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２６０３７ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

５９ メイショウガンツ 牝２鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４２６± ０１：２２．７ ３．６�

４７ アートアロング 牝２栗 ５４ 福永 祐一寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 ４３０＋ ６ 〃 クビ ５．１�
３４ エイティグローリー 牝２栗 ５４ 田辺 裕信前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４１２－ ２１：２２．８クビ １７．７�
６１１ ヨゾラニネガイヲ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：２３．１１� ７．０�
８１４ セイントデジタル 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４０－ ６１：２３．２� １６．４�
５８ ブイダッシュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 ３７８－ ４１：２３．３� ２８．４�
６１０ クリノアマダブラム 牝２栗 ５４ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４３６＋ ４１：２３．４� ３２．１	
２３ ロージーローズ 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太北駿競走馬組合 田島 良保 新ひだか 上村 清志 ４４８＋１０１：２３．５� １１．０

８１５ ジョウショーピアス 牝２栗 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 ４４０－ ２１：２３．７１� １９．６�
７１３ ジョロキアキャット 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 ３９２＋ ４１：２３．９１� ２５８．３

２２ カシノレアネス 牝２黒鹿５４ 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 ４２８－ ４１：２４．０� ２４５．５�
１１ ミキノティータイム 牝２栗 ５４ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４４８－ ２１：２４．２１� ６．３�
３５ ゴッドカンタータ 牝２鹿 ５４ 酒井 学中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 ４６０－ ２１：２４．９４ １９０．１�
７１２ ミュミュダベイユ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也泉 一郎氏 福島 信晴 宮崎 吉野 政敏 ４２０± ０１：２５．８５ ３９８．２�
４６ ハナズデラックス 牝２芦 ５４ 川田 将雅M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 田中 裕之 ４９６＋ ４ （競走中止） ７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，５３４，９００円 複勝： ３４，７５９，３００円 枠連： １４，４８３，７００円

馬連： ４５，９６８，６００円 馬単： ３０，０２０，９００円 ワイド： ２３，６１０，３００円

３連複： ７４，４１０，０００円 ３連単： １０７，０６２，６００円 計： ３４７，８５０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ４３０円 枠 連（４－５） ５６０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，１４０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ５，３６０円 ３ 連 単 ��� ２４，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７５３４９ 的中 � ３８９９４（１番人気）
複勝票数 計 ３４７５９３ 的中 � ６９１７５（１番人気）� ５２６７９（２番人気）� １６２７１（９番人気）
枠連票数 計 １４４８３７ 的中 （４－５） １９３０１（１番人気）
馬連票数 計 ４５９６８６ 的中 �� ３２０７１（２番人気）
馬単票数 計 ３００２０９ 的中 �� １１４８８（２番人気）
ワイド票数 計 ２３６１０３ 的中 �� １３６９４（２番人気）�� ４９２４（１４番人気）�� ４２００（２０番人気）
３連複票数 計 ７４４１００ 的中 ��� １０２５５（１２番人気）
３連単票数 計１０７０６２６ 的中 ��� ３２２４（５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．１―１１．９―１１．６―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３５．９―４７．８―５９．４―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウガンツ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１２．８．１８ 小倉３着

２０１０．３．１０生 牝２鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 メイショウガンツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ハナズデラックス号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。

２６０３８ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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

８１５ サンライズカラー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５２４± ０１：５４．５ １５．７�

７１３ ラブトゥオール 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４５２－ ４１：５４．６� ３．４�
３５ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：５５．１３ ６．２�
４８ オースミホイップ 牡３鹿 ５６ 酒井 学�オースミ 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２ 〃 クビ ９．１�
２３ � リトルリスキー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�ダイリン 大久保龍志 英 Aston

House Stud ４２６± ０１：５５．２クビ ５６．３�
８１６� シゲルカシス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一森中 蕃氏 五十嵐忠男 米 Brereton

C. Jones ４９８＋ ６１：５５．８３� ７．３�
１２ サンライズポポロ 牡３黒鹿５６ 岡部 誠松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 斉藤スタッド ５１６＋１４１：５６．２２� １０７．７	

（愛知）

３６ ドウニカナルデショ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小田切有一氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６－ ６１：５６．３� ４．１


２４ サウンドブレーヴ 牡３栗 ５６ 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 ４６８－ ８１：５６．９３� １７．０�
５１０ ヴェルメリオ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：５７．９６ ６７．７
５９ ネオシアリーズ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４３４－ ６１：５８．０� ７９．７�
７１４ オースミシングル 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬�オースミ 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：５８．４２� ５６９．１�
６１２ スリーキングス 牡３栗 ５６ 松田 大作永井商事� 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２４－ ６１：５９．０３� １９２．７�
６１１ オールゴーウェル 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４１２± ０１：５９．４２� １６８．４�
４７ エイユーラズリー 牝３鹿 ５４ 松山 弘平笹部 和子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼牧場 ４３８＋ ４２：０４．４大差 ６１．８�
１１ リボッラジャッラ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉村 圭司 浦河 藤春 修二 ５２６－ ４２：０７．０大差 ９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９９４，０００円 複勝： ３６，７０３，７００円 枠連： １３，８４７，９００円

馬連： ４２，９８６，５００円 馬単： ３０，２２０，５００円 ワイド： ２３，４２５，６００円

３連複： ６９，００３，４００円 ３連単： １００，５０１，７００円 計： ３３５，６８３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（７－８） ７９０円

馬 連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ７，０５０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，１００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ４，６９０円 ３ 連 単 ��� ３３，８７０円

票 数

単勝票数 計 １８９９４０ 的中 � ９５３９（７番人気）
複勝票数 計 ３６７０３７ 的中 � ２６６０６（６番人気）� ９００４２（１番人気）� ５７１６９（２番人気）
枠連票数 計 １３８４７９ 的中 （７－８） １２９８２（３番人気）
馬連票数 計 ４２９８６５ 的中 �� １０４５９（１３番人気）
馬単票数 計 ３０２２０５ 的中 �� ３１６５（３２番人気）
ワイド票数 計 ２３４２５６ 的中 �� ８５２７（７番人気）�� ４９２９（１３番人気）�� １６３６９（２番人気）
３連複票数 計 ６９００３４ 的中 ��� １０８７６（１５番人気）
３連単票数 計１００５０１７ 的中 ��� ２１９０（１１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３７．７―５０．６―１：０３．７―１：１６．７―１：２９．２―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズカラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．４．２８ 京都１４着

２００９．４．１生 牡３鹿 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン ６戦１勝 賞金 ４，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーキングス号・エイユーラズリー号・リボッラジャッラ号は，平成２４年１０月１６日まで平地競走

に出走できない。
オールゴーウェル号は，平成２４年１１月１６日まで平地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エスケイヒーロー号・ベルニーニ号
（非抽選馬） ２頭 シルクヴェリタス号・リバイヴエンブレム号
※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。

第４回 阪神競馬 第４日



２６０３９ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第３競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１６ メイショウツレヅレ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 ４３６ ―１：１３．２ ７７．３�

３６ エイユーラピス 牝３鹿 ５４ 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 ４６０－ ２１：１３．５１� ６．１�
３５ フォールメドウ 牝３栗 ５４ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４４０－ ８１：１３．７１� ３３．９�
７１４ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９６＋ ８１：１３．８� ２０．４�
８１５ ウエスタンムサシ 牡３芦 ５６ 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ５０４－ ８１：１４．０１� ３．２�
４８ バンブトンカツ 牡３鹿 ５６ 幸 英明�口 正蔵氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 ４７２－ ８１：１４．１� １９．７�
５１０ オーブライツ 牡３芦 ５６ 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４８８＋ ８１：１４．２� ２．５	
１１ アドマイヤシャドウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ４７６＋１０１：１４．５２ ７．３

２３ ステップワイズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅有限会社シルク千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ４６８± ０１：１４．６� ２８．５�
６１１ サクラアクティブ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 伊藤 敏明 ４６８－１８１：１４．７� ４２．６
１２ ナリタマクリス 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４４２＋１４１：１５．０２ １８８．８�
４７ アートオブパナシェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４５６－１２１：１５．１クビ １３７．５�
２４ ツカサハピネス 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 ４４０＋ ６１：１５．３１� ３０３．５�
６１２ ツルマルサンチャン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠鶴田 鈴子氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４８＋ ２ 〃 クビ ４２．８�
７１３ アイファーアミーガ 牝３黒鹿５４ 岡部 誠中島 稔氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ４１８± ０１：１７．３大差 ４８３．７�

（愛知）

（１５頭）
５９ イ ツ ノ ヒ カ 牝３鹿 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４８８＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，９４８，３００円 複勝： ３９，１１６，０００円 枠連： １４，５７３，７００円

馬連： ４０，６８８，９００円 馬単： ２９，６７０，２００円 ワイド： ２１，９３６，０００円

３連複： ５６，６０１，９００円 ３連単： ８９，３８４，４００円 計： ３１１，９１９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，７３０円 複 勝 � １，７９０円 � ２００円 � ９８０円 枠 連（３－８） ９８０円

馬 連 �� ２５，３９０円 馬 単 �� ８２，３２０円

ワ イ ド �� ５，２２０円 �� ２６，７６０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １７８，５２０円 ３ 連 単 ��� ７４９，６２０円

票 数

単勝票数 差引計 １９９４８３（返還計 １６７９７） 的中 � ２０３６（１１番人気）
複勝票数 差引計 ３９１１６０（返還計 ３０２３８） 的中 � ４８４１（１１番人気）� ６６２０３（３番人気）� ９１９３（９番人気）
枠連票数 差引計 １４５７３７（返還計 １０８４１） 的中 （３－８） １１０４７（４番人気）
馬連票数 差引計 ４０６８８９（返還計 ８９２８３） 的中 �� １１８３（４３番人気）
馬単票数 差引計 ２９６７０２（返還計 ６５０９１） 的中 �� ２６６（１０３番人気）
ワイド票数 差引計 ２１９３６０（返還計 ４７４５５） 的中 �� １０２８（４１番人気）�� １９８（８１番人気）�� ３３５９（１８番人気）
３連複票数 差引計 ５６６０１９（返還計２２２１６９） 的中 ��� ２３４（１８２番人気）
３連単票数 差引計 ８９３８４４（返還計３４９５４０） 的中 ��� ８８（８９８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．６―１２．２―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．１―３６．７―４８．９―１：００．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．５
３ ・（１２，１５）（１，２，３，１０）（６，１４）（８，１６）１１，５，１３，７，４ ４ ・（１２，１５）（３，１０）（１，１４，１６）（２，６）（８，１１）５，７－１３，４

勝馬の
紹 介

メイショウツレヅレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

２００９．３．３１生 牝３黒鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー １戦１勝 賞金 ４，０００，０００円
〔競走除外〕 イツノヒカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右前球節部挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 イツノヒカ号は，平成２４年９月１７日から平成２４年１０月１６日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーアミーガ号は，平成２４年１０月１６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プラチナエンジェル号
（非抽選馬） １頭 タランテラ号
※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。

２６０４０ ９月１６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４阪神４）第４日 第４競走 ２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１５．７良・良

２２ ロードセイバー 牡５栗 ６０ 白浜 雄造 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４６６＋ ２３：１９．５ １．６�

５５ クレバーウエスタン 牡４芦 ６０ 植野 貴也田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７４－１０３：２０．７７ ２．９�
７７ ニシノファブレッド 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４７８－ ４３：２１．２３ ７．７�
８８ カ ゼ カ オ ル 牡３鹿 ５８ 林 満明荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６４＋ ２３：２３．９大差 ２９．４�
１１ � セフティーフライト 牡３栗 ５８ 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３０－ ４３：２４．５３� ３２．２�
６６ トウケイヤマト 牡３鹿 ５８ 今村 康成木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ５０４± ０３：２８．１大差 ７１．２	
４４ � ヒロノキョウシュウ 牡７鹿 ６０ 石神 深一八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 ５００＋ ６３：３０．０大差 ４４．７

３３ ラガーアンバー 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７６－ ４３：３７．４大差 １８．５�

（８頭）

売 得 金

単勝： １７，６５０，１００円 複勝： ２５，１３８，０００円 枠連： 発売なし

馬連： ３０，５４３，９００円 馬単： ２９，５８９，０００円 ワイド： １１，３８１，２００円

３連複： ３６，９８１，９００円 ３連単： １２６，３３０，２００円 計： ２７７，６１４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １８０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド �� １２０円 �� １９０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２８０円 ３ 連 単 ��� ５９０円

票 数

単勝票数 計 １７６５０１ 的中 � ８７３５６（１番人気）
複勝票数 計 ２５１３８０ 的中 � １３３３２４（１番人気）� ６０２９７（２番人気）� ２４１６０（３番人気）
馬連票数 計 ３０５４３９ 的中 �� １２６９７６（１番人気）
馬単票数 計 ２９５８９０ 的中 �� ７６１６１（１番人気）
ワイド票数 計 １１３８１２ 的中 �� ３２１７１（１番人気）�� １２７５８（２番人気）�� １００２６（３番人気）
３連複票数 計 ３６９８１９ 的中 ��� ９８６１２（１番人気）
３連単票数 計１２６３３０２ 的中 ��� １５８９８０（１番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５３．４－３F ４０．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
２＝５＝（７，１）８，６－３－４
２＝５＝７－８，１＝６＝４－３

�
�
２＝５＝（７，１）－８－６＝３，４・（２，５）＝７＝８－１＝６＝４＝３

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードセイバー �

父 ザッツザプレンティ �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．７．１９ 札幌５着

２００７．１．２７生 牡５栗 母 ラブアンドリーム 母母 ダイナセレモニー 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔騎手変更〕 カゼカオル号の騎手北沢伸也は，第３日第８競走での落馬負傷のため林満明に変更。



２６０４１ ９月１６日 曇 良 （２４阪神４）第４日 第５競走 ��
��１，８００�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� コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．４

良

良

７７ ダンツクロノス 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 ５００ ―１：５１．１ ３．２�

８１０ カレンバッドボーイ 牡２鹿 ５４ 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２ ― 〃 クビ ３．６�
３３ ディレットリーチェ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４７８ ―１：５１．４１� １２．８�
８９ ヴァーティカルサン 牡２青鹿５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６ ―１：５１．５� １３．７�
７８ アドマイヤキンカク 牡２鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５０ ― 〃 クビ ２．４�
２２ ブ ラ ド ッ ク 牡２黒鹿５４ 鮫島 良太松田 整二氏 田島 良保 平取 びらとり牧場 ４４０ ―１：５１．７１� ９５．４�
５５ リ ュ ベ ロ ン 牡２栃栗５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５４ ―１：５１．８クビ ３３．４	
４４ ウインデスティニー 牡２栗 ５４ 高倉 稜
ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４２４ ―１：５１．９� ９０．７�
１１ カナディアンリーフ 牡２黒鹿５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ５３６ ―１：５３．７大差 ２５．１�
６６ シゲルウミヘビザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 ４８６ ―１：５４．４４ １９３．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３３，０２９，９００円 複勝： ３３，６８１，０００円 枠連： １１，３８４，８００円

馬連： ４１，３４４，７００円 馬単： ３７，９１５，４００円 ワイド： ２０，５５３，９００円

３連複： ５８，０７５，１００円 ３連単： １４０，３７５，１００円 計： ３７６，３５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ２３０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４９０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� ７，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３３０２９９ 的中 � ８２８７６（２番人気）
複勝票数 計 ３３６８１０ 的中 � ８１０７７（２番人気）� ５３３３５（３番人気）� ３２６０４（４番人気）
枠連票数 計 １１３８４８ 的中 （７－８） ３７９３７（１番人気）
馬連票数 計 ４１３４４７ 的中 �� ４４８９０（３番人気）
馬単票数 計 ３７９１５４ 的中 �� ２１５４９（５番人気）
ワイド票数 計 ２０５５３９ 的中 �� １９５８１（３番人気）�� １００２５（５番人気）�� ６７７１（８番人気）
３連複票数 計 ５８０７５１ 的中 ��� ２１０３６（６番人気）
３連単票数 計１４０３７５１ 的中 ��� １３６９４（２１番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１２．９―１３．５―１３．２―１２．７―１１．７―１０．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．４―３８．３―５１．８―１：０５．０―１：１７．７―１：２９．４―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３３．４
３ ９－（３，１０）（７，８）－２，５（４，６）－１ ４ ９，１０（３，８）７（２，５）４－１－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツクロノス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２０１０．４．６生 牡２鹿 母 ウインデンファーレ 母母 リーガルジョイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２６０４２ ９月１６日 曇 良 （２４阪神４）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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

７１０ ショウナンマオ 牝３鹿 ５２ 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８＋ ４１：５３．３ ４．０�

８１２ ピンウィール 牝３栗 ５２ 福永 祐一�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０＋ ４１：５３．４� １．７�
３３ サ ン ビ ス タ 牝３黒鹿５２ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ １０．２�
７１１ サンマルリジイ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４９０－ ４１：５３．６１� ５９．５�
５６ アルデュイナ 牝５鹿 ５５ 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ６１：５４．０２� １３．１�
６９ ツィンクルブーケ 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：５４．２１� ９８．８�
２２ コーラルグリッタ 牝３黒鹿５２ 池添 謙一	ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４７２± ０１：５４．３� ２３．２

５７ ゴッドフローラ 牝４芦 ５５ 幸 英明中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ５１２＋２３１：５４．９３� ５８．６�
１１ デ コ レ イ ト 牝３鹿 ５２ 岡部 誠吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム ４６８＋１４ 〃 クビ １２０．８�

（愛知）

８１３ プリティホワイト 牝３芦 ５２ 武 豊長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４５２＋ ４１：５５．０クビ １２．０
６８ メジロマリシテン 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０＋１０１：５５．８５ １３６．１�
４４ クレバースカイ 牝３芦 ５２

４９ ▲藤懸 貴志田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４４４－ ４１：５６．６５ ３２９．４�
４５ ビューティサン 牝３黒鹿５２ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 ４６４± ０１：５６．９１� ２１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，４５５，９００円 複勝： ６９，４９９，７００円 枠連： １３，６８０，４００円

馬連： ５０，５２４，２００円 馬単： ４５，７１１，７００円 ワイド： ２７，１０７，２００円

３連複： ７８，６５０，１００円 ３連単： １６２，２３１，７００円 計： ４７４，８６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（７－８） ３００円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ５９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２７４５５９ 的中 � ５４２４１（２番人気）
複勝票数 計 ６９４９９７ 的中 � ８８２３８（２番人気）� ４０９８６７（１番人気）� ４１０７０（５番人気）
枠連票数 計 １３６８０４ 的中 （７－８） ３３６６３（１番人気）
馬連票数 計 ５０５２４２ 的中 �� １０６９５６（１番人気）
馬単票数 計 ４５７１１７ 的中 �� ３９４５６（２番人気）
ワイド票数 計 ２７１０７２ 的中 �� ５０７０９（１番人気）�� ９１３６（８番人気）�� ２１３３９（３番人気）
３連複票数 計 ７８６５０１ 的中 ��� ５３５１９（３番人気）
３連単票数 計１６２２３１７ 的中 ��� １８７５３（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．３―１２．８―１２．９―１３．２―１３．３―１２．８―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２２．７―３５．５―４８．４―１：０１．６―１：１４．９―１：２７．７―１：４０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマオ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１２．１．２１ 京都５着

２００９．３．２１生 牝３鹿 母 ショウナンハピネス 母母 Rambling Barb ８戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔制裁〕 ツィンクルブーケ号の騎手藤岡佑介は，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。（１番への進路

影響）
※クレバースカイ号は，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。



２６０４３ ９月１６日 曇 良 （２４阪神４）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

５９ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５３ 鮫島 良太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４９４－ ２１：０８．２ ５．２�

７１４ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５５ 佐藤 哲三 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４８６＋ ４１：０８．５２ ４．２�
１１ ナムラハヤテ 牡３黒鹿５５ 川須 栄彦奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 ４５６－ ６１：０８．９２� ６．８�
１２ タイヨウパフューム 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３９０－ ４１：０９．０� ３０．２�
６１１ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿５５ 高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４２２＋ ４１：０９．１� １０１．３�
４７ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 幸 英明馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ２３．７	
８１５ ハ ピ シ ン 牝４黒鹿５５ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４５４＋ ４１：０９．２ �＋アタマ ６１．７

２３ ディザイラブル 牝３黒鹿５３ 松山 弘平�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２－ ４１：０９．４１� ２７．５�
３５ エランドール 牝４鹿 ５５ 国分 優作�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４５６＋３４ 〃 クビ ５４．５�
３６ オビーディエント 牡３黒鹿５５ 川島 信二�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ４ 〃 ハナ ６７．０
６１２ シゲルオレンジ 牝３黒鹿５３ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５２－ ４１：０９．８２� ４８．３�
５１０ タニノマイルストン 牝３栗 ５３ 小牧 太谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４３６± ０１：１０．０１ ２０．２�
８１６ コマノガレオス 牡３鹿 ５５ 川田 将雅長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５０４± ０ 〃 ハナ １４．２�
２４ ロ ン ド 牝４青鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４７０＋ ４ （降着） ５．２�
４８ ゴールデンオブジェ 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７２＋１０１：１０．１� ４４．５�
７１３ アルレガーロ 牝３栗 ５３ 浜中 俊�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 B４５６± ０１：１０．７３� ６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６９７，０００円 複勝： ４６，８３３，６００円 枠連： ２４，０４２，７００円

馬連： ７１，９６５，１００円 馬単： ４３，６２４，８００円 ワイド： ３３，６６４，８００円

３連複： １０８，０７４，４００円 ３連単： １７１，０９６，４００円 計： ５２３，９９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（５－７） ５６０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ７６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２４６９７０ 的中 � ３８０７１（２番人気）
複勝票数 計 ４６８３３６ 的中 � ５３３４９（４番人気）� １０１５２５（１番人気）� ５７７９１（３番人気）
枠連票数 計 ２４０４２７ 的中 （５－７） ３１７８２（１番人気）
馬連票数 計 ７１９６５１ 的中 �� ４７２４４（２番人気）
馬単票数 計 ４３６２４８ 的中 �� １４３９８（３番人気）
ワイド票数 計 ３３６６４８ 的中 �� １７３９６（３番人気）�� １０５５８（８番人気）�� １５４４０（４番人気）
３連複票数 計１０８０７４４ 的中 ��� ３２７４９（４番人気）
３連単票数 計１７１０９６４ 的中 ��� １０２３０（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．２―１１．１―１０．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３４．８―４５．９―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイザヨイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．３．１０ 中京１１着

２００９．３．１９生 牝３鹿 母 シャコービクトリア 母母 ビトゥイーンタイム ８戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
〔降着〕 ロンド号は，７位〔タイム１分０９秒２，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して「コマノガレオス」号

および「タニノマイルストン」号の走行を妨害したため１４着に降着。
〔制裁〕 ケイアイユニコーン号の騎手佐藤哲三は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（７番・５番への進路影響）

ロンド号の騎手藤懸貴志は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（８番への進路影響）
ロンド号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２４年９月２２日から平成２４年１０月

７日まで騎乗停止。
※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。
（非抽選馬） ２頭 クレムリンシチー号・チェリービスティー号

２６０４４ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第８競走 ��
��１，８００�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走１３時５０分（番組第９競走を順序変更） （芝・右・外）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金７５０万円毎１�増
賞 品

本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 １３３，０００円 ３８，０００円 １９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．４

良

良

５５ ラブリーデイ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：４７．７ ３．４�

３３ サンマルホーム 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４２８＋ ４ 〃 クビ ６．０�

２２ タガノエンブレム 牡２青鹿５４ 幸 英明八木 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 ４５８－ ８１：４８．４４ ２．２�

１１ フジノストロング 牡２栗 ５４ 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：４９．０３� ３．８�
４４ キンショータイム 牡２栗 ５４ 長谷川浩大礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 ４８４－ ８１：５０．５９ ６３．６�
６６ ユ キ カ ゼ 牡２栗 ５４ 松山 弘平松岡 孝一氏 牧田 和弥 新ひだか マークリ牧場 ４９６＋ ６１：５０．７１� １９．７�

（６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７５４，６００円 複勝： ２９，１８４，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ４１，３６３，２００円 馬単： ４２，３８６，０００円 ワイド： １４，９２３，８００円

３連複： ４５，０２８，５００円 ３連単： １９０，６５６，３００円 計： ３９０，２９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � ２００円 � ２８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １５０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� ３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２６７５４６ 的中 � ６３８０６（２番人気）
複勝票数 計 ２９１８４３ 的中 � ６１７４９（２番人気）� ３９４１２（４番人気）
馬連票数 計 ４１３６３２ 的中 �� ２９２０８（６番人気）
馬単票数 計 ４２３８６０ 的中 �� １９８９９（９番人気）
ワイド票数 計 １４９２３８ 的中 �� １２２０９（６番人気）�� ２９５４２（１番人気）�� １９５５０（４番人気）
３連複票数 計 ４５０２８５ 的中 ��� ６７０８６（３番人気）
３連単票数 計１９０６５６３ 的中 ��� ３９３６３（１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．５―１２．４―１２．５―１２．６―１２．２―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．３―４７．７―１：００．２―１：１２．８―１：２５．０―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリーデイ 	


父 キングカメハメハ 	



母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．８．１９ 小倉１着

２０１０．１．３０生 牡２黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー ２戦２勝 賞金 ２２，１３３，０００円



２６０４５ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第９競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時２５分（番組第８競走を順序変更） （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 ７，２００，０００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

３６ サイキョウイシヤマ 牡４鹿 ５７
５４ ▲菱田 裕二奥本 義幸氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４８２－ ４１：５１．３ ３．２�

２３ ローレルレジェンド 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 ４７４－ ４１：５１．８３ ３．９�
５１０ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 岡部 誠中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４５６－ ４１：５２．３３ ４９．７�

（愛知）

３５ アルディエス 牡３鹿 ５４ 川田 将雅�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４５２－ ２１：５２．７２� ５．１�
７１３ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９８＋ ６１：５３．０１� １０．０�
８１５ シャイニーダンディ 牡４青鹿５７ 国分 恭介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６４－ ８１：５３．２１	 １６．８�
５９ キングウェリナ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７６＋１２１：５３．３クビ ４２．７	
１１ サンライズドバイ 牡４芦 ５７ 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４９２－ ２１：５３．５１� ４１．３

４８ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４７０－ ４１：５３．９２� １１５．８�
８１６ マイネルドメニカ 牡３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ６１：５４．３２� １５．５�

７１４ ドリームプログラム 牡３栗 ５４ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ５０２＋１０１：５４．５１� ３１．８
４７ 
 カネトシテンアップ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－ ６１：５５．８８ １５６．４�
６１１ タイセイモンスター 牡３栗 ５４ N．ピンナ 田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５３０＋ ８１：５６．３３ １４．９�

（伊）

１２ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ ３３．９�
２４ ワルトユニヴァース 牡５栗 ５７ 田辺 裕信的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５４± ０１：５８．３大差 １９．６�

（１５頭）
６１２ アウゲンイカロス 牡４黒鹿５７ 幸 英明槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２９，５７２，８００円 複勝： ４９，１７４，２００円 枠連： ３０，８４３，４００円

馬連： ９７，０２８，７００円 馬単： ５８，７５３，３００円 ワイド： ４１，０８０，２００円

３連複： １３６，７７５，８００円 ３連単： ２３２，０８０，７００円 計： ６７５，３０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ８５０円 枠 連（２－３） ４１０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２，２１０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ８，９１０円 ３ 連 単 ��� ３４，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２９５７２８ 的中 � ７４８２９（１番人気）
複勝票数 計 ４９１７４２ 的中 � １１５９４６（１番人気）� ８１２８６（２番人気）� １０１０９（１３番人気）
枠連票数 計 ３０８４３４ 的中 （２－３） ５６１８７（１番人気）
馬連票数 計 ９７０２８７ 的中 �� １０３４４６（１番人気）
馬単票数 計 ５８７５３３ 的中 �� ２８７８９（２番人気）
ワイド票数 計 ４１０８０２ 的中 �� ３２７７９（１番人気）�� ４２６４（３１番人気）�� ４０４５（３３番人気）
３連複票数 計１３６７７５８ 的中 ��� １１３３７（２５番人気）
３連単票数 計２３２０８０７ 的中 ��� ４９４１（９１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１２．４―１２．６―１３．０―１３．４―１２．２―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．２―３５．６―４８．２―１：０１．２―１：１４．６―１：２６．８―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サイキョウイシヤマ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２０１０．１０．１０ 京都１２着

２００８．４．２生 牡４鹿 母 ファーガーズプロスペクト 母母 Fager’s Glory １５戦２勝 賞金 ２４，７４０，０００円
〔出走取消〕 アウゲンイカロス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワルトユニヴァース号は，平成２４年１０月１６日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２６０４６ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第１０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 １４，０００，０００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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

７１３ ト ラ バ ン ト 牡４栗 ５７ 内田 博幸吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ４１：２４．６ ３．０�

６１１ ナリタスプリング 牡５青鹿５７ 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ ６．０�
７１４ スズカセクレターボ 牡４栗 ５７ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０１：２４．８１� ４．３�
５１０ アマノレインジャー 牡４栗 ５７ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ５１４＋１２１：２５．１１� ８．６�
８１６	 アグネスティンクル 牡５栗 ５７ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４７２＋ ２１：２５．２� １４１．５�
１２ 
 モエレデフィニット 牡５青鹿５７ 武 豊山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４８８－ ４ 〃 クビ １１．８�
２３ バンドゥロンシャン 牡６栗 ５７ 秋山真一郎 	社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ４６８－１２１：２５．３� ６４．０

６１２ ケンエンブレム 牡４鹿 ５７ 岡部 誠中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４６６＋１４１：２５．５１� ３３．２�

（愛知）

８１５ ホクセツキングオー 牡５鹿 ５７ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ５１０＋ ４ 〃 クビ ７．０�
３６ ベストバウト 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ５０４± ０ 〃 アタマ ２２．０
５９ 
 キングコーリンオー �６鹿 ５７ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ３１０．１�
３５ タマモブラウン 牡４鹿 ５７ 川島 信二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０６＋ ４１：２５．８１� ４４．２�
４８ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 松山 弘平東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８８＋ ４１：２５．９クビ ９９．６�
２４ トップオブザヘヴン 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介	グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４６４＋ ２１：２６．０� ３５．４�
１１ 
 テーオーマグナム 牡７鹿 ５７ 竹之下智昭小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４９０－ ５１：２６．３２ ２２６．５�
４７ ホホヲヨセテ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４４６＋ ７１：２６．４クビ ６１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，０４２，３００円 複勝： ７６，４１８，９００円 枠連： ３８，８６２，９００円

馬連： １６６，０９３，２００円 馬単： ９５，４８９，１００円 ワイド： ６４，４３６，０００円

３連複： ２３２，３０５，９００円 ３連単： ４１８，１３０，３００円 計： １，１３４，７７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（６－７） ４８０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ３１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ５，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４３０４２３ 的中 � １１３７４７（１番人気）
複勝票数 計 ７６４１８９ 的中 � １６５５５３（１番人気）� １１８１３０（３番人気）� １１９３１０（２番人気）
枠連票数 計 ３８８６２９ 的中 （６－７） ６０９２４（１番人気）
馬連票数 計１６６０９３２ 的中 �� １３８８７５（２番人気）
馬単票数 計 ９５４８９１ 的中 �� ４４６９０（２番人気）
ワイド票数 計 ６４４３６０ 的中 �� ４４７１０（２番人気）�� ５３５０６（１番人気）�� ３２５７９（３番人気）
３連複票数 計２３２３０５９ 的中 ��� １１５８５３（１番人気）
３連単票数 計４１８１３０３ 的中 ��� ５１５４９（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．２―１２．３―１１．８―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．３―１：００．１―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ バ ン ト �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１１．１３ 京都８着

２００８．２．２生 牡４栗 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat １１戦４勝 賞金 ４５，５４８，０００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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 カンファーネオ号・ゴールドゼウス号・ツリーズオブホープ号・ネオシーサー号・マイユクール号
※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。

２レース目



２６０４７ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第３０回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （秋華賞トライアル） （芝・右・外）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
関西テレビ放送賞（１着）

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ８１２，０００円 ２３２，０００円 １１６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６６ ジェンティルドンナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７２＋１２１：４６．８ １．５�

６７ ヴィルシーナ 牝３青 ５４ 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５０＋１８１：４７．０１� ３．８�
７８ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４０８－１０１：４７．１� １１．６�
３３ キャトルフィーユ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４５２＋ ２１：４７．２クビ ２０．８�
４４ トーセンベニザクラ 牝３黒鹿５４ 武 豊島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３４＋１０ 〃 ハナ １８．０	
５５ サンマルクイーン 牝３栗 ５４ 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B４５０－１０１：４７．６２� ３５．０

８１１ ニコールバローズ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４３４－ ６ 〃 クビ １０３．１�
７９ サトノジョリー 牝３青鹿５４ N．ピンナ 里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４３６＋１０１：４８．３４ ４５．４�

（伊）

２２ スピークソフトリー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７６－ ４１：４８．７２� ３１．０

１１ � スズカウインダー 牝３鹿 ５４ 岡部 誠永井 啓弍氏 川西 毅 新ひだか 岡野牧場 ４３４± ０１：５０．２９ １６６．７�
（愛知） （愛知）

（１０頭）
８１０ ハナズゴール 牝３栗 ５４ 田辺 裕信M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５２，３８０，３００円 複勝： ３４６，２７０，１００円 枠連： ９０，３９４，９００円

馬連： ４１４，１２２，４００円 馬単： ３７８，６４２，８００円 ワイド： １５３，８４１，７００円

３連複： ５３５，７４４，９００円 ３連単： １，９６３，９２５，２００円 計： ４，０３５，３２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（６－６） １７０円

馬 連 �� １７０円 馬 単 �� ２３０円

ワ イ ド �� １２０円 �� ２７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ４２０円 ３ 連 単 ��� ８００円

票 数

単勝票数 差引計１５２３８０３（返還計 ８１１０） 的中 � ８５６２８５（１番人気）
複勝票数 差引計３４６２７０１（返還計 ５０７５） 的中 � ２２８５８５５（１番人気）� ５９８１９２（２番人気）� １４７１３８（３番人気）
枠連票数 差引計 ９０３９４９（返還計 １５５） 的中 （６－６） ４１５９０４（１番人気）
馬連票数 差引計４１４１２２４（返還計 ４２４８９） 的中 �� １９００６７６（１番人気）
馬単票数 差引計３７８６４２８（返還計 ３９６２８） 的中 �� １２３７９７１（１番人気）
ワイド票数 差引計１５３８４１７（返還計 １７１４０） 的中 �� ４８７８２２（１番人気）�� １１０３４４（２番人気）�� ８０８７４（４番人気）
３連複票数 差引計５３５７４４９（返還計１０３５０３） 的中 ��� ９６０７３０（１番人気）
３連単票数 差引計１９６３９２５２（返還計３６７９３５） 的中 ���１８２３６７６（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．０―１２．５―１２．４―１２．０―１１．４―１０．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３６．５―４９．０―１：０１．４―１：１３．４―１：２４．８―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３３．４
３ ５（３，６，９）７（２，８，１１）４，１ ４ ５，６（３，９）（７，１１）８，２，４－１

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１１．１１．１９ 京都２着

２００９．２．２０生 牝３鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ７戦５勝 賞金 ３４３，１８８，０００円
〔出走取消〕 ハナズゴール号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 スズカウインダー号の調教師川西毅は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりジェンティルドンナ号・ヴィルシーナ号・ラスヴェンチュラス号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２６０４８ ９月１６日 晴 良 （２４阪神４）第４日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

６１１ サカジロゴールド 牡４鹿 ５７ 岡部 誠ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５１８－１０１：２５．９ １０．２�
（愛知）

４８ デアリングプライド 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：２６．１１� ７．３�
７１４ エリモサプライズ �５鹿 ５７ 松田 大作山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５４２－ ２１：２６．２� ５７．０�
３５ リズミックビート 牡５栗 ５７ 鮫島 良太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ ８８．１�
６１２� ゴールドディガー 牡４栗 ５７ 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４７４－１９１：２６．３� ５６．７�
２３ � スターウォーズ 牡５黒鹿５７ 四位 洋文中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４８２－ ４１：２６．４	 ８４．２	
２４ ゴ リ ラ 牡３栗 ５５ 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 ４７２－ ６１：２６．５クビ １．７

１１ ジャスティシア 牝３鹿 ５３

５０ ▲藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ６．９�
７１３ エリモレインボー 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４５０－１０ 〃 ハナ ９５．１�
４７ エアカーネリアン 牡４黒鹿５７ 川田 将雅 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 ４８０＋ ４１：２６．６クビ ６６．２
１２ � ヤマカツティガー 牡８鹿 ５７ 小牧 太�駒秀 武 宏平 静内 岡田牧場 ４６６－１１１：２６．７� ５８．５�
８１６ トーブプリンセス 牝３鹿 ５３

５０ ▲菱田 裕二武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４６２－ ２１：２６．９１� １８１．４�
５１０ アイアンラチェット 牡５黒鹿５７ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：２７．０	 １５．８�
３６ マウシャーレ 牡４栗 ５７

５４ ▲水口 優也浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４４６－ ２１：２７．１クビ ３５６．８�
８１５ トウショウハマー 牡３栗 ５５ 酒井 学トウショウ産業� 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 ５７２± ０１：２７．２	 １５．３�
５９ アドマイヤクーガー 牡４栗 ５７ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ４１：２７．５２ ２８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，２６９，３００円 複勝： ７７，４５６，７００円 枠連： ３８，１９６，０００円

馬連： １４２，４０６，３００円 馬単： １０３，８７４，７００円 ワイド： ６３，８５３，９００円

３連複： ２１９，５９１，８００円 ３連単： ４６１，３１６，４００円 計： １，１５２，９６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２６０円 � ２９０円 � １，０３０円 枠 連（４－６） ２，０９０円

馬 連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ７，６６０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ３，８７０円 �� ３，９６０円

３ 連 複 ��� ３４，５４０円 ３ 連 単 ��� １９０，６３０円

票 数

単勝票数 計 ４６２６９３ 的中 � ３５８４５（４番人気）
複勝票数 計 ７７４５６７ 的中 � ８６６５２（２番人気）� ７４１２４（４番人気）� １６８２６（８番人気）
枠連票数 計 ３８１９６０ 的中 （４－６） １３５０２（８番人気）
馬連票数 計１４２４０６３ 的中 �� ３０３４４（１０番人気）
馬単票数 計１０３８７４７ 的中 �� １０００９（２４番人気）
ワイド票数 計 ６３８５３９ 的中 �� １５６０２（８番人気）�� ３９９５（３１番人気）�� ３８９６（３２番人気）
３連複票数 計２１９５９１８ 的中 ��� ４６９２（８５番人気）
３連単票数 計４６１３１６４ 的中 ��� １７８６（４４３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．２―１２．６―１２．４―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．６―４８．２―１：００．６―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロゴールド �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Daylami デビュー ２０１０．８．１５ 小倉５着

２００８．３．１２生 牡４鹿 母 ローランデイラミ 母母 Sarissa ２２戦２勝 賞金 ２９，５５０，０００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。

４レース目



（２４阪神４）第４日 ９月１６日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５６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

２５７，１３０，０００円
４，６２０，０００円
１，８７０，０００円
２０，９１０，０００円
４８，７２７，７５０円
４，５８５，６００円
１，４９７，６００円

勝馬投票券売得金
４５７，３２９，４００円
８６４，２３５，５００円
２９０，３１０，４００円
１，１８５，０３５，７００円
９２５，８９８，４００円
４９９，８１４，６００円
１，６５１，２４３，７００円
４，１６３，０９１，０００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 １０，０３６，９５８，７００円

総入場人員 ２２，７４１名 （有料入場人員 ２１，１６５名）


