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２６００１ ９月８日 曇 良 （２４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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

１２ ストゥーディアス 牝２鹿 ５４ 松山 弘平有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋ ８１：２６．１ ５．５�

６１２ ゼンノコリオリ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 ４５６＋ ６１：２６．８４ ４．５�
１１ トウショウタイド 牡２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５５４＋ ８１：２７．０１� ７６．０�
５９ タガノギャラクシー 牡２鹿 ５４ 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２６± ０１：２７．１� １２．０�
７１３ ベ ル ラ イ ン 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４１：２７．２� ３．０�
２４ オリエンタルサン 牡２鹿 ５４ 幸 英明下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４６２－１６１：２７．６２� ２０．０�
３５ マ イ ア リ ア 牝２鹿 ５４ 北村 友一伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４４２－１０１：２７．８１� ５７．７	
２３ ラプタークルーズ 牡２栗 ５４ 福永 祐一佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：２８．３３ ２０．０

６１１ シゲルヘビザ 牡２黒鹿５４ 松田 大作森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 ４７４－ ２１：２８．５１� １５．０�
７１４ アクメバイオ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介バイオ� 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：２８．６� ２１３．９�
４８ � ペルセクション 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm ４６４－ ２ 〃 ハナ ６．２
４７ マルシゲキング 牡２黒鹿５４ 鮫島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４３０－ ４１：２８．９２ ３８．３�
３６ サワヤカハンサム 牡２栗 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４２４＋ ６１：２９．４３ ６９．９�
８１５ テイエムシシーポス 牡２鹿 ５４ 酒井 学竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４６２＋ ２１：２９．６１� １０５．２�
５１０ シゲルウオザ 牡２鹿 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 エンドレス

ファーム ５１８＋ ６ 〃 ハナ ８８．１�
８１６ フェブアクティヴ 	２栗 ５４ 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 ４８２＋ ４１：３０．４５ ９１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５０５，２００円 複勝： ３２，８７３，７００円 枠連： １１，７８１，８００円

馬連： ４３，９４５，８００円 馬単： ２９，３２０，６００円 ワイド： ２１，７９６，０００円

３連複： ６６，４６３，２００円 ３連単： ９５，３４３，５００円 計： ３１９，０２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � １，６４０円 枠 連（１－６） １，０９０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ２，８４０円 �� ４，１９０円

３ 連 複 ��� １８，８６０円 ３ 連 単 ��� ８７，６３０円

票 数

単勝票数 計 １７５０５２ 的中 � ２５１７１（３番人気）
複勝票数 計 ３２８７３７ 的中 � ４８９６１（３番人気）� ５０２９８（２番人気）� ３９１３（１４番人気）
枠連票数 計 １１７８１８ 的中 （１－６） ８０３３（５番人気）
馬連票数 計 ４３９４５８ 的中 �� １９７９０（７番人気）
馬単票数 計 ２９３２０６ 的中 �� ７４６６（１１番人気）
ワイド票数 計 ２１７９６０ 的中 �� ９１２０（６番人気）�� １８３１（３２番人気）�� １２３２（４６番人気）
３連複票数 計 ６６４６３２ 的中 ��� ２６０２（５４番人気）
３連単票数 計 ９５３４３５ 的中 ��� ８０３（２４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．３―５９．８―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストゥーディアス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．７．２２ 中京３着

２０１０．２．１４生 牝２鹿 母 トウカイパートナー 母母 エミネントガール ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 ラプタークルーズ号の騎手福永祐一は，３コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）

２６００２ ９月８日 曇 良 （２４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３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

４４ ワキノブレイブ 牡２青鹿５４ 福永 祐一脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４５０－ ８１：２１．２ ２．４�

６８ ラ シ ー マ 牡２鹿 ５４ 幸 英明桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４８２－ ４１：２１．４１� ３．０�
８１３ タカノヒーロー 牡２鹿 ５４ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 ４５４＋ ２１：２１．７２ ７３．６�
５６ シゲルホウオウザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ４．５�
４５ シゲルオヒツジザ 牡２青 ５４

５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 ４５４＋１０１：２２．３３� １０３．３�
８１２ ヤマサダイス 牡２栗 ５４ 松山 弘平佐藤 雄司氏 加用 正 新ひだか 山際牧場 ４７０－ ４１：２２．６１� ３２．３�
３３ マッハジール 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 松平牧場 ４５０＋ ６１：２２．７� ２６．８�
２２ ワ イ ズ マ ン 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦古賀 和夫氏 梅田 智之 日高 日高大洋牧場 ４６８－１６１：２２．９１� ４８．９	
７１０ ヒキャクノアシ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４５６＋１４ 〃 クビ ２０．０

６９ ディルムッド 牡２栗 ５４ 四位 洋文一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ２ 〃 ハナ ２２．１�
１１ シゲルオオクマザ 牡２栗 ５４ 高倉 稜森中 蕃氏 目野 哲也 清水 小野瀬 晃司 ４６４± ０１：２３．１１� １９２．９�
７１１ シゲルトビウオザ 牡２鹿 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 ４８６＋ ６１：２４．６９ ２１．２
５７ モンタージュ 牝２鹿 ５４ 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２０－ ６１：２４．７クビ ４４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，２５６，１００円 複勝： ３３，５９１，４００円 枠連： ９，８１２，５００円

馬連： ３６，０５６，１００円 馬単： ２７，７２８，１００円 ワイド： ２０，３７７，６００円

３連複： ５７，５０４，３００円 ３連単： ９２，７８３，１００円 計： ２９５，１０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ８２０円 枠 連（４－６） ３４０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２，３６０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� １９，７４０円

票 数

単勝票数 計 １７２５６１ 的中 � ５６９８６（１番人気）
複勝票数 計 ３３５９１４ 的中 � １０４６５６（１番人気）� ７０６３８（２番人気）� ５８７１（１１番人気）
枠連票数 計 ９８１２５ 的中 （４－６） ２１４４５（１番人気）
馬連票数 計 ３６０５６１ 的中 �� ７２３３０（１番人気）
馬単票数 計 ２７７２８１ 的中 �� ３１５４５（１番人気）
ワイド票数 計 ２０３７７６ 的中 �� ４３７３３（１番人気）�� １６８６（２８番人気）�� １９８４（２５番人気）
３連複票数 計 ５７５０４３ 的中 ��� ７０３３（２３番人気）
３連単票数 計 ９２７８３１ 的中 ��� ３４６９（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．５―４６．２―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―３F３５．０
３ １３，６（４，７）８（３，１１）（１，２）１０（５，９）－１２ ４ ・（１３，６）（４，８，７）（１，３）（２，１１）（５，１０）９，１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワキノブレイブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．８．１９ 新潟２着

２０１０．５．３生 牡２青鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

第４回 阪神競馬 第１日



２６００３ ９月８日 曇 良 （２４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００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ チュウワストライク 牡３鹿 ５６ 浜中 俊中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 ５１４＋ ４１：５５．３ ４．４�

６１１ マイソールネスト 牡３鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二五影 慶則氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６８－ ４１：５５．４� １３．２�

４８ ヤマカツポセイドン 牡３黒鹿５６ 幸 英明山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４６０－ ５１：５５．６１ ４０．６�
２４ ヤマニンカセドラル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ６１：５６．０２� １８．７�
２３ ア ラ イ シ ュ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 B４５６＋ ２１：５６．４２� ９．６�
３６ ホッコーピーチ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ４１：５６．５� １０．６�
１１ ハジメリューオー 牡３栗 ５６ 高倉 稜池田 實氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ５０８＋ ８１：５７．１３� １７８．０�
５９ セレブリティトーク 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦	下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７６－１２１：５７．５２� １３．１

８１５ カネトシデンファレ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：５７．６� ２６．９�
７１４ アグネスフレキソ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４６４＋ ８１：５７．７� ２０７．０�
７１３ メイショウダンジリ 牡３黒鹿５６ 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 貞憲 ４６０－１８１：５７．９１ １５４．７
３５ エリモベッラ 牝３青鹿５４ 松山 弘平山本三津子氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４５０＋ ８ 〃 アタマ ５．０�
５１０ ローレルレントラー 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４６４± ０１：５８．４３ ５７．９�
４７ ウインバトルシップ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠�ウイン 鮫島 一歩 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３２＋ ６１：５９．１４ ３．３�
８１６ エメラルドチャーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二有限会社シルク吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 ４３８－１０１：５９．９５ １４０．４�
６１２ ダノンクレア 牝３栗 ５４ 鮫島 良太�ダノックス 藤原 英昭 新ひだか 橋本牧場 ４４４＋ ２２：００．９６ ４２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６７７，３００円 複勝： ２３，８４３，８００円 枠連： １２，２４０，０００円

馬連： ３５，５３６，１００円 馬単： ２６，５１８，１００円 ワイド： １８，９８５，０００円

３連複： ５５，９５４，２００円 ３連単： ８５，４１２，８００円 計： ２７３，１６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２２０円 � ３３０円 � ８１０円 枠 連（１－６） ２，８８０円

馬 連 �� ３，１２０円 馬 単 �� ５，９８０円

ワ イ ド �� １，２００円 �� ２，５１０円 �� ５，１１０円

３ 連 複 ��� ３０，１７０円 ３ 連 単 ��� １４３，９２０円

票 数

単勝票数 計 １４６７７３ 的中 � ２６４１７（２番人気）
複勝票数 計 ２３８４３８ 的中 � ３３８５８（２番人気）� １９２９０（５番人気）� ６５６２（１０番人気）
枠連票数 計 １２２４００ 的中 （１－６） ３１４７（１２番人気）
馬連票数 計 ３５５３６１ 的中 �� ８４１９（１５番人気）
馬単票数 計 ２６５１８１ 的中 �� ３２７５（２２番人気）
ワイド票数 計 １８９８５０ 的中 �� ４０２１（１５番人気）�� １８５４（３１番人気）�� ８９５（５０番人気）
３連複票数 計 ５５９５４２ 的中 ��� １３６９（９１番人気）
３連単票数 計 ８５４１２８ 的中 ��� ４３８（４３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１４．２―１３．２―１２．７―１２．７―１２．８―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３７．７―５０．９―１：０３．６―１：１６．３―１：２９．１―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３
１，６，１１（２，９）（４，１２，１５）（３，５，１６）７，８－１４（１０，１３）・（１，６）９，１１，２，４（３，５，１５，１２，１３）８（１４，７，１６）－１０

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

勝馬の
紹 介

チュウワストライク �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Fayruz デビュー ２０１２．５．６ 新潟７着

２００９．４．２５生 牡３鹿 母 テ ス ラ ー 母母 Manfath ３戦１勝 賞金 ４，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エメラルドチャーム号・ダノンクレア号は，平成２４年１０月８日まで平地競走に出走できない。

２６００４ ９月８日 曇 良 （２４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３０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．３

良

良

７１５ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５６
５３ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４９６－ ８１：３４．５ ３．８�

６１１ ヤマニンフルーリー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ２２．０�
４８ ケルンフォーティー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５８－ ２１：３４．６� ３１．８�
８１８ バランカデルコブレ 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 アタマ ２．４�
６１２ アルフィルク 牝３栗 ５４ 川須 栄彦 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ８１：３４．７クビ ７．４�
８１７ アイルランドローズ 牝３栗 ５４ 浜中 俊細川祐季子氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４３４－ ２１：３４．８� ９．７	
７１３ ア ラ デ ィ ン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６± ０１：３５．３３ ２４．４

７１４ ジョーハヤテ 牡３鹿 ５６ 北村 友一上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４９０＋ ２ 〃 クビ １０６．０�
４７ トウカイセレッソ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４１０＋ ２１：３５．５１� １３０．２�
５９ インプロージョン 牝３鹿 ５４ 幸 英明�アカデミー 加用 正 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ２１：３５．６� ２００．６
１１ ボールドマックス 牡３栗 ５６ 松山 弘平増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 ４４０± ０１：３５．８１� ６０．５�
８１６ ウインラフィナート 牝３黒鹿５４ 高倉 稜�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４３６－１２１：３５．９� ２０５．３�
２３ ネオアレクサンドラ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６＋１０１：３６．１１� １９．３�
３６ ガーネットカラー 牝３栗 ５４ 福永 祐一有限会社シルク村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８８＋ ２ 〃 アタマ ３５．３�
２４ カレイドスコープ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４０４－１０１：３６．３１� ８９．０�
１２ ヘヴンリーカラーズ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０１：３６．４� ６６．０�
３５ レーヴドマリー 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西園 正都 新ひだか 橋本牧場 ４２４＋１０１：３６．６１� １７．８�
５１０ サンライズマハティ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 ４８８－ ４１：３６．７クビ ５９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，９７２，８００円 複勝： ３４，３４１，９００円 枠連： １４，９６０，０００円

馬連： ４０，０５２，３００円 馬単： ３１，１６４，９００円 ワイド： ２２，１７３，０００円

３連複： ６２，２９２，６００円 ３連単： ９７，８０１，７００円 計： ３２３，７５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ５１０円 � ７３０円 枠 連（６－７） ９８０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ５，２２０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ２，２４０円 �� ６，０８０円

３ 連 複 ��� ３１，９３０円 ３ 連 単 ��� １２８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２０９７２８ 的中 � ４３５５０（２番人気）
複勝票数 計 ３４３４１９ 的中 � ６８５１５（２番人気）� １５４６８（７番人気）� １０２５２（９番人気）
枠連票数 計 １４９６００ 的中 （６－７） １１３７１（４番人気）
馬連票数 計 ４００５２３ 的中 �� ８７５４（１３番人気）
馬単票数 計 ３１１６４９ 的中 �� ４４１４（１８番人気）
ワイド票数 計 ２２１７３０ 的中 �� ４００９（１４番人気）�� ２４３６（２４番人気）�� ８７９（５７番人気）
３連複票数 計 ６２２９２６ 的中 ��� １４４０（９５番人気）
３連単票数 計 ９７８０１７ 的中 ��� ５６３（３４７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．２―１２．６―１１．８―１１．７―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．５―４８．１―５９．９―１：１１．６―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルコンキスタ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２０１１．１１．２６ 京都５着

２００９．４．２６生 牡３鹿 母 プリティコンシエロ 母母 Feel the Capote １０戦１勝 賞金 １１，２００，０００円
〔発走状況〕 ガーネットカラー号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 バランカデルコブレ号の騎手小牧太は，決勝線手前での御法について戒告。
〔調教再審査〕 ガーネットカラー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フィールダー号
（非抽選馬） ４頭 スリータイタン号・ドウニカナルデショ号・モルトフェリーチェ号・レッドキングダム号



２６００５ ９月８日 曇 良 （２４阪神４）第１日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

３３ ドリームマークス 牡２鹿 ５４ 国分 優作セゾンレースホース� 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 ４６８ ―１：０９．７ ２．７�

１１ ジンセイハオマツリ 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 ４７０ ―１：０９．９１ ７．１�
２２ ハナズインパルス 牝２黒鹿５４ 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 ４５４ ―１：１０．１１� ３．０�
８９ ドングラッチェ 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ４４４ ―１：１０．５２� ６．０�
８８ アステールタキオン 牝２栗 ５４ 小坂 忠士鈴木 伸昭氏 山内 研二 新ひだか 静内山田牧場 ４６８ ―１：１１．１３� ９．６�
５５ トスカニーニ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 ４３４ ―１：１１．２クビ １４．４�
４４ テイエムキャッスル 牝２栗 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４４４ ―１：１２．２６ ４９．４	
６６ ハーフウェイ 牡２芦 ５４ 酒井 学中西 功氏 新川 恵 新冠 風間 洋 ４１４ ― 〃 アタマ １０３．１

７７ セトノウタヒメ 牝２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志大高 倉治氏 中村 均 日高 瀬戸牧場 ４３２ ― （競走中止） ２３．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １５，３８９，８００円 複勝： ２６，９６３，１００円 枠連： ８，２３９，９００円

馬連： ２７，６８９，６００円 馬単： ２５，２０１，４００円 ワイド： １４，３８７，８００円

３連複： ３８，４０８，７００円 ３連単： ８８，７８１，０００円 計： ２４５，０６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（１－３） １，１４０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ４，５４０円

票 数

単勝票数 計 １５３８９８ 的中 � ４５６００（１番人気）
複勝票数 計 ２６９６３１ 的中 � ７３７３５（２番人気）� ２４９８８（４番人気）� ９８２５７（１番人気）
枠連票数 計 ８２３９９ 的中 （１－３） ５３６５（４番人気）
馬連票数 計 ２７６８９６ 的中 �� １６８３６（５番人気）
馬単票数 計 ２５２０１４ 的中 �� １０２９８（７番人気）
ワイド票数 計 １４３８７８ 的中 �� ８０４７（５番人気）�� ３５１５５（１番人気）�� ８０６１（４番人気）
３連複票数 計 ３８４０８７ 的中 ��� ４４３７９（１番人気）
３連単票数 計 ８８７８１０ 的中 ��� １４４５７（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１１．４―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．１―４６．５―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームマークス �

父 フサイチリシャール �


母父 セキテイリュウオー 初出走

２０１０．４．３０生 牡２鹿 母 ローレンシーバード 母母 シーバードパワー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 セトノウタヒメ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため３コーナー手前で競走中止。

２６００６ ９月８日 曇 良 （２４阪神４）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

１１ スリーフォスター 牡２黒鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３６ ―１：２７．１ ７３．９�

３３ グレイスフルリープ 牡２栗 ５４ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ ５３４ ―１：２７．５２� ２．８�

７７ タイムアラウド 牡２鹿 ５４ 国分 恭介有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２ ―１：２８．１３� １０．４�

５５ � ジョーサーヴ 牡２鹿 ５４ 北村 友一上田けい子氏 沖 芳夫 米 Fares
Farm, LLC ４５４ ―１：２８．４１� ７．７�

２２ マイネルゲイナー 牡２栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 ４３８ ―１：２８．６１	 ４．１�

６６ カイシュウヤマト 牡２栗 ５４ 福永 祐一飯村 孝男氏 領家 政蔵 新ひだか 稲葉牧場 ４７８ ―１：２８．８１� ４．３�
８８ シゲルヘビツカイザ 牡２鹿 ５４ 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 沖田 哲夫 ４７８ ―１：３０．８大差 ６．４	
８９ ビロウヘロイズム 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介田頭 勇貴氏 今野 貞一 新ひだか 岡田スタツド ４８０ ― 〃 アタマ ５０．７

４４ リバーマジモード 牡２栗 ５４ 松山 弘平河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４４６ ―１：３２．０７ ９９．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，６１０，５００円 複勝： ２３，９３３，９００円 枠連： ６，８２３，６００円

馬連： ３１，６８４，０００円 馬単： ２７，０９９，０００円 ワイド： １５，６０２，９００円

３連複： ４２，１３７，５００円 ３連単： ８８，５４６，５００円 計： ２５３，４３７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，３９０円 複 勝 � １，１００円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（１－３） ７，５８０円

馬 連 �� ７，１２０円 馬 単 �� ２０，８８０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� ２，９３０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １０，８４０円 ３ 連 単 ��� １３３，１００円

票 数

単勝票数 計 １７６１０５ 的中 � １８８０（８番人気）
複勝票数 計 ２３９３３９ 的中 � ３９０５（８番人気）� ６７４２８（１番人気）� ２２５２５（６番人気）
枠連票数 計 ６８２３６ 的中 （１－３） ６６５（１８番人気）
馬連票数 計 ３１６８４０ 的中 �� ３２８６（１７番人気）
馬単票数 計 ２７０９９０ 的中 �� ９５８（４０番人気）
ワイド票数 計 １５６０２９ 的中 �� １８７７（１６番人気）�� １２３３（２５番人気）�� ９８７７（５番人気）
３連複票数 計 ４２１３７５ 的中 ��� ２８７０（２８番人気）
３連単票数 計 ８８５４６５ 的中 ��� ４９１（２５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．６―４８．６―１：０１．６―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーフォスター �

父 スズカマンボ �


母父 Red Ransom 初出走

２０１０．４．２４生 牡２黒鹿 母 ファンシースズカ 母母 Fantasy Suzuka １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６００７ ９月８日 曇 良 （２４阪神４）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２２ ケ イ ト 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４５８－２０１：５１．５ ２．８�

７７ � ミラグロッサ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８＋１０１：５３．３大差 ３．４�

３３ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５２ 浜中 俊本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４８＋ ４１：５３．４� ４．２�

５５ シーズガレット 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５４－ ４１：５３．５クビ １４．４�
４４ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：５３．９２� ７．１�
６６ サンマルリジイ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４９４＋１０ 〃 アタマ ６７．６	
１１ ファーマペニー 牝４鹿 ５５ 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１６－ ６１：５４．０� ５４．０

８８ ウインアルエット 牝３鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－１２１：５６．０大差 ８．６�

（８頭）

売 得 金

単勝： １９，２４０，５００円 複勝： ３２，５２５，０００円 枠連： 発売なし

馬連： ４４，６６０，２００円 馬単： ３１，７９５，６００円 ワイド： １７，５８８，６００円

３連複： ４９，２８８，８００円 ３連単： １２０，５６４，７００円 計： ３１５，６６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ２，１１０円

票 数

単勝票数 計 １９２４０５ 的中 � ５６１４９（１番人気）
複勝票数 計 ３２５２５０ 的中 � ９１６２５（１番人気）� ６５３５３（２番人気）� ５５８８９（３番人気）
馬連票数 計 ４４６６０２ 的中 �� ７３３５８（１番人気）
馬単票数 計 ３１７９５６ 的中 �� ３０７８９（１番人気）
ワイド票数 計 １７５８８６ 的中 �� ２２１６４（１番人気）�� １９６３８（２番人気）�� １７１７６（３番人気）
３連複票数 計 ４９２８８８ 的中 ��� ５７８５４（１番人気）
３連単票数 計１２０５６４７ 的中 ��� ４２２６６（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１２．５―１２．３―１２．１―１３．０―１２．７―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．０―３５．５―４７．８―５９．９―１：１２．９―１：２５．６―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．６
１
３

・（６，８）－２，７－３－１＝（４，５）
６，８－２，７，３－１，５－４

２
４

・（６，８）－２，７－３－１＝５，４
２，７，６，３（８，５）１，４

勝馬の
紹 介

ケ イ ト �

父 ブライアンズタイム �


母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．１．２２ 京都４着

２００８．２．２０生 牝４黒鹿 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス １１戦３勝 賞金 ２３，８８０，０００円

２６００８ ９月８日 曇 良 （２４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１３時５０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１２ カレンミロティック �４栗 ５７ 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：４４．７ ２．４�

３４ ベネフィットユー 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４４４－ ２１：４５．４４ ８４．５�
１１ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２０．６�
５８ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２＋１０ 〃 アタマ ２．９�
８１３ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ５２０＋１４１：４５．５� ７．０�
６１０	 グローリアスローズ 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４５．８１
 ７．６	
６９ エーシンスナイパー 牡３鹿 ５４ 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４４４± ０１：４６．０１� ４９．１

７１１ ローズリパブリック 牡６芦 ５７ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ６ 〃 アタマ ４８．４�
４５ ゴーゴークリス 牡３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ １３５．１�
８１４ シゲルライム 牝３栗 ５２ 国分 恭介森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４０８＋ １１：４６．５３ １８６．９
２２ クロコサイレンス 牝３栗 ５２ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４２６－ ４１：４６．７１� ３０７．５�
３３ マイネルアルティマ 牡３芦 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４６６＋ ８ 〃 アタマ １１．８�
４６ シゲルヒメリンゴ 牝３鹿 ５２ 松山 弘平森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３６－ ４１：４７．１２� ３３９．２�
５７ � アンコンソールド 牝３鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志�大樹ファーム 松元 茂樹 米 Herman
Sarkowsky ４６０＋ ２１：４７．４２ ８２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，８０３，６００円 複勝： ４３，０３３，５００円 枠連： １４，９１５，２００円

馬連： ５８，５３４，６００円 馬単： ４２，１９３，６００円 ワイド： ２９，８９０，９００円

３連複： ８４，６７７，４００円 ３連単： １５２，１７１，７００円 計： ４４９，２２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � １，１９０円 � ３８０円 枠 連（３－７） １，５４０円

馬 連 �� ７，１７０円 馬 単 �� ８，８７０円

ワ イ ド �� １，８８０円 �� ７４０円 �� ６，１２０円

３ 連 複 ��� ２０，７３０円 ３ 連 単 ��� ８１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２３８０３６ 的中 � ７８２８０（１番人気）
複勝票数 計 ４３０３３５ 的中 � １１３０１５（１番人気）� ６９６３（９番人気）� ２５５０９（６番人気）
枠連票数 計 １４９１５２ 的中 （３－７） ７１７２（６番人気）
馬連票数 計 ５８５３４６ 的中 �� ６０３１（２０番人気）
馬単票数 計 ４２１９３６ 的中 �� ３５１４（２９番人気）
ワイド票数 計 ２９８９０９ 的中 �� ３８６３（２０番人気）�� １０５７５（８番人気）�� １１５３（３９番人気）
３連複票数 計 ８４６７７４ 的中 ��� ３０１６（５１番人気）
３連単票数 計１５２１７１７ 的中 ��� １３８４（２０１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．１―１１．９―１１．９―１１．９―１１．６―１０．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３４．３―４６．２―５８．１―１：１０．０―１：２１．６―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンミロティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１１．７ 京都４着

２００８．２．２２生 �４栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina １２戦３勝 賞金 ３５，５４０，０００円



２６００９ ９月８日 曇 良 （２４阪神４）第１日 第９競走 ��
��２，０００�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．９．１０以降２４．９．２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

鳥取市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７１４� バトルドンジョン 牡５栗 ５４ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４７８± ０２：０４．５ ７３．９�

４７ ポップアイコン 牝３栗 ５２ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム ４６６－ ２２：０４．７１� ２．６�
６１１ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５６ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５０４＋ ４２：０４．８クビ １０．３�
２３ ウインベルカント 牡５黒鹿５４ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４８４－ ４２：０５．０１� ３５．９�
５１０ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７．５ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６２＋１２２：０５．１� ９．９�
５９ � イノセントリーサム 牡５栗 ５５ 小牧 太平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２０＋１２２：０５．５２� ３３．５�
１２ コウユーヒーロー 牡５青 ５５ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５３０＋ ４２：０６．２４ １２９．３	
４８ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５３ 四位 洋文 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０－１０ 〃 ハナ ３．８

２４ ニホンピロララバイ 牡６鹿 ５４ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８４＋ ２２：０６．３	 １４０．２�
３５ メメビーナス 牝５青鹿５４ 北村 友一本谷 惠氏 坂口 正則 浦河 吉田 又治 ４８２－ ２２：０６．４クビ ９９．６�
３６ キンショーダンデー 牡５栗 ５３ 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８２± ０２：０６．５� ２２７．７
１１ メイショウシェイク 牡６鹿 ５２ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５１６－ ４ 〃 クビ １３４．５�
８１５ ブライトジェム 牡４栗 ５４ 岩田 康誠栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４９６± ０２：０６．７	 ５．３�
６１２ エクセルサス 牡５栃栗５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２０－ ８ 〃 クビ １２．５�
７１３ アグネスハイヤー 牡６鹿 ５４ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４５０＋１０２：０６．８クビ ５０．５�
８１６ ビタースウィート 牝５鹿 ５４ 松山 弘平�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４５８± ０２：０７．０１� ５０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０２５，６００円 複勝： ５５，４１９，７００円 枠連： ２７，７８２，７００円

馬連： ８９，３１０，１００円 馬単： ５７，９６７，１００円 ワイド： ４０，７６３，６００円

３連複： １２３，８８３，５００円 ３連単： ２２４，０９８，８００円 計： ６５０，２５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，３９０円 複 勝 � １，３５０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（４－７） ２，１００円

馬 連 �� １５，３７０円 馬 単 �� ４４，３４０円

ワ イ ド �� ３，５００円 �� ６，２４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３０，４７０円 ３ 連 単 ��� ３３９，６００円

票 数

単勝票数 計 ３１０２５６ 的中 � ３３１０（１１番人気）
複勝票数 計 ５５４１９７ 的中 � ７６７０（１２番人気）� １３９２３９（１番人気）� ４９５１９（４番人気）
枠連票数 計 ２７７８２７ 的中 （４－７） ９７９４（８番人気）
馬連票数 計 ８９３１０１ 的中 �� ４２９０（３５番人気）
馬単票数 計 ５７９６７１ 的中 �� ９６５（９２番人気）
ワイド票数 計 ４０７６３６ 的中 �� ２７７２（３２番人気）�� １５４０（５６番人気）�� １７９１５（４番人気）
３連複票数 計１２３８８３５ 的中 ��� ３００１（８５番人気）
３連単票数 計２２４０９８８ 的中 ��� ４８７（７４０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１２．０―１４．２―１２．９―１２．４―１２．１―１２．２―１１．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．８―３５．８―５０．０―１：０２．９―１：１５．３―１：２７．４―１：３９．６―１：５１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バトルドンジョン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００７．４．１２生 牡５栗 母 グラヴィール 母母 クライングフォーモア １８戦２勝 賞金 ３５，９２０，０００円
初出走 JRA

※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） １頭 ワンダーアサールト号
（非抽選馬） １頭 ヨクバリ号

２６０１０ ９月８日 曇 良 （２４阪神４）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

しゅくがわ

夙 川 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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６９ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５５ 浜中 俊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４９８± ０１：１０．７ １．９�

８１４ クランチタイム 牡４鹿 ５７ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５０２＋ ２１：１１．６５ １５．１�
２２ トイボックス 牡５黒鹿５７ 国分 恭介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７２－ ６１：１１．７� １９．８�
４５ スズカロジック 牡４栗 ５７ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ５０４＋１０ 〃 アタマ ６．５�
７１２ マ ル コ フ ジ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６０－ ４１：１１．９１� ９．４�
７１１ ヴェイグストーリー 牝３栗 ５３ 松山 弘平 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：１２．１� １５．０	
３４ クリスリリー 牝７栗 ５５ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４５８＋ ２１：１２．２� ２４３．４

４６ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５５ 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ５４．３�
８１３	 エスケープマジック 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：１２．３クビ ５．７�
３３ ピサノベッテル 牝３黒鹿５３ 川須 栄彦市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ２４．５
５７ カンファーネオ 牡５鹿 ５７ 北村 友一楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４８４＋ ２１：１２．４� ５８．８�
１１ 	 スマートスパークル 牡６栗 ５７ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９４－ ６１：１２．７１� ２９７．０�
６１０ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 松田 大作 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１０－ ２１：１２．８� ２１５．９�
５８ トーホウガーデン 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７６－ ４１：１３．０１� １５３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，５１０，０００円 複勝： ６７，８８９，９００円 枠連： ２８，６５７，２００円

馬連： １１８，２６２，７００円 馬単： ７７，８０１，２００円 ワイド： ４６，２３９，３００円

３連複： １４８，６５５，１００円 ３連単： ３１２，６０１，１００円 計： ８４０，６１６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３００円 � ２６０円 枠 連（６－８） ３２０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ５００円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ４，７３０円 ３ 連 単 ��� １２，９５０円

票 数

単勝票数 計 ４０５１００ 的中 � １７５８２６（１番人気）
複勝票数 計 ６７８８９９ 的中 � ２４０６６８（１番人気）� ４４００６（６番人気）� ５１８８６（５番人気）
枠連票数 計 ２８６５７２ 的中 （６－８） ６６８６４（１番人気）
馬連票数 計１１８２６２７ 的中 �� ９８４０５（３番人気）
馬単票数 計 ７７８０１２ 的中 �� ４４２９３（３番人気）
ワイド票数 計 ４６２３９３ 的中 �� ２４９７７（４番人気）�� ２３９７６（５番人気）�� ５２３５（２３番人気）
３連複票数 計１４８６５５１ 的中 ��� ２３２２１（１７番人気）
３連単票数 計３１２６０１１ 的中 ��� １７８２２（３８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．２―１１．６―１１．７―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーハヤブサ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．７．１６ 新潟８着

２００９．３．１８生 牡３鹿 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ １０戦３勝 賞金 ４３，１８６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２６０１１ ９月８日 曇 良 （２４阪神４）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�

にしのみや

西宮ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 １８２，０００円 ５２，０００円 ２６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ フレールジャック 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ２１：４６．０ １．８�

８８ � ランリョウオー 牡５黒鹿５７ 四位 洋文吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４８４＋ ８ 〃 クビ ６．８�
４４ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８－ ４１：４６．２１� １３．４�
２２ エーシンジャッカル 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６４± ０１：４６．４１	 ３．０�
５５ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５７ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ６１．１�
１１ 
 スカイリュウホー 牡８鹿 ５７ 藤懸 貴志小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４６６＋ ２１：４６．５クビ ２２．９	
６６ ワンダームシャ 牡７鹿 ５７ 幸 英明山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ２１．１

７７ � タツパーシヴ 牡５芦 ５７ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４９０＋ ８１：５０．８大差 ７１．３�

（８頭）

売 得 金

単勝： ４９，６２０，９００円 複勝： ７５，８２１，７００円 枠連： 発売なし

馬連： １４２，３４５，２００円 馬単： １０２，２４５，２００円 ワイド： ４４，７７５，２００円

３連複： １４４，９５３，５００円 ３連単： ５１９，８７２，６００円 計： １，０７９，６３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ３，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４９６２０９ 的中 � ２２９６３１（１番人気）
複勝票数 計 ７５８２１７ 的中 � ３６０５７８（１番人気）� ８１１４９（３番人気）� ５０４６７（４番人気）
馬連票数 計１４２３４５２ 的中 �� １９９７２０（２番人気）
馬単票数 計１０２２４５２ 的中 �� ９４３０３（３番人気）
ワイド票数 計 ４４７７５２ 的中 �� ５９９３８（２番人気）�� ２７９４６（５番人気）�� １７０９５（７番人気）
３連複票数 計１４４９５３５ 的中 ��� ８１３８４（５番人気）
３連単票数 計５１９８７２６ 的中 ��� １００２７５（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．３―４７．５―５９．８―１：１１．９―１：２３．４―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレールジャック �

父 ディープインパクト �


母父 Nureyev デビュー ２０１１．５．７ 京都１着

２００８．５．２５生 牡４鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song ８戦４勝 賞金 ８９，０１３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツパーシヴ号は，平成２４年１０月８日まで平地競走に出走できない。

２６０１２ ９月８日 曇 良 （２４阪神４）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１４ タ マ ラ マ �３黒鹿５５ 岩田 康誠 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９０－ ２１：２０．６ ４．６�

７１３ ペルレンケッテ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７８－ ８ 〃 クビ ３．０�
６１２ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５３ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４± ０１：２０．７クビ ３３．２�
６１１� アドマイヤアロング 牝４黒鹿５５ 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７０－１０ 〃 クビ １１３．４�
１１ マルカファイン 牡３栗 ５５

５２ ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ５０６－ ６ 〃 アタマ １５．３�
４８ アルティメイト 牝３青鹿５３ 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４３０－ ８１：２０．８� １４３．９	
５９ キネオピューマ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム ４４２＋ ６ 〃 アタマ ４．６

３５ ニシノモレッタ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ５０８± ０１：２０．９� ２４．８�
３６ ニーレンベルギア 牝３黒鹿５３ 酒井 学吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：２１．０� ５．５�
１２ � ネオウーリボー 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ４１：２１．１� ４５．３
２４ セフティオリビエト 牡３栗 ５５ 幸 英明池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９０＋ ２１：２１．２クビ ３３．７�
８１７ アートオブライツ 牝３鹿 ５３

５０ ▲水口 優也小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ２６８．４�
４７ トーワテレサ 牝５青 ５５

５２ ▲花田 大昂齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４５２＋ ６１：２１．４１	 ２３１．９�
５１０ ウォーターボルカノ 牡３黒鹿５５ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４７４＋１２１：２１．６１� １０６．６�
２３ マッシヴヒーロー 牡３鹿 ５５ 松山 弘平小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４５０＋ ６１：２１．７クビ １９．３�
８１６ アフロディシアス 牝４鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ３６．９�
８１５ ケイアイスピリット 牡３鹿 ５５ 北村 友一 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７８＋ ２１：２１．８� ６２．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３５，７２１，０００円 複勝： ５６，２９４，６００円 枠連： ３５，９９０，４００円

馬連： １０７，５４２，２００円 馬単： ６４，５１７，４００円 ワイド： ４３，９２７，４００円

３連複： １４７，８３８，３００円 ３連単： ２７５，６０２，６００円 計： ７６７，４３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ６４０円 枠 連（７－７） ８００円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２，１００円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ６，４２０円 ３ 連 単 ��� ２５，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３５７２１０ 的中 � ６１８３７（２番人気）
複勝票数 計 ５６２９４６ 的中 � ７９０６５（４番人気）� １１７５１８（１番人気）� １７０７９（９番人気）
枠連票数 計 ３５９９０４ 的中 （７－７） ３３５９２（３番人気）
馬連票数 計１０７５４２２ 的中 �� ９６３８５（２番人気）
馬単票数 計 ６４５１７４ 的中 �� ２７３６３（４番人気）
ワイド票数 計 ４３９２７４ 的中 �� ３２２８９（１番人気）�� ４８１５（２５番人気）�� ７３０４（１４番人気）
３連複票数 計１４７８３８３ 的中 ��� １７０１７（１８番人気）
３連単票数 計２７５６０２６ 的中 ��� ７９１８（４６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．４―１１．８―１１．４―１１．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３４．０―４５．８―５７．２―１：０８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ マ ラ マ �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２０１１．９．１７ 札幌５着

２００９．３．６生 �３黒鹿 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay １４戦２勝 賞金 ２３，２００，０００円
〔制裁〕 マルカファイン号の騎手森一馬は，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５０，０００円。（２番・３番への進路

影響）



（２４阪神４）第１日 ９月８日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５８頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８７，８６０，０００円
８，２４０，０００円
１，２５０，０００円
１５，６８０，０００円
４８，５２６，０００円
４，１０８，０００円
１，５１６，８００円

勝馬投票券売得金
３０３，３３３，３００円
５０６，５３２，２００円
１７１，２０３，３００円
７７５，６１８，９００円
５４３，５５２，２００円
３３６，５０７，３００円
１，０２２，０５７，１００円
２，１５３，５８０，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ５，８１２，３８４，４００円

総入場人員 １２，６０９名 （有料入場人員 １１，６３０名）


