４８ アグネステンション 牝３栗 ５５

５２ ▲田村 太雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４２２－ ８１：１５．１１� ２３０．５	
７１４ マ イ コ ハ ン 牝３鹿 ５５

５２ ▲大下 智中山 速水氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４８２－ ８１：１５．３１� ２１９．６

７１３ ゴールデンホーク 牡３青鹿５７ 吉田 稔西村 憲人氏 大根田裕之 浦河 �桁牧場 ４８０－ ６１：１５．６１� １３．１�

（愛知）

５１０ アスカノペガサス 牡３栗 ５７ 金折 知則豊田 智郎氏 松元 茂樹 浦河 北光牧場 ４５４ ―１：１５．８１ ５７．４
４７ エメラルドワン 牡３青鹿５７ 安藤 光彰中野芳太郎氏 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ４８２± ０ 〃 クビ １６．８�
１２ シルキーハヤテ 牡３黒鹿５７ 中村 将之有限会社シルク増本 豊 静内 増本牧場 ４５２＋ ４１：１５．９クビ ５８．３�
８１５ コアレスビアンコ 牡３芦 ５７

５６ ☆藤岡 康太小林 昌志氏 須貝 彦三 三石 木田牧場 ４７２ ―１：１６．１１� １００．２�
３６ バンジョーピジョン 牝３栗 ５５ 酒井 学才高 信安氏 服部 利之 鵡川 上水牧場 ４５４－ ４１：１６．２� ８．８�
５９ トーワグレイト 牡３芦 ５７ 川田 将雅齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４３４ ―１：１６．４１� ４．８�
８１６ ルドルフキング 牡３鹿 ５７ 渡辺 薫彦鳴戸 雄一氏 服部 利之 静内 山際 智 ４９２－ １１：２３．４大差 ３３０．３�
６１１ エプソムウィナー 牝３鹿 ５５

５３ △田中 健 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 五十嵐忠男 鵡川 上水牧場 ４１８＋ ４ （競走中止） ２４９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５３８，９００円 複勝： １６，３５９，３００円 枠連： １４，１９９，７００円

普通馬連： ４２，１８６，２００円 馬単： ３２，３５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７３９，５００円

３連複： ５４，２０５，８００円 ３連単： ８５，３４１，２００円 計： ２７２，９３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � ２２０円 枠 連（２－６） １，３７０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ４１０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １３５３８９ 的中 � ４４３２３（１番人気）
複勝票数 計 １６３５９３ 的中 � ３６０１９（１番人気）� １２１００（７番人気）� １８８４２（３番人気）
枠連票数 計 １４１９９７ 的中 （２－６） ７６８４（６番人気）
普通馬連票数 計 ４２１８６２ 的中 �� １６８７９（６番人気）
馬単票数 計 ３２３５９８ 的中 �� ７４２１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７３９５ 的中 �� ４８６７（６番人気）�� ９４６４（２番人気）�� ３９３１（１１番人気）
３連複票数 計 ５４２０５８ 的中 ��� １２７５９（８番人気）
３連単票数 計 ８５３４１２ 的中 ��� ４１２９（２５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．９―１２．７―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．８―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドンペリゴール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．１２．２ 阪神７着

２００５．３．９生 牡３芦 母 カ パ ル ア 母母 Proud Pattie １０戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔競走中止〕 エプソムウィナー号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ルドルフキング号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。
※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 マジックディーヴァ号・マックスロザリー号・ロケットガール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０７８１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第６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５３�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
１：４８．４

重

重

８１４ オースミマコ 牝３鹿 ５３
５２ ☆浜中 俊�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５３．１ ７．３�

６１０ ルアシェイア 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ
ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋１０１：５３．６３ ３．０�

５７ チャームナデシコ 牝３鹿 ５３ 渡辺 薫彦タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４５４＋ ４１：５３．７クビ ２．６�
４５ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５３ 幸 英明バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２０± ０１：５３．９１� ５．５�
７１２ ローズシティ 牝３鹿 ５３ 池添 謙一吉田 勝己氏 村山 明 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ８１：５５．１７ ２８．３�

３３ 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 ４４２＋ ６１：５５．２クビ ２２．７	
（７９７４）

４６ クイックバレリーナ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５０＋ ２１：５５．３� １４２．５

５８ トシエンジェル 牝４鹿 ５５ 吉田 稔上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４９４＋ ８１：５５．５１� ４１．８�

（愛知）

６９ ロケットガール 牝３栗 ５３
５０ ▲田村 太雅平賀 修二氏 池添 兼雄 静内 出羽牧場 ４５４＋ ４１：５５．６� ２０７．１�

７１１� ミスズスキャット 牝５黒鹿 ５５
５４ ☆藤岡 康太永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 B４６２＋ ６１：５６．２３� ２３９．０

３４ ハッピーラベンダー 牝３鹿 ５３
５１ △田中 克典宮本 貞雄氏 羽月 友彦 門別 石原牧場 ４５８＋１８１：５７．７９ ６４．１�

２２ ナムラエラン 牝３栗 ５３ 上村 洋行奈村 信重氏 矢作 芳人 静内 佐竹 学 ４４２＋ ２１：５８．６５ ３９．８�
８１３� バトルマドカ 牝４黒鹿 ５５

５３ △田中 健宮川 秋信氏 野中 賢二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ２１：５８．８１� ９８．４�

１１ � ドロシービコー 牝４栗 ５５ 酒井 学大迫久美子氏 西園 正都 浦河 鎌田 正嗣 B４７２－ ８２：０２．２大差 ２４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７６７，５００円 複勝： １９，２３３，７００円 枠連： １４，６０４，１００円

普通馬連： ４８，２９９，７００円 馬単： ３７，２３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２６８，２００円

３連複： ５９，３３８，１００円 ３連単： １０１，８１２，７００円 計： ３１０，５５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（６－８） １，２８０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ９，０７０円

票 数

単勝票数 計 １４７６７５ 的中 � １６０８７（４番人気）
複勝票数 計 １９２３３７ 的中 � ２３６９９（４番人気）� ３３０４０（２番人気）� ５７３１２（１番人気）
枠連票数 計 １４６０４１ 的中 （６－８） ８４７７（５番人気）
普通馬連票数 計 ４８２９９７ 的中 �� ２７９１０（５番人気）
馬単票数 計 ３７２３２２ 的中 �� ７７２１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２６８２ 的中 �� ６８４３（５番人気）�� １０８６２（３番人気）�� １９１８３（１番人気）
３連複票数 計 ５９３３８１ 的中 ��� ３８１３３（２番人気）
３連単票数 計１０１８１２７ 的中 ��� ８２８７（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１３．１―１２．５―１２．９―１２．９―１３．２―１１．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３６．４―４８．９―１：０１．８―１：１４．７―１：２７．９―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミマコ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．１０．８ 京都７着

２００５．２．２５生 牝３鹿 母 グレースアンドグローリー 母母 Grace Note １５戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラエラン号・バトルマドカ号・ドロシービコー号は，平成２０年１１月４日まで平地競走に出走

できない。
※ミスズスキャット号・ロケットガール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０７９１０月４日 晴 良 （２０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５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

７１２ テイエムハヤテオー 牡３栗 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４６６－ ２１：１２．１ ６．４�

８１４ トーホウボガード 牡３鹿 ５５ 石橋 守東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５４± ０１：１２．３１� ７．７�
５８ テイエムフルパワー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３６－ ４１：１２．４� １１．２�
４６ 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 B４３８＋ ６１：１２．６１� １５．５�
４５ ミヤジレオン 牡４鹿 ５７

５５ △田中 健曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 的場牧場 ５０４＋ ６ 〃 ハナ １５．５�
１１ サンマルチーフ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４９６＋ ２１：１２．８１� １．６	
３４ � フジヤマロマン 牝４鹿 ５５ 池添 謙一藤本美也子氏 小崎 憲 三石 仲野牧場 ４８６＋１６１：１３．３３ ６２．７

７１１ リーヴタイム 牝３芦 ５３

５０ ▲田村 太雅林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２４＋ ２１：１３．４� ２９．５�
５７ クリスリリー 牝３栗 ５３ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４２＋ ４１：１３．５クビ ２１５．１�
６９ オーメドック 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三本田 恒雄氏 柴田 政見 青森 山内 農場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ２１７．８
２２ ベストルート 牡３栗 ５５ 吉田 稔�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４５８＋ ４１：１３．６� ５７．０�

（愛知）

６１０ マジックディーヴァ 牝３黒鹿５３ 幸 英明 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：１３．７クビ ５７．８�
３３ � スプリングプラハ 牡３栗 ５５ 川田 将雅加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４８０± ０１：１３．９１ ９２．０�
８１３ トップオブバイオ 牡４黒鹿 ５７

５５ △田中 克典バイオ� 領家 政蔵 平取 清水牧場 ４８６＋ ２１：１４．０� ５６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３８４，６００円 複勝： ４３，４６４，８００円 枠連： １６，５７６，５００円

普通馬連： ５３，２６８，９００円 馬単： ４９，５０１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４５８，７００円

３連複： ６５，５１１，２００円 ３連単： １４７，４０１，９００円 計： ４１０，５６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ３００円 � ４００円 � ４４０円 枠 連（７－８） １，５４０円

普通馬連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ５，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ５５０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ４，２４０円 ３ 連 単 ��� ３１，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７３８４６ 的中 � ２１６５５（２番人気）
複勝票数 計 ４３４６４８ 的中 � ４１２９３（２番人気）� ２７９２２（３番人気）� ２５０２９（４番人気）
枠連票数 計 １６５７６５ 的中 （７－８） ７９７４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５３２６８９ 的中 �� １５０４３（８番人気）
馬単票数 計 ４９５０１５ 的中 �� ６８０６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４５８７ 的中 �� ６５９８（７番人気）�� ８１８８（５番人気）�� ４４８１（１０番人気）
３連複票数 計 ６５５１１２ 的中 ��� １１４１３（１２番人気）
３連単票数 計１４７４０１９ 的中 ��� ３４５７（８８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．８―１２．３―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．９―４７．２―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ ５，１０（４，１１）（１，１２）（６，７，８）９（３，１４）（２，１３） ４ ５，１０，４，１１（１，１２）（８，１４）（９，１３）６（７，３）－２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムハヤテオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００７．１２．１６ 阪神４着

２００５．２．１７生 牡３栗 母 ビリーヴィンユー 母母 イコノクラスト ８戦２勝 賞金 １５，９００，０００円
※マジックディーヴァ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０８０１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第８競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時２５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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

４７ サムズアップ 牡３鹿 ５４ 四位 洋文諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：１５．１ ３．４�

７１４ マイネルローゼン 牡３栗 ５４ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ４９８－１２ 〃 クビ ３．５�

６１１�� カネトシソレイユ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪
Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４９４± ０ 〃 ハナ ２１．６�
８１５ ナリタキングパワー 牡３栗 ５４ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４－１２２：１５．２	 ４．７�
３５ フューチャーボーイ 牡４栗 ５７ 小牧 太セゾンレースホース� 松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４－ ２２：１５．４１ ７．２�
８１７� スプリングバレル 牡３黒鹿５４ 池添 謙一加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４９４± ０ 〃 ハナ ７６．７�
３６ フェルヴィード 牡４青 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８２－ ２２：１５．５
 ８．８	
７１３� サクラサクセス 牡５鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊�さくらコマース梅田 智之 静内 谷岡牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ １５６．５

５１０ ハナノカカリチョウ 牡３青鹿５４ 安藤 光彰池田 實氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４６６－１４ 〃 ハナ ６２．５�
８１６� セイカジーベック 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６２± ０２：１５．６
 ２１４．０�
１２ ローランクリムゾン 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太斉藤 敏博氏 木原 一良 青森 諏訪牧場 ５２２＋ ６ 〃 アタマ ５９．６
５９ ワンダーポテンシア 牡５青鹿５７ 石橋 守山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４４４＋ ４２：１５．７クビ １０５．５�
２４ 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 ４３４＋ ８ 〃 クビ ４９．１�
２３ メイショウリバー 牡３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ４２：１５．８
 ７０．３�
１１ オートホーク 牡３青鹿５４ 川田 将雅大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ４９４－ ６２：１６．０１� ２７．３�
４８ オンワードファイン 牡３黒鹿 ５４

５２ △田中 克典�オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 B４４０－ ２２：１６．２１� ２０２．８�
６１２ マイネアプレイザー 牝４黒鹿 ５５

５３ △田中 健 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 静内 谷岡 正次 ４６０＋１８２：１６．３クビ ５１．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，１７５，９００円 複勝： ２９，１９７，９００円 枠連： ２０，３１４，９００円

普通馬連： ７０，３３３，６００円 馬単： ４９，８９３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２３４，５００円

３連複： ８６，８９２，１００円 ３連単： １６６，４０６，０００円 計： ４６５，４４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ３８０円 枠 連（４－７） ６１０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ９９０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� １３，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２０１７５９ 的中 � ４７７４８（１番人気）
複勝票数 計 ２９１９７９ 的中 � ５９００２（１番人気）� ５４９９３（２番人気）� １５０６８（６番人気）
枠連票数 計 ２０３１４９ 的中 （４－７） ２４９０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０３３３６ 的中 �� ７８３９０（１番人気）
馬単票数 計 ４９８９３１ 的中 �� ２８２２９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２３４５ 的中 �� ２２１７８（１番人気）�� ５１０７（１１番人気）�� ５０２６（１２番人気）
３連複票数 計 ８６８９２１ 的中 ��� １８５１９（９番人気）
３連単票数 計１６６４０６０ 的中 ��� ９１５７（３６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．８―１２．０―１３．２―１２．９―１２．７―１２．５―１２．０―１１．８―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２４．０―３６．０―４９．２―１：０２．１―１：１４．８―１：２７．３―１：３９．３―１：５１．１―２：０２．８

コーナー
通過順位

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

２
４
１４（６，１７）１６（４，１３）（９，１０，１２）（３，５，１１）７（１，２）－（８，１５）
１４，１７（６，１３）（１６，１２）（４，９，１１）７（３，５，１０）（２，１５）１，８

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サムズアップ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００７．１１．１７ 京都３着

２００５．３．３１生 牡３鹿 母 フサイチビューティー 母母 Embellished ７戦２勝 賞金 １７，９５０，０００円



２７０８１１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第９競走 ��
��１，４００�ききょうステークス

発走１５時００分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

８１０ ショウナンカッサイ 牝２鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４４４＋ ２１：２３．２ ２２．４�

７９ エイシンタイガー 牡２黒鹿５５ 福永 祐一平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４７０－ ６ 〃 クビ ３．４�
７８ レディルージュ 牝２青鹿５４ 角田 晃一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４３２－ ４１：２３．４１� ８．４�
８１１ ヒットヒットヒット 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３０＋ ４１：２３．６１ ２４．２�
３３ カネトシコンジョオ 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４７２－ ４ 〃 アタマ ４．３�
５５ ピースピース 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ １１．７	
６６ リーチコンセンサス 牝２鹿 ５４ 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 ４５２－ ２ 〃 クビ ４．７

２２ ス ウ ッ シ ュ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４９２＋ ２１：２３．８１� １８．５�
１１ マイネルプライゼン 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４６０＋ ４１：２４．０１� ９．８�
６７ マルカゼウス 牡２栗 ５５ 川田 将雅河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：２４．１� １６．６
４４ タガノブリオレット 牡２鹿 ５５ 上村 洋行八木 良司氏 領家 政蔵 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２－ ２１：２５．６９ ８１．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，３７７，１００円 複勝： ３８，６３６，７００円 枠連： ２４，２５８，７００円

普通馬連： １０４，３５６，６００円 馬単： ７３，５４１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１２６，４００円

３連複： １０８，９０６，９００円 ３連単： ２４９，１９７，３００円 計： ６５３，４０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２４０円 複 勝 � ６４０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（７－８） １，３１０円

普通馬連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ９，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ２，８６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ９，０２０円 ３ 連 単 ��� ７３，３００円

票 数

単勝票数 計 ２７３７７１ 的中 � ９６５３（９番人気）
複勝票数 計 ３８６３６７ 的中 � １２２４２（１０番人気）� ８５１５１（１番人気）� ３４６２９（５番人気）
枠連票数 計 ２４２５８７ 的中 （７－８） １３７４２（５番人気）
普通馬連票数 計１０４３５６６ 的中 �� １８９８０（１９番人気）
馬単票数 計 ７３５４１５ 的中 �� ５５９３（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１２６４ 的中 �� ５１８０（１８番人気）�� ２２００（４０番人気）�� １５３５７（３番人気）
３連複票数 計１０８９０６９ 的中 ��� ８９１９（３８番人気）
３連単票数 計２４９１９７３ 的中 ��� ２５０９（２７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．０―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカッサイ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００８．８．３０ 新潟１着

２００６．３．２０生 牝２鹿 母 ショウナンマドンナ 母母 ショウナンサンサン ２戦２勝 賞金 ２３，２７３，０００円



２７０８２１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�第１２回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１９．９．２９以降２０．９．２８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・地方競馬全国協会理事長賞（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 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

５１０ マイネルアワグラス 牡４鹿 ５４ 吉田 稔 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋ ２２：０３．８ １５．２�

（愛知）

７１４ ワンダースピード 牡６黒鹿５７ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４７６＋１１ 〃 アタマ ２．２�
３６ ダークメッセージ 牡５栃栗５６ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６２：０４．０１� ８．５�
６１１ ラッキーブレイク 牡７鹿 ５５ 赤木高太郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８４－ ４２：０４．３１� ４７．８�
１２ ドラゴンファイヤー 牡４栗 ５６ 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６２－ ８２：０４．７２� ４．６�
４８ マイネルマニセス 牡４黒鹿５１ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ２２：０４．９１� １２８．７	
８１５ ゲイルバニヤン 牡５黒鹿５６ 幸 英明津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８６＋ ２２：０５．１１� ３８．７

２４ ユ キ チ ャ ン 牝３白 ５２ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム B４９０－１４２：０５．３１� ８．１�
２３ 	 ダノンビクトリー 牡７鹿 ５４ 川田 将雅�ダノックス 小崎 憲 米 G. Watts

Humphrey ４７４－ ２２：０５．５１� １４．１�
１１ メイショウシャフト 牡５鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５３０± ０ 〃 ハナ ３５．０
５９ イイデケンシン 牡３鹿 ５４ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 静内 フジワラフアーム ４８４＋ ６２：０５．６� ３２．６�
３５ ウイントリガー 牡３鹿 ５１ 浜中 俊�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４５０± ０２：０５．７� ５６．９�
７１３ ナリタブラック 牡６芦 ５１ 中村 将之�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ５０２＋ ８ 〃 クビ １５６．３�
４７ マイネルテセウス 牡５鹿 ５３ 鮫島 良太 �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 ４７０＋ ８２：０５．８クビ ５８．０�
８１６	 ドラゴンウェルズ 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４８８－ ４２：０６．０１� ２８．９�
６１２ プロヴィナージュ 牝３鹿 ４８ 酒井 学林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４２：０６．６３� ４７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，６７４，３００円 複勝： ８８，４０３，２００円 枠連： ６８，５５３，８００円

普通馬連： ３７１，６７５，２００円 馬単： ２１２，６９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９２，２７３，３００円

３連複： ４０５，５３６，９００円 ３連単： ８６６，５５４，７００円 計： ２，１７２，３６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ２８０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（５－７） １，３６０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ５，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，９４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ４，９２０円 ３ 連 単 ��� ４１，３２０円

票 数

単勝票数 計 ６６６７４３ 的中 � ３４７７２（６番人気）
複勝票数 計 ８８４０３２ 的中 � ６４４９３（４番人気）� ２７０５３６（１番人気）� ８０４４１（３番人気）
枠連票数 計 ６８５５３８ 的中 （５－７） ３７４１５（５番人気）
普通馬連票数 計３７１６７５２ 的中 �� １３６８４７（６番人気）
馬単票数 計２１２６９４６ 的中 �� ２６６５６（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２２７３３ 的中 �� ３６７０９（５番人気）�� １０７９８（２４番人気）�� ５８６４０（２番人気）
３連複票数 計４０５５３６９ 的中 ��� ６０９１２（１２番人気）
３連単票数 計８６６５５４７ 的中 ��� １５４７９（１０４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．０―１３．７―１３．１―１３．２―１２．３―１２．５―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．１―４７．８―１：００．９―１：１４．１―１：２６．４―１：３８．９―１：５１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアワグラス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Zabeel デビュー ２００６．９．２４ 中山９着

２００４．５．１生 牡４鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah １６戦５勝 賞金 １０３，２０７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 メイショウシャフト号の騎手石橋守は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０８３１０月４日 晴 良 （２０阪神４）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�

あ さ く ち

浅 口 特 別
発走１６時１０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
浅口市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５８ トーセンイマジゲン 牡４栗 ５７ 池添 謙一島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：２１．５ ４．３�

７１３� ケイアイプラウド 牡３栗 ５５ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Pamela Ridley
& Kim Ridley ４７６－ ２１：２１．６� ２２．２�

３５ 	 メ ス ナ ー 牡３芦 ５５ 福永 祐一岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４５４－１２１：２１．７� ８．１�
６１０ フミノバラード 牝７鹿 ５５ 岩田 康誠谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４６０± ０ 〃 クビ ６．５�
２２ ス ワ ン 牝３鹿 ５３ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ４．８	
５９ ゴッドスマイルユー 牡５芦 ５７ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５４－ ８１：２１．８� ９．５

４７ スプリングダボス 牡７鹿 ５７ 幸 英明加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５０４＋ ２１：２２．１１
 ２６．９�
３４ トーセンマエストロ 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎島川 �哉氏 飯田 雄三 浦河 日優牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２０．３�
１１ ビッグファルコン 牡７栗 ５７ 田中 克典小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ １８２．３
２３ � ワンダークラフティ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４８＋ ４１：２２．３
 １１．７�
８１５ カームブレイカー 牡８栗 ５７ 石橋 守 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４４＋１０１：２２．４クビ ８７．７�
６１１ ツルマルフェロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４４８＋１６ 〃 ハナ ９６．６�
８１４ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５５ 川田 将雅後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９２＋ ２１：２２．５
 ５．６�
７１２	 パープルコブラ �７黒鹿５７ 中村 将之中野 銀十氏 飯田 雄三 静内 下村 繁正 ４７４－１２１：２３．３５ ２８３．２�
４６ � リ ュ ウ ケ ン 牡３鹿 ５５ 吉田 稔西村 正春氏 藤田 正治 静内 野表 篤夫 ５１４＋１４１：２３．４
 ９２．４�

（笠松） （愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，５７０，１００円 複勝： ４７，３９０，８００円 枠連： ３４，２８３，９００円

普通馬連： １４０，０８９，２００円 馬単： ８２，５８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５５３，６００円

３連複： １５０，５９６，３００円 ３連単： ３３２，５７３，０００円 計： ８５２，６３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２１０円 � ５７０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ３，８５０円

普通馬連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� ７８０円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� １８，９５０円 ３ 連 単 ��� １０７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２８５７０１ 的中 � ５２９９０（１番人気）
複勝票数 計 ４７３９０８ 的中 � ６８２２１（３番人気）� １８７６０（９番人気）� ４６４５１（６番人気）
枠連票数 計 ３４２８３９ 的中 （５－７） ６５７９（１５番人気）
普通馬連票数 計１４００８９２ 的中 �� １５７６０（２７番人気）
馬単票数 計 ８２５８０６ 的中 �� ５０６９（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５５３６ 的中 �� ５５４６（２３番人気）�� １２１７０（９番人気）�� ２９３８（３６番人気）
３連複票数 計１５０５９６３ 的中 ��� ５８６５（６８番人気）
３連単票数 計３３２５７３０ 的中 ��� ２２７５（３６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．６―４６．１―５７．８―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンイマジゲン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．５．１３ 東京１着

２００４．５．４生 牡４栗 母 サワヤカプリンセス 母母 スコツチプリンセス ９戦４勝 賞金 ４５，３５９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０８４１０月４日 晴 良 （２０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ アルトップラン 牡３栗 ５５ 吉田 稔�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９８± ０１：５４．０ １３．０�
（愛知）

４４ � スプリングサンテ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４５６－ ６１：５４．２１ ９．５�
７１０� アグネスモレキュラ 牡４鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 浦河 辻 牧場 ５００－ ４１：５４．４１� ８．７�
４５ レプラコーン 牡３栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 三石 片山 修 ４８６＋ ６１：５４．５	 ２０．２�
３３ タートルベイ 牡３芦 ５５ 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 ４９２＋ ４ 〃 クビ １５．２�
８１３ グランプリサクセス 牡４芦 ５７ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４５４＋ ６１：５４．７１� １．７	
８１２
 フィールドウイナー 牡４鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ５０４－１６１：５５．２３ ３１．２


２２ イッツソークール 牡５青鹿５７ 鮫島 良太林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４７８＋ ６１：５５．３クビ ７０．５�
５６ 
 ダブルダンスシチー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 米 Chad

Schumer ４８８－ ６１：５５．４	 ６．７�
６８ カリスマシャチョウ 牡３鹿 ５５ 中村 将之池田 實氏 武田 博 浦河トラストスリーファーム ４６８＋ ６１：５５．５クビ ４０．０
７１１
� エーシンエヴァン 牡４黒鹿５７ 野元 昭嘉平井 淑郎氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４８４－１５１：５６．１３	 ７０．２�
６９ デ ジ ャ ヴ 牡３鹿 ５５ 渡辺 薫彦増山 武志氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 ４７６－ ４１：５６．３１	 １４４．７�
５７ マンテンパレード 牡３黒鹿５５ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４６６± ０１：５９．２大差 ２８８．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，９３０，１００円 複勝： ５７，６０６，７００円 枠連： ３５，７７１，０００円

普通馬連： １３３，４９７，７００円 馬単： １１１，４２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５９９，６００円

３連複： １４５，６１０，７００円 ３連単： ４２２，８４０，２００円 計： ９８３，２８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４６０円 � ３３０円 � ２６０円 枠 連（１－４） ３，３８０円

普通馬連 �� ４，６４０円 馬 単 �� １１，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� １，２１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １０，５４０円 ３ 連 単 ��� ８０，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３５９３０１ 的中 � ２１８９７（５番人気）
複勝票数 計 ５７６０６７ 的中 � ３０３８１（５番人気）� ４６７０９（４番人気）� ６４５６９（３番人気）
枠連票数 計 ３５７７１０ 的中 （１－４） ７８１２（１１番人気）
普通馬連票数 計１３３４９７７ 的中 �� ２１２４３（１４番人気）
馬単票数 計１１１４２５２ 的中 �� ６９９６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５９９６ 的中 �� ６９７３（１５番人気）�� ８２４６（１３番人気）�� １０９４３（１０番人気）
３連複票数 計１４５６１０７ 的中 ��� １０２０１（３５番人気）
３連単票数 計４２２８４０２ 的中 ��� ３８７０（２１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１３．９―１３．５―１３．３―１２．０―１２．２―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３７．４―５０．９―１：０４．２―１：１６．２―１：２８．４―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルトップラン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００８．２．１０ 京都３着

２００５．４．１１生 牡３栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン ７戦２勝 賞金 １７，５００，０００円
〔発走状況〕 タートルベイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 タートルベイ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンテンパレード号は，平成２０年１１月４日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２０阪神４）第７日 １０月４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 １６５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４１，２４０，０００円
２１，０５０，０００円
１，７８０，０００円
２６，１５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，８１１，５００円
４，５６２，０００円
１，６６６，５００円

勝馬投票券売得金
２８１，０３８，８００円
４２０，４８７，２００円
２８１，３３２，５００円
１，１１７，６５７，８００円
７８８，１７７，０００円
３２１，７０３，６００円
１，２７３，２５１，３００円
２，７１４，０７５，３００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 ７，１９７，７２３，５００円

総入場人員 ２０，５８８名 （有料入場人員 １９，６５４名）




