
２６０６１ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

４８ ジョディーズライン 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ８１：０９．１ １５．９�

２３ ペガサスガール 牝２栗 ５４ 石橋 守高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４２０－１０１：０９．５２� １６３．８�
１２ エ ト ピ リ カ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４２４＋ ６１：０９．６� ２６．３�
５９ スイートエスケープ 牝２栗 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 ４４６－ ６ 〃 クビ ２．６�
３６ ヴェリタスローズ 牝２青 ５４ 渡辺 薫彦松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５４＋ ２１：０９．７� ３．４�
３５ トゥニーポート 牝２黒鹿５４ 武 豊�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４３８－ ４１：１０．０１� ７．７	
７１４ アグネスクルーガ 牝２栗 ５４ 和田 竜二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４３０－ ２１：１０．２１ ４．８

４７ クリノキンバリー 牝２鹿 ５４ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 鹿児島 徳重 正幸 ４１６＋ ６ 〃 アタマ ２１３．４�
２４ キタサンメール 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉�大野商事 野元 昭 新ひだか 久米 和夫 ４２８－１２１：１０．４１� ２０．３�
５１０ テイエムアコガレ 牝２鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか テイエム牧場三石分場 ４２６＋ ４１：１０．５� ５６．４
６１１ クールジャズ 牝２栗 ５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ４４４± ０１：１０．６� ３２．９�
１１ カシノポピー 牝２鹿 ５４

５１ ▲大下 智柏木 務氏 福永 甲 新冠 堤 牧場 ４０８＋ ２１：１０．７� ２２２．１�
８１６ サンマルエンゼル 牝２栗 ５４ 秋山真一郎相馬 勇氏 池添 兼雄 新ひだか 稲葉牧場 ４４２－ ４ 〃 同着 ３９１．１�
６１２ ミニーバローズ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４４２－ ４１：１０．８クビ ２３６．５�
７１３ オーナーズアイ 牝２黒鹿５４ 金折 知則佐々木実子氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４２２＋ ２ 〃 同着 ３５５．１�
８１５ アキノフライ 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４３０－ ８１：１１．２２� １１０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６２５，４００円 複勝： ２７，２４７，９００円 枠連： １２，８０２，０００円

普通馬連： ４４，２１４，１００円 馬単： ３６，５０４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２８７，２００円

３連複： ６５，１３５，２００円 ３連単： １０７，０１３，２００円 計： ３２８，８２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ５６０円 � ２，５３０円 � ６５０円 枠 連（２－４） ７，９２０円

普通馬連 �� ７８，８２０円 馬 単 �� １４１，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２０，５９０円 �� ３，４５０円 �� １５，７４０円

３ 連 複 ��� ３５８，７３０円 ３ 連 単 ��� ２，４６８，０００円

票 数

単勝票数 計 １６６２５４ 的中 � ８２５０（５番人気）
複勝票数 計 ２７２４７９ 的中 � １３５９２（６番人気）� ２６４９（１１番人気）� １１２８２（７番人気）
枠連票数 計 １２８０２０ 的中 （２－４） １１９４（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４４２１４１ 的中 �� ４１４（６６番人気）
馬単票数 計 ３６５０４３ 的中 �� １９１（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２８７２ 的中 �� ２２９（６８番人気）�� １３９３（２７番人気）�� ３００（６０番人気）
３連複票数 計 ６５１３５２ 的中 ��� １３４（２３３番人気）
３連単票数 計１０７０１３２ 的中 ��� ３２（１３３６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．３―１１．３―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．５―４５．８―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．６
３ ２（７，１１）（８，１２）１０（３，１３）（６，１４，１５）（４，９）５，１，１６ ４ ・（２，７）－８，１１（３，１２）（１０，１５）（６，１４）（４，１３，９）５（１，１６）

勝馬の
紹 介

ジョディーズライン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．９．１３ 新潟３着

２００７．５．３生 牝２栗 母 プリティジョディー 母母 ジョディーディア ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 クリノキンバリー号の騎手高橋亮は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グルーヴィーコマチ号・ゴブリンダンサー号・ベルベットカフェ号



２６０６２ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時００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

１２ ダイワバーバリアン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１２＋ ８１：２２．４ ２．２�

５９ バンダムクラウス 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４８± ０１：２２．８２� ４．５�
７１４ ベ リ ー フ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４３０＋ ８ 〃 クビ ７．３�
２４ ジュエリーフラン 牝２黒鹿５４ 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４６± ０１：２３．０１� ５７６．４�
４７ リズミカルステップ 牝２栗 ５４ 浜中 俊有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ２１：２３．１� ４３．１�
６１２ エーシンフレンド 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�栄進堂 岡田 稲男 浦河 栄進牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ １７４．９�
８１５ テイエムタフネス 牡２黒鹿５４ 藤岡 佑介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４４８＋１６ 〃 アタマ ２５１．１	
３５ コーリンブラッサム 牝２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平伊藤 恵子氏 池添 兼雄 日高 今井牧場 ４４４－ ２１：２３．４２ ５６．１

５１０ スマートアーサイト 牡２黒鹿５４ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ６．４�
４８ サックアクロア 牝２青鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４６２＋１４１：２３．５クビ ７．２
２３ ヤマニンガーゴイル 牡２鹿 ５４ 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４５８＋ ４１：２３．６� ４３．３�
１１ キョウワマグナム 牡２鹿 ５４ 武 幸四郎�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５０８＋ ４１：２３．７� ３９．３�
６１１ クニサキロンチー 牝２黒鹿５４ 幸 英明國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４６０－ ８１：２４．０２ ３９．５�
７１３ メイショウシェリー 牝２栗 ５４ 高橋 亮松本 好�氏 高橋 隆 浦河 本巣 敦 ４３２＋ ４ 〃 クビ ４２２．１�
３６ エンカレッジング 牝２栗 ５４ 四位 洋文ロイヤルパーク 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 ４８６＋ ４１：２４．６３� １１９．８�
８１６ チキリパンドラ 牝２栗 ５４ 石橋 守ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４２２± ０１：２５．０２� ２６３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７９８，５００円 複勝： ２８，２５３，８００円 枠連： １４，３５０，２００円

普通馬連： ４３，６３１，４００円 馬単： ３８，２５７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０８７，６００円

３連複： ６２，５９６，４００円 ３連単： １０２，１７８，４００円 計： ３２８，１５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（１－５） ２４０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３８０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ３，０７０円

票 数

単勝票数 計 １８７９８５ 的中 � ６９８１０（１番人気）
複勝票数 計 ２８２５３８ 的中 � ８３２８１（１番人気）� ５２４０４（２番人気）� ３４９９９（３番人気）
枠連票数 計 １４３５０２ 的中 （１－５） ４４７１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３６３１４ 的中 �� ６５８４３（１番人気）
馬単票数 計 ３８２５７６ 的中 �� ３９３２０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００８７６ 的中 �� ２５２９４（１番人気）�� １２７２６（４番人気）�� ７９６８（７番人気）
３連複票数 計 ６２５９６４ 的中 ��� ４４８３１（３番人気）
３連単票数 計１０２１７８４ 的中 ��� ２４５６９（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．２―１２．１―１１．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．７―４６．９―５９．０―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワバーバリアン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．７．１２ 阪神３着

２００７．２．４生 牡２鹿 母 フェニックスバード 母母 トロフィーポイント ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔発走状況〕 メイショウシェリー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 サックアクロア号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番への進路

影響）



２６０６３ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

７１０ テーオーケンジャ 牡２栗 ５４ 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ４９２ ―１：５８．０ ７．４�

７９ サンライズビット 牡２栗 ５４
５３ ☆藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４５６ ―１：５８．６３� ６５．１�

５６ コイスキャーレ 牡２黒鹿５４ 小牧 太浜RC組合 飯田 雄三 新ひだか 酒井 秀紀 ５２０ ―１：５８．７� １２．５�
２２ マイネヴィント 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �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 ４６４ ―１：５８．８クビ ３３．６�
３３ ナリタシーズン 牡２栗 ５４ 福永 祐一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９６ ―１：５９．６５ ２．７�
８１１ ネヴァウィキャン 牡２黒鹿５４ 内田 博幸�ティーエイチ 野中 賢二 新冠 川上 悦夫 ４７６ ―１：５９．７� ２７．１�
４４ サ ヴ ァ ラ ン 牡２黒鹿５４ 四位 洋文 	キャロットファーム 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム ５３６ ―２：００．６５ ７．９

６８ サンマルグランデラ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊相馬 勇氏 鶴留 明雄 新冠 海馬沢 明 ４８８ ―２：００．８１� ２２９．９�
６７ マイネルガンバ 牡２鹿 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４９６ ―２：００．９� ２０．４�
１１ イカイカブラウン 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９０ ―２：０２．９大差 ２．８
５５ カ ー プ 牡２鹿 ５４ 小林 徹弥西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４８８ ―２：０３．８５ ２５．１�
８１２ ダンツキャッスル 牡２青鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 出口 繁夫 ４７２ ―２：０４．１１� １１２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，４７２，２００円 複勝： ２１，２９４，２００円 枠連： １０，５３１，９００円

普通馬連： ４０，３０３，０００円 馬単： ３４，２０４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５８０，９００円

３連複： ５１，５４２，０００円 ３連単： ９０，０１１，３００円 計： ２８０，９３９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � １，２００円 � ３４０円 枠 連（７－７） １２，８７０円

普通馬連 �� １５，１７０円 馬 単 �� ２４，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０００円 �� １，１５０円 �� ７，３３０円

３ 連 複 ��� ５６，６１０円 ３ 連 単 ��� ３４２，４２０円

票 数

単勝票数 計 １７４７２２ 的中 � １８６９１（３番人気）
複勝票数 計 ２１２９４２ 的中 � ２７８４３（３番人気）� ３９１４（１０番人気）� １７０６７（５番人気）
枠連票数 計 １０５３１９ 的中 （７－７） ６０４（２８番人気）
普通馬連票数 計 ４０３０３０ 的中 �� １９６１（３８番人気）
馬単票数 計 ３４２０４４ 的中 �� １０３２（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５８０９ 的中 �� ９４６（４０番人気）�� ３４６６（１４番人気）�� ５１２（５０番人気）
３連複票数 計 ５１５４２０ 的中 ��� ６７２（１０９番人気）
３連単票数 計 ９００１１３ 的中 ��� １９４（６０２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１３．９―１３．８―１３．５―１３．２―１３．３―１３．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３８．４―５２．２―１：０５．７―１：１８．９―１：３２．２―１：４５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーケンジャ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ラ ム タ ラ 初出走

２００７．３．１９生 牡２栗 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツキャッスル号は，平成２１年１０月２７日まで平地競走に出走できない。



２６０６４ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６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

６１０ トーセンファントム 牡２黒鹿５４ 内田 博幸島川 �哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：３５．８ ５．５�

３５ � エーシンウェズン 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５１８ ―１：３５．９� ３．７�

１１ サトノサクラ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介里見 治氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４８２ ―１：３６．２１� ７．８�
８１５ ステージプレゼンス 牡２芦 ５４ 安藤 勝己臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６ ― 〃 アタマ ２．９�
４７ ブ イ コ ナ ン 牡２鹿 ５４ 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８６ ― 〃 クビ ４５．７�
４６ オーシャンキャスト 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６４ ― 〃 ハナ １０．８	
７１２ ピ ッ ト ボ ス 牡２黒鹿５４ 四位 洋文前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０ ―１：３６．３クビ ４２．５

５９ ビッグウィーク 牡２青鹿５４ 武 豊谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４７６ ―１：３６．５１� １５．３�
８１４ カクテルローズ 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４６４ ―１：３６．６	 ８５．１
５８ プリティカポレイ 牝２鹿 ５４ 幸 英明横瀬 兼二氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ３９．０�
３４ アイビーフォールド 牡２鹿 ５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４３６ ―１：３６．８１	 ２１．７�
７１３ ハンターワディ 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７２ ―１：３７．１１� ４７．４�
２２ アイウォントユー 牡２栗 ５４ 石橋 守薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５２ ―１：３７．２	 ２０２．８�
６１１ トシギャングスター 牡２芦 ５４ 浜中 俊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７４ ―１：３７．８３	 １４５．７�
２３ ニホンピロピリオド 牡２鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 岡田牧場 ４３８ ―１：３８．０１	 １５２．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，２８６，９００円 複勝： ２７，４３２，２００円 枠連： １４，５２６，２００円

普通馬連： ４８，１６０，１００円 馬単： ３８，０５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３７７，６００円

３連複： ６３，８４１，０００円 ３連単： １０２，６６８，５００円 計： ３３６，３４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ８６０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ６２０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� １２，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２２２８６９ 的中 � ３２３０３（３番人気）
複勝票数 計 ２７４３２２ 的中 � ４２７８３（３番人気）� ５１１３３（２番人気）� ３２０４９（４番人気）
枠連票数 計 １４５２６２ 的中 （３－６） １２５９８（５番人気）
普通馬連票数 計 ４８１６０１ 的中 �� ３３７３６（３番人気）
馬単票数 計 ３８０５００ 的中 �� １０９８６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３７７６ 的中 �� １０６４８（３番人気）�� ７６８４（６番人気）�� ７７０１（５番人気）
３連複票数 計 ６３８４１０ 的中 ��� ２１３１１（５番人気）
３連単票数 計１０２６６８５ 的中 ��� ６１６７（２８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．３―１２．７―１２．５―１１．４―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３６．４―４９．１―１：０１．６―１：１３．０―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンファントム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００７．２．９生 牡２黒鹿 母 バースデイローズ 母母 エリザベスローズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０６５ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第５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 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

５１０ レジャイール 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �ノースヒルズマネ
ジメント 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５０８＋１０１：２５．８ １３．１�

７１４ テイケイメルベイユ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 北光牧場 ４９２－ ８１：２６．３３ ９．５�
３６ ラプターストーム 牡３栗 ５６ 武 豊佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋１４ 〃 クビ ４．１�
５９ エリモフリーダム 牡３鹿 ５６ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４５８＋ ６１：２６．４� １３．８�
４８ トウショウデザイア 牡３鹿 ５６ 中村 将之トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４３８－ ６１：２６．５� ２．０�
２４ レディブルーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平 �ロードホースクラブ 北出 成人 三石 ケイアイファーム ４３０－ ４１：２７．３５ ２１．９	
３５ パープルパッピー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４８４－１６１：２７．７２� １２６．６

６１１ エーシンカハナモク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 三石 下屋敷牧場 ４４６＋ ８１：２７．８クビ １８．６�
６１２ ペルシステンテ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ６ 〃 アタマ １０．４�
８１５� ラブアダブダブ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介加藤友三郎氏 加藤 征弘 英 Haydock

Park Stud ４６０＋ ６１：２８．０１	 １１７．６
８１６� キャンディームーン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠吉田 好雄氏 野中 賢二 米 Merry Go－Round

Co., Ltd. ４８８－ ４１：２８．７４ ４１．１�
２３ サンマルリーフ 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎相馬 勇氏 大根田裕之 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ５１８＋２６ 〃 クビ ２９４．１�
１２ スズカアパッシュ 牡３栗 ５６ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 前田 宗将 ４３８＋ ２１：２８．８� ２８５．７�
１１ エバーメモリー 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥橋場 勇二氏 清水 出美 門別 小岩ファーム ４５０－ ８１：３０．０７ ４３５．９�
７１３ ツルハチオジョー 牝３鹿 ５４ 橋本 美純�協和牧場 大根田裕之 新冠 協和牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ４８３．３�
４７ シゲルオオミネサン 牡３栗 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ４１：３０．２１	 ２８８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２９７，３００円 複勝： ３５，３４８，５００円 枠連： １５，８１６，５００円

普通馬連： ４７，９７４，８００円 馬単： ４１，５１８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３７１，０００円

３連複： ６２，４３６，０００円 ３連単： １１９，０４９，６００円 計： ３６１，８１２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ４９０円 � ３４０円 � ２３０円 枠 連（５－７） ３，４８０円

普通馬連 �� ７，０６０円 馬 単 �� １５，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� １，１３０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ９，８６０円 ３ 連 単 ��� ９２，０００円

票 数

単勝票数 計 ２０２９７３ 的中 � １２２１７（５番人気）
複勝票数 計 ３５３４８５ 的中 � １７１９９（６番人気）� ２７００１（３番人気）� ４５８７９（２番人気）
枠連票数 計 １５８１６５ 的中 （５－７） ３３５８（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４７９７４８ 的中 �� ５０２１（２１番人気）
馬単票数 計 ４１５１８９ 的中 �� ２０１０（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３７１０ 的中 �� ２２２９（２７番人気）�� ４２３０（１２番人気）�� ６６３１（７番人気）
３連複票数 計 ６２４３６０ 的中 ��� ４６７７（３０番人気）
３連単票数 計１１９０４９６ 的中 ��� ９５５（２３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．９―１２．６―１３．１―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．３―４７．９―１：０１．０―１：１３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３７．９
３ １０－１４，１５（４，５）（８，１６）６，２（３，９，１３，１２）－（１，７，１１） ４ １０（１４，１５）（４，５，６）（８，１６）９（３，１２）２，１１（１，７，１３）

勝馬の
紹 介

レジャイール �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．１１．２ 京都７着

２００６．５．２２生 牡３鹿 母 シェイクハンド 母母 Dancing Tribute ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 トウショウデザイア号の騎手中村将之は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルハチオジョー号は，平成２１年１０月２７日まで平地競走に出走できない。

エバーメモリー号・シゲルオオミネサン号は，平成２１年１１月２７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。
（非抽選馬） ４頭 オールブランニュー号・シゲルイヨフジ号・マイレボルーション号・リザウンドエコウ号



２６０６６ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６８ スリーオリオン 牡４栗 ５７ 内田 博幸永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５４± ０１：４５．５ ４．４�

４４ トムウィンズ 牡４芦 ５７ 浜中 俊半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４７６＋１２１：４５．９２� ４２．２�
５６ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５４ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：４６．０� ２１．７�
８１１ ジャコスキー 牡３鹿 ５４ 幸 英明晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ５０４± ０１：４６．１� ２６．０�
１１ キングストリート 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２＋１２１：４６．３１� ６．６�
５５ アスカノラムセス 牡３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平豊田 智郎氏 小原伊佐美 日高 大沢育成牧場 ４７８± ０１：４６．５１� ２１７．２	
２２ プロスアンドコンズ 牡３黒鹿５４ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７６－ ４１：４６．９２� ２．０


８１２ プルシアンオリーブ 牡３青鹿５４ 武 豊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 ハナ ６．４�
６７ 	 マイアイビギニング 牡４鹿 ５７

５４ ▲大下 智MYI馬主組合 福永 甲 静内 へいはた牧場 ４９０± ０１：４７．０クビ ４２７．１�
７９ ゴルデンシュライン 
３栗 ５４ 赤木高太郎�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４８２＋ ２１：４７．４２� ７１．６
３３ フロムジオリエント 牡３青鹿５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：４７．８２� １３．７�
７１０ ビビッドビビアン 牝４芦 ５５ 石橋 守 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４６６＋ ２１：４７．９� ３６１．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，２５８，９００円 複勝： ３３，４６９，８００円 枠連： １３，１２１，４００円

普通馬連： ５６，５４１，０００円 馬単： ４８，１７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８１６，７００円

３連複： ６８，７７２，３００円 ３連単： １４６，３６１，４００円 計： ４１７，５１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ５８０円 � ５２０円 枠 連（４－６） ６，０６０円

普通馬連 �� ５，７９０円 馬 単 �� １０，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� １，１６０円 �� ５，１７０円

３ 連 複 ��� ２０，４９０円 ３ 連 単 ��� １０８，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２７２５８９ 的中 � ４９３４３（２番人気）
複勝票数 計 ３３４６９８ 的中 � ６３５５１（２番人気）� １３０６７（８番人気）� １４７３６（６番人気）
枠連票数 計 １３１２１４ 的中 （４－６） １５９８（２０番人気）
普通馬連票数 計 ５６５４１０ 的中 �� ７２１８（２０番人気）
馬単票数 計 ４８１７５５ 的中 �� ３４５９（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８１６７ 的中 �� ４２１７（１９番人気）�� ５１９３（１３番人気）�� １１０１（３２番人気）
３連複票数 計 ６８７７２３ 的中 ��� ２４７８（４９番人気）
３連単票数 計１４６３６１４ 的中 ��� ９９８（２４４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．２―１１．７―１１．７―１１．９―１１．４―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３４．６―４６．３―５８．０―１：０９．９―１：２１．３―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーオリオン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２００７．８．１２ 札幌７着

２００５．２．１５生 牡４栗 母 スリーケープ 母母 ノースケープ ２２戦３勝 賞金 ４６，８８６，０００円



２６０６７ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６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）

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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ タニノジュレップ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４３２＋ ２１：１２．７ ３．２�

３５ マイプラーナ 牝３黒鹿５３ 小牧 太五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ２１：１２．８� ２．５�
１１ � エプソムアイリス 牝５鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 山内 研二 浦河 三枝牧場 ４２８－ ４１：１３．０１� ２７．２�

２３ ピュアマリーン 牝３栗 ５３ 石橋 守�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４４２＋ ８１：１３．２１� ３６．４�
２４ シゲルスペランツァ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ ８．６�
８１６ エンジェルフェザー 牝５黒鹿５５ 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ２２．２	
１２ クイーンアリュール 牝３鹿 ５３ 武 幸四郎松本 兼吉氏 鶴留 明雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ６１：１３．４１� １０．２

７１４� キクノディアナ 牝５黒鹿５５ 川田 将雅菊池 五郎氏 吉田 直弘 三石 フクダファーム ４６０± ０１：１３．６１� １６７．８�
８１５ コウユールージュ 牝３黒鹿５３ 赤木高太郎加治屋康雄氏 大根田裕之 新ひだか 静内酒井牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １１９．６�
４７ インプリシット 牝４鹿 ５５ 福永 祐一一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４８８＋ ４１：１３．７� ９．４
４８ リッカコウユウ 牝３鹿 ５３ 内田 博幸立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４４０± ０１：１４．２３ １４．２�
６１２ マルターズアディラ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介藤田 在子氏 武市 康男 浦河 荻伏服部牧場 ４７６－ ４１：１４．３クビ １９９．３�
３６ ブライティアカペラ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大小林 昌志氏 湯窪 幸雄 門別 大沢育成牧場 ４３４－ ８１：１４．４� ２６８．９�
５１０� ホクザンヴィアンド 牝４鹿 ５５ 橋本 美純木本 弘孝氏 梅田 康雄 門別 田中 元寿 ４２８＋ ６１：１４．５� ２１２．５�
５９ エーシンワンダーズ 牝３栗 ５３

５２ ☆藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 浦河 室田 千秋 ４３６＋１６１：１４．６クビ １３６．１�
６１１ シロキタカーニバル 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦小西 和子氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４４８－ ６１：１５．８７ ２１６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７３４，１００円 複勝： ２３，９３６，７００円 枠連： １５，９１７，１００円

普通馬連： ６０，７１１，５００円 馬単： ４４，９１３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３９７，５００円

３連複： ７８，１５４，８００円 ３連単： １３８，８８３，３００円 計： ４０２，６４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ６４０円 枠 連（３－７） ４００円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，８８０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� ２１，２１０円

票 数

単勝票数 計 １８７３４１ 的中 � ４６８２２（２番人気）
複勝票数 計 ２３９３６７ 的中 � ５６８１５（２番人気）� ５８２２６（１番人気）� ５９４２（９番人気）
枠連票数 計 １５９１７１ 的中 （３－７） ３００６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０７１１５ 的中 �� １１６８０８（１番人気）
馬単票数 計 ４４９１３９ 的中 �� ３６８８４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３９７５ 的中 �� ３５８０８（１番人気）�� ２３６１（２４番人気）�� ３１８３（１８番人気）
３連複票数 計 ７８１５４８ 的中 ��� １２１２７（１５番人気）
３連単票数 計１３８８８３３ 的中 ��� ４８３４（５８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１２．３―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．８―４７．１―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノジュレップ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００７．１０．２７ 京都９着

２００５．４．２５生 牝４栗 母 タニノディオーネ 母母 タニノクリスタル １９戦３勝 賞金 ３３，０４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 レディオーロラ号



２６０６８ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第８競走 ��
��２，０００�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

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 １４，８００，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

１１ モルガナイト 牝３黒鹿５２ 福永 祐一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４４２－１０１：５９．２ ２．４�

６６ タガノプルミエール 牝５栗 ５５ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ８１：５９．５１� ４．４�

６７ レジェンドブルー 牝３鹿 ５２ 和田 竜二平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４３４－ ６ 〃 クビ ８．４�
８１１ ハ ウ オ リ 牝３鹿 ５２ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４６８＋ ６１：５９．６� ３．５�
８１０ ステイトリーデイズ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５８－１０１：５９．９１� ３８．３�
７８ ツルマルローズ 牝６鹿 ５５ 中村 将之鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７８－１０２：００．１１� １６８．０	
５５ ローザレーヌ 牝３青鹿５２ 藤岡 康太西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ ３１．５

３３ マドンナブラボー 牝６鹿 ５５ 角田 晃一�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ２２：００．２� １０４．３�
２２ スズカルビー 牝４鹿 ５５ 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 村本牧場 ４５６＋１０２：００．４１ ３８．４�
４４ リ コ リ ス 牝３鹿 ５２ 川田 将雅横手 信一氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ４２：００．６１	 ９．１
７９ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム B４７４＋ ６２：０１．９８ ３１６．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，８３６，９００円 複勝： ３９，０１７，１００円 枠連： １９，６４１，５００円

普通馬連： ９２，２００，５００円 馬単： ８６，８２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５７１，７００円

３連複： １０６，７６７，１００円 ３連単： ２５４，３４６，７００円 計： ６６０，２１１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－６） ３２０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３４０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ３，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３１８３６９ 的中 � １０４６９６（１番人気）
複勝票数 計 ３９０１７１ 的中 � ９０４２２（１番人気）� ７４０４９（３番人気）� ５００８５（４番人気）
枠連票数 計 １９６４１５ 的中 （１－６） ４５６６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９２２００５ 的中 �� １２７０５２（２番人気）
馬単票数 計 ８６８２９５ 的中 �� ６９０７８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５７１７ 的中 �� ３１２２８（２番人気）�� ２１２１８（４番人気）�� １７４４５（６番人気）
３連複票数 計１０６７６７１ 的中 ��� ７６３７０（２番人気）
３連単票数 計２５４３４６７ 的中 ��� ６０４７７（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１２．１―１１．８―１１．９―１２．２―１２．４―１２．４―１１．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．０―３５．１―４６．９―５８．８―１：１１．０―１：２３．４―１：３５．８―１：４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３
２，４，９－（３，７）１１－１０，１－（５，６）８
２（４，９）－（３，７）－１１，１０－１（５，６）８

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

勝馬の
紹 介

モルガナイト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．１ 京都１着

２００６．３．２０生 牝３黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー ５戦３勝 賞金 ２９，４５２，０００円



２６０６９ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

しんりょう

新 涼 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ ホットフレイバー 牝５栗 ５５ 安藤 勝己 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５２８＋ ６１：２４．０ ７．０�

７１４ ケイアイテンジン 牡３栗 ５５ 四位 洋文 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４５８－ ２１：２４．１� ６．２�
８１６ リーガルスキーム 牡４栗 ５７ 和田 竜二 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６８＋ ４１：２４．２� ４．２�
６１２ ゴービハインド 牡６鹿 ５７ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ６１：２４．４１� ４０８．４�
２４ リフレックス 牡４栗 ５７ 藤岡 康太�木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４６０－１０１：２４．６１� ４６．７�
３６ ベンティスカ 牡５芦 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ３３．０	
７１３ ソウルオブジャパン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４７８－１２１：２４．７� ３４．２

５１０ ダノンシャトル 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎�ダノックス 松永 幹夫 新冠 競優牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ ６０．５�
８１５ リバーアゲイン 牡４栗 ５７ 小牧 太河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４６６± ０１：２４．９１� ６．２�
１２ ネヴァシャトル 牡５栗 ５７ 浜中 俊�ティーエイチ 野中 賢二 静内 藤原牧場 ４９２－ ６ 〃 アタマ １９．３
４７ メイショウイッキ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６０－１２１：２５．０クビ ９．６�
２３ 	 クイックリープ 牡４栗 ５７ 内田 博幸松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４８０＋ ２１：２５．４２� ４．７�
４８ キ ア ー ロ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４７４＋ ８１：２５．８２� ３４．０�
５９ 
 トラベルシチー 牡６鹿 ５７ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 豪 Wynyarra

Stud Pty Ltd ４９８± ０１：２６．０１� ２０７．４�
３５ ア ロ ド 牡５栗 ５７ 岩田 康誠�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 ５１０＋３０１：２６．４２� ２７．２�
６１１	 エイトサンデー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５０８－１８１：２７．６７ ７０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，０２７，２００円 複勝： ５５，０６９，３００円 枠連： ３７，３８１，６００円

普通馬連： １４０，６６４，８００円 馬単： ８４，８５１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，６１０，７００円

３連複： １８５，７０６，９００円 ３連単： ３３５，５９４，７００円 計： ９１４，９０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � １６０円 枠 連（１－７） １，６８０円

普通馬連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ５１０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� ２１，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３２０２７２ 的中 � ３６５５５（５番人気）
複勝票数 計 ５５０６９３ 的中 � ７００２４（３番人気）� ５３０１１（５番人気）� １１１０１９（１番人気）
枠連票数 計 ３７３８１６ 的中 （１－７） １６４７９（１０番人気）
普通馬連票数 計１４０６６４８ 的中 �� ４１１６２（１３番人気）
馬単票数 計 ８４８５１２ 的中 �� １３０３１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３６１０７ 的中 �� １０２５５（１２番人気）�� ２１６３４（２番人気）�� ２０６３３（４番人気）
３連複票数 計１８５７０６９ 的中 ��� ４４３３１（６番人気）
３連単票数 計３３５５９４７ 的中 ��� １１４０２（５０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．８―１２．２―１２．２―１１．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．６―４６．８―５９．０―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホットフレイバー �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００６．８．２６ 札幌１４着

２００４．４．１０生 牝５栗 母 ノ ク タ ー ン 母母 ノーノーネヴアー １２戦３勝 賞金 ４０，４３６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アイディンパワー号・ウィッシュビーワン号・エーシンビッグシー号・クリノゴールド号・サンライズラッシュ号・

スズカフェロー号・タケイチゼット号・ニットウサラン号・ピサノガブリエル号・ブラックカシミール号



２６０７０ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第１０競走 ��
��２，４００�第５７回神 戸 新 聞 杯（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
神戸新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 ９９４，０００円 ２８４，０００円 １４２，０００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

２：２４．７
２：２２．１

良

良

３４ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４６２± ０２：２４．２レコード ２４．０�

８１３ リーチザクラウン 牡３青鹿５６ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８－１８２：２４．５２ ３．９�
７１１ セイウンワンダー 牡３青 ５６ 福永 祐一大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５１６＋ ２２：２４．６� １７．１�
４５ アンライバルド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２± ０２：２４．９１� ２．５�
３３ トップカミング 牡３黒鹿５６ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５２± ０２：２５．０� ６６．２�
１１ トモロポケット 牡３栗 ５６ 川田 将雅廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４６６＋ ４２：２５．１クビ ８３．６	
８１４ シェーンヴァルト 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ６ 〃 クビ ３４．６

７１２ レッドシャガーラ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８２－１０２：２５．２クビ ９９．４�
２２ アプレザンレーヴ 牡３芦 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５５４＋２４２：２５．５１� ９．３�
５７ トライアンフマーチ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０－１２ 〃 ハナ １９．４
５８ アントニオバローズ 牡３青鹿５６ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ５１６＋ ４２：２６．２４ ３．８�
６１０ バアゼルリバー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６± ０２：２６．６２� １２６．４�
４６ トップゾーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５４－ ６２：２６．８１� １７９．３�
６９ ワシャモノタリン 牡３黒鹿５６ 小牧 太小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８４± ０２：２８．３９ ２３１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８３，２５８，８００円 複勝： ２３２，３６２，０００円 枠連： １２１，１７１，２００円

普通馬連： ８０５，１８５，４００円 馬単： ５４８，４１３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０６，５８９，８００円

３連複： ９０４，４２６，９００円 ３連単： ２，３８７，５０７，０００円 計： ５，３８８，９１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ４７０円 � １８０円 � ４６０円 枠 連（３－８） ２，１３０円

普通馬連 �� ３，７９０円 馬 単 �� １１，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ３，３５０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １５，６１０円 ３ 連 単 ��� １３２，４８０円

票 数

単勝票数 計１８３２５８８ 的中 � ６０２１１（７番人気）
複勝票数 計２３２３６２０ 的中 � １１４００２（７番人気）� ４２６３１２（３番人気）� １１７７２１（５番人気）
枠連票数 計１２１１７１２ 的中 （３－８） ４２０９１（９番人気）
普通馬連票数 計８０５１８５４ 的中 �� １５６８５４（１５番人気）
馬単票数 計５４８４１３５ 的中 �� ３４４６９（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０６５８９８ 的中 �� ４２６７６（１４番人気）�� １４７５８（３３番人気）�� ４４９８９（１３番人気）
３連複票数 計９０４４２６９ 的中 ��� ４２７６６（４７番人気）
３連単票数 計２３８７５０７０ 的中 ��� １３３００（３１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．１―１２．５―１２．３―１２．２―１２．７―１２．４―１２．１―１１．３―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．４―３５．５―４８．０―１：００．３―１：１２．５―１：２５．２―１：３７．６―１：４９．７―２：０１．０―２：１２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ コ ピ コ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．８ 京都１５着

２００６．４．２９生 牡３鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット ８戦４勝 賞金 ９６，９２５，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりイコピコ号・リーチザクラウン号・セイウンワンダー号は，菊花賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



２６０７１ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６日 第１１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６８ カタンジャレ 牡３栗 ５４ 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ４８６－ ４１：５５．４ １３．６�

４４ レ ッ ド ア イ �３栗 ５４ 角田 晃一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８ 〃 クビ １２．４�
８１２ ワンダースル 牝３青鹿５２ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４４４－ ６１：５５．５クビ ７．６�
２２ レ ジ ア ス 牡４青鹿５７ 赤木高太郎前田 晋二氏 宮本 博 新冠 平山牧場 ４５８± ０１：５５．８２ ４．２�
８１１ エプソムスタウト 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４７８－ ２１：５６．０１ ４．８�
５５ ツルマルシルバー 牡５芦 ５７ 川田 将雅鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８２－１０１：５６．１� ２．７�
７９ ナムラソワン 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４８２－ ４１：５６．３１� ４５．４	
３３ マルブツファイン 牡４青鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ４９４－２６１：５６．６１� ２１．０

７１０ エイシンダッシュ 牡３鹿 ５４ 幸 英明平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４５６－ ４１：５６．７� １９．１�
６７ メルシーレインボー 牡３鹿 ５４ 小林 徹弥永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４７０－ ９１：５８．１９ １２７．７�
１１ シゲルキボウ 牝４芦 ５５ 浜中 俊森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 ハシモトフアーム ４５２± ０１：５８．４１� １１３．５
５６ ドンペリゴール 牡４芦 ５７ 石橋 守大内 景子氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４６０－１２ 〃 同着 ８４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，０６５，１００円 複勝： ３９，１６７，４００円 枠連： ３０，８９０，６００円

普通馬連： １０６，２９２，９００円 馬単： ７４，２３８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８５６，９００円

３連複： １２２，４４０，９００円 ３連単： ２８５，０１９，０００円 計： ７２１，９７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ４００円 � ６１０円 � ２３０円 枠 連（４－６） １３，１３０円

普通馬連 �� １３，９００円 馬 単 �� ２４，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２４０円 �� １，３７０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ３０，２８０円 ３ 連 単 ��� ２４０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３１０６５１ 的中 � １８０３８（６番人気）
複勝票数 計 ３９１６７４ 的中 � ２４７３５（５番人気）� １４９６６（８番人気）� ５３６１６（４番人気）
枠連票数 計 ３０８９０６ 的中 （４－６） １７３７（２３番人気）
普通馬連票数 計１０６２９２９ 的中 �� ５６４６（３１番人気）
馬単票数 計 ７４２３８８ 的中 �� ２２１２（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８５６９ 的中 �� １８７８（３３番人気）�� ６０２５（１５番人気）�� ３２７６（２６番人気）
３連複票数 計１２２４４０９ 的中 ��� ２９８５（７１番人気）
３連単票数 計２８５０１９０ 的中 ��� ８７４（４５３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１４．３―１２．６―１２．９―１２．６―１２．２―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．３―３９．６―５２．２―１：０５．１―１：１７．７―１：２９．９―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

カタンジャレ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ポリッシュパトリオット デビュー ２００８．１１．１５ 京都１８着

２００６．４．３生 牡３栗 母 カメリアイエロー 母母 オーキッドピンク １０戦２勝 賞金 １４，９００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 レジアス号の騎手赤木高太郎は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
レッドアイ号の騎手角田晃一は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１２番・１１番への進路影響）

※出走取消馬 エアリアルショット号（疾病〔感冒〕のため）



２６０７２ ９月２７日 晴 良 （２１阪神４）第６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
１：０８．７

重

重

６１１ ビ バ エ ル フ 牝３鹿 ５３ 川田 将雅�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１０－ ８１：１２．９ ４．４�

６１２ クイックメール 牝３栗 ５３ 藤岡 佑介谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４４６－１４１：１３．１１� １０．４�
２４ ヘリオスシチー 牡３鹿 ５５ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ４．０�
７１４� メイショウシャオウ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 増本 豊 様似 山口 幸雄 ４８０－ ４１：１３．６３ ３１．８�
１２ スズカデヒア 牡７栗 ５７ 小牧 太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 B５１４＋ ８１：１３．７クビ ５５．６�
２３ マルブツエンペラー 牡４青 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７２－ ４１：１３．８� ９．７	
８１６ ファンドリカップ 牡３芦 ５５ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４８４－ ２１：１３．９クビ ６．４

３６ スナークレナード 牡３鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４９０－１０ 〃 クビ ２３．３�
３５ � ニホンピロキリバス �４栃栗５７ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４４２－ ２１：１４．０� １０６．３�
７１３ スリーコンコルド �４黒鹿５７ 石橋 守永井商事� 小野 幸治 門別 白井牧場 ５００＋ ６１：１４．２１	 ２５９．７
４８ マイネシラユキ 牝３芦 ５３ 内田 博幸 �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 ４３６＋１２１：１４．４� ３２．３�
５９ ラスカルデューク 牡６鹿 ５７ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４６－ ４ 〃 同着 ２３．８�
５１０ カ ミ ツ キ 牡５栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４８８－ ６１：１４．５� １３２．０�
４７ リリーレインボー 牡４青鹿５７ 秋山真一郎土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４９４－ ４１：１４．６クビ ４．８�
１１ タマモアスリート 牡４栗 ５７ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ４７８－ ６１：１４．８１	 ３２．６�
８１５� ブライティアパール 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦小林 昌志氏 梅田 康雄 門別 細川牧場 ４３２－ ２１：１５．２２� ２４１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，６６２，２００円 複勝： ７４，９９３，９００円 枠連： ５４，０４１，９００円

普通馬連： １７９，３８２，６００円 馬単： １２２，９３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，０３５，３００円

３連複： ２４６，０２９，６００円 ３連単： ５３３，４４３，７００円 計： １，３２０，５２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � １７０円 枠 連（６－６） １，７９０円

普通馬連 �� １，８４０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� １２，２６０円

票 数

単勝票数 計 ４８６６２２ 的中 � ８８９３７（２番人気）
複勝票数 計 ７４９９３９ 的中 � １３５６４６（１番人気）� ５６９６５（６番人気）� １２４７０８（２番人気）
枠連票数 計 ５４０４１９ 的中 （６－６） ２２３１８（７番人気）
普通馬連票数 計１７９３８２６ 的中 �� ７２０８７（６番人気）
馬単票数 計１２２９３６７ 的中 �� ２８６５９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１０３５３ 的中 �� ２１３１８（７番人気）�� ４６５４６（１番人気）�� ２０１７５（８番人気）
３連複票数 計２４６０２９６ 的中 ��� ７７４７６（３番人気）
３連単票数 計５３３４４３７ 的中 ��� ３２１１７（１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１２．４―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ バ エ ル フ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．７．２０ 函館３着

２００６．３．２７生 牝３鹿 母 エ ル フ ィ ン 母母 ロ ジ ー タ １１戦２勝 賞金 ２１，４５０，０００円
〔騎手変更〕 タマモアスリート号の騎手南井大志は，病気のため和田竜二に変更。
〔制裁〕 スナークレナード号の騎手松山弘平は，騎乗前の体重確認を怠ったことについて戒告。
※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） ２頭 アサケボーイ号・スナークアステール号
（非抽選馬） １頭 ドラゴンホーラー号



（２１阪神４）第６日 ９月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

２７１，６７０，０００円
４，２６０，０００円
８，３００，０００円
２，３８０，０００円
２８，１５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，０５６，０００円
４，７１０，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
４６８，３２３，５００円
６３７，５９２，８００円
３６０，１９２，１００円
１，６６５，２６２，１００円
１，１９８，８９４，３００円
５１２，５８２，９００円
２，０１７，８４９，１００円
４，６０２，０７６，８００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 １１，４６２，７７３，６００円

総入場人員 ２８，７７１名 （有料入場人員 ２７，４２８名）




