
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

２６０６１ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６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

６１０ 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 ５３０－ ４１：２６．６ ２．６�

４６ ニシノモンクス 牝２鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム ４５０± ０１：２６．７� １０．６�

２３ タイムアラウド 牡２鹿 ５４ 武 英智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± ０１：２７．０２ ４５．３�

６１１ サンライズトーク 牡２芦 ５４ 池添 謙一松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４８２－ ４１：２７．１� ３．３�
５９ クリノコトノオー 牡２鹿 ５４ 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 ４５６－ ８ 〃 ハナ ３２．４�
７１２ シ ュ ミ ッ ト 牡２芦 ５４ 藤岡 佑介杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 ４７０－ ２１：２７．３１� ９．０�
５８ ゼンノビッグワン 牡２鹿 ５４ 幸 英明大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５３０－ ２１：２７．９３� ６．６�
８１４ トウショウタイド 牡２鹿 ５４ 川須 栄彦トウショウ産業	 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± ０１：２８．０� １７．４

４７ マイネルゲイナー 牡２栗 ５４ 内田 博幸 	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± ０１：２８．１� ３２．５�
７１３ ミラクルルーマー 牡２芦 ５４ 松山 弘平阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５２２＋ ２ 〃 ハナ １７２．４�
２２ ディルムッド 牡２栗 ５４ 福永 祐一一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド ４５２－ ６１：２８．８４ ５４．６
１１ 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 ４６４－ ４ 〃 アタマ ４１．１�
３５ 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± ０１：２９．２２� ３３２．４�
８１５ エンブレムゴール 牝２黒鹿５４ 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 ４７２± ０１：２９．９４ １０１．３�
３４ キュートヴァリュー 牝２鹿 ５４ 川島 信二��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４８６－ ４１：３０．５３� １５５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，１７９，９００円 複勝： ３７，９５５，０００円 枠連： １３，４８１，９００円

馬連： ４１，１０７，４００円 馬単： ３１，３３４，６００円 ワイド： ２４，６４４，８００円

３連複： ７０，９９４，６００円 ３連単： １０７，０２７，８００円 計： ３４４，７２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ２９０円 � ７８０円 枠 連（４－６） ６４０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，１２０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� １２，１３０円 ３ 連 単 ��� ４０，７４０円

票 数

単勝票数 計 １８１７９９ 的中 � ５６４５２（１番人気）
複勝票数 計 ３７９５５０ 的中 � １２８５７９（１番人気）� ２８２６６（４番人気）� ８４４３（９番人気）
枠連票数 計 １３４８１９ 的中 （４－６） １５６７７（３番人気）
馬連票数 計 ４１１０７４ 的中 �� １７４２７（６番人気）
馬単票数 計 ３１３３４６ 的中 �� ８５３０（７番人気）
ワイド票数 計 ２４６４４８ 的中 �� １１２４１（４番人気）�� ５４００（１１番人気）�� １７５４（３２番人気）
３連複票数 計 ７０９９４６ 的中 ��� ４３２０（３７番人気）
３連単票数 計１０７０２７８ 的中 ��� １９３９（１１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．２―１２．６―１２．７―１４．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルリープ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１２．９．８ 阪神２着

２０１０．５．１２生 牡２栗 母 ラビットフット 母母 Argentario ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 ディルムッド号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ディルムッド号は，発走調教再審査。

２６０６２ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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
１：４６．４

良

良

１１ ネオウィズダム 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２１：４７．７ １．６�

６１０ テイエムレンジャー 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 ４７４＋ ２１：４７．８� ７．２�
５８ シゲルオヒツジザ 牡２青 ５４

５１ ▲中井 裕二森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ８７．４�
６９ ゴールデンヒーロー 牡２鹿 ５４ 幸 英明有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ８１：４８．０１� １７．８�
７１１ マイネルオードビー 牡２芦 ５４ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 松本牧場 ４４４＋ ４１：４８．１� ３３．６�
３４ バロンミノル 牡２黒鹿５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８０－ ６１：４８．３１� ３７．９	
４６ オ ム ニ バ ス 牡２青鹿５４ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２± ０１：４８．４クビ ３６．５

８１３ マリンルック 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二岡 浩二氏 中竹 和也 安平 追分ファーム ４３０－ ８ 〃 クビ ６３．３�
５７ サンライズネオ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４７０－１４１：４８．５クビ ６．７�
４５ ナオミノエガオ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：４８．７１� １１．９
３３ スピーディシャープ 牡２鹿 ５４ 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム ４１０－ ８１：４８．８� ２５３．０�
８１４ シゲルコンパスザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ４ 〃 アタマ １５７．８�
２２ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５４ 田中 健森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４６０＋１２１：４９．０１� ２４．１�
７１２ ペプチドウインド 牡２鹿 ５４ 酒井 学沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ３１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，７５７，９００円 複勝： ６３，３３７，３００円 枠連： １２，３３７，２００円

馬連： ４１，７８６，４００円 馬単： ３３，５２０，８００円 ワイド： ２１，９１１，２００円

３連複： ６０，１３８，５００円 ３連単： １０７，９６３，１００円 計： ３６３，７５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １，２５０円 枠 連（１－６） ５００円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２，１１０円 �� ４，８８０円

３ 連 複 ��� １５，２８０円 ３ 連 単 ��� ４０，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２２７５７９ 的中 � １１５６９８（１番人気）
複勝票数 計 ６３３３７３ 的中 � ３８０３７９（１番人気）� ４７０８０（３番人気）� ５１２２（１２番人気）
枠連票数 計 １２３３７２ 的中 （１－６） １８４９５（３番人気）
馬連票数 計 ４１７８６４ 的中 �� ５０８１９（２番人気）
馬単票数 計 ３３５２０８ 的中 �� ２５９３５（２番人気）
ワイド票数 計 ２１９１１２ 的中 �� １８１９３（２番人気）�� ２３９１（２５番人気）�� １０１１（５０番人気）
３連複票数 計 ６０１３８５ 的中 ��� ２９０５（５０番人気）
３連単票数 計１０７９６３１ 的中 ��� １９６７（１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３４．７―４７．１―５９．７―１：１２．１―１：２４．１―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
３ １（９，２）１２（６，１３）７，１０（４，８，１１）－（３，５）＝１４ ４ ・（１，２）（９，１２）（７，１３）（６，８，１１）（１０，４，３，５）１４

勝馬の
紹 介

ネオウィズダム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grape Tree Road デビュー ２０１２．８．１９ 札幌２着

２０１０．４．２生 牡２鹿 母 ゴ レ ラ 母母 Exciting Times ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

第４回 阪神競馬 第６日



２６０６３ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６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 ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 酒井 学脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４４０＋ ４１：１２．３ ７．７�

３６ ヒラボクダッシュ 牡３栗 ５６ 幸 英明�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム ４４４＋ ４１：１２．４� ４．９�
７１４ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４３６－ ４１：１２．８２� ２０．１�
２３ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４８２－ ８ 〃 ハナ ２１．８�
７１３ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８ 〃 クビ １４．２�
１１ シゲルミカン 牝３栗 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ５１０＋１２１：１２．９クビ ４２．９�
４８ ウェルトレインド �３鹿 ５６ 松山 弘平岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ４１．８	
２４ ウインオーラム 牡３栗 ５６ 福永 祐一�ウイン 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 ５００＋ ６１：１３．３２� ４．０

８１５ ジュエルトウショウ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４２＋ ４１：１３．５１� ３７．９�
１２ ニホンピロナンシー 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 ４４４－ ４１：１３．７１� ６１．７�
４７ ビコーミハイル 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７４－ ２ 〃 クビ １７．７�
５１０ マコトアルカディア 牝３鹿 ５４ 内田 博幸尾田左知子氏 矢作 芳人 日高 白井牧場 ４１２± ０１：１３．８クビ ２７．６�
６１１ サトノラミア 牝３栗 ５４ 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ２１：１４．２２� ５．１�
３５ パレディウム 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ４ 〃 ハナ ２２．１�
５９ キクノラフィカ 牡３青鹿５６ 小牧 太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４８０＋１４１：１４．８３� １３．１�
６１２ ミスズフルマーク 牝３鹿 ５４ 国分 優作永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４６６ ―１：２４．３大差 ２３３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１４８，０００円 複勝： ３９，８７７，０００円 枠連： １５，７１１，１００円

馬連： ４８，４０９，９００円 馬単： ３０，３９０，９００円 ワイド： ２６，３４７，０００円

３連複： ７７，８５４，７００円 ３連単： １０６，６４７，２００円 計： ３６６，３８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２９０円 � １９０円 � ３９０円 枠 連（３－８） １，８７０円

馬 連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ５，６４０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，９８０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ７，５８０円 ３ 連 単 ��� ５２，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２１１４８０ 的中 � ２１７７６（４番人気）
複勝票数 計 ３９８７７０ 的中 � ３５３６５（４番人気）� ６６６０２（２番人気）� ２３８０１（６番人気）
枠連票数 計 １５７１１１ 的中 （３－８） ６２１７（１０番人気）
馬連票数 計 ４８４０９９ 的中 �� １５８３０（６番人気）
馬単票数 計 ３０３９０９ 的中 �� ３９７９（１６番人気）
ワイド票数 計 ２６３４７０ 的中 �� １００８５（３番人気）�� ３１７４（２６番人気）�� ４８３６（１３番人気）
３連複票数 計 ７７８５４７ 的中 ��� ７５８１（１９番人気）
３連単票数 計１０６６４７２ 的中 ��� １５１０（１２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１１．９―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノネクサス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１２．１．１４ 京都５着

２００９．３．１５生 牝３鹿 母 ワキノバクシン 母母 メイショウフレスコ １１戦１勝 賞金 １３，３３０，０００円
〔発走状況〕 ミスズフルマーク号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスズフルマーク号は，平成２４年１０月２２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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サマーパッション号
（非抽選馬）１０頭 アイノスタビライザ号・ジョーリコチャン号・スプリングソナタ号・タランテラ号・テツムーン号・トーホウビート号・

ナーゴナーゴサユリ号・ヒラルダ号・ヒルノアロマム号・マザーウィット号

２６０６４ ９月２２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４阪神４）第６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

８１０ テイエムカミカゼ 牡４栗 ６０ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５３６－ ２３：１９．２ ２．６�

３３ リアルブラック �３青鹿５８ 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４７６－ ２３：２０．３７ ３．２�
７７ ナムラコンカー 牡３鹿 ５８ 難波 剛健奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ５４４＋１０３：２０．５１� ５．７�
６６ � アスターコリント 牡３黒鹿５８ 植野 貴也加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５２２＋ ２３：２３．２大差 ２４．２�
７８ � メイショウタクミ 牡６黒鹿６０ 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４８６＋ ２３：２７．６大差 ４４．２�
８９ フクノゴールド 牡３鹿 ５８

５６ ▲森 一馬福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４５０＋ ４３：２７．９１	 ２２．９�
４４ カシノデューク 牡３栗 ５８ 今村 康成柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４８８＋ ６３：２８．５３� ４３．４�
５５ エーティーショパン 牡６栗 ６０ 高田 潤荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ８．５	
２２ シゲルメロン �３黒鹿５８ 田村 太雅森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４７２＋ ８３：２９．３５ ２８．４

１１ カシノピストン 牡５芦 ６０ 小坂 忠士柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４７８－ ３ （競走中止） １０．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，８１０，７００円 複勝： １５，５６２，１００円 枠連： ７，６４４，４００円

馬連： ２５，８５１，１００円 馬単： ２２，２０５，４００円 ワイド： １２，８７５，３００円

３連複： ３９，５６０，０００円 ３連単： ７８，４６２，７００円 計： ２１３，９７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（３－８） ３９０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３３０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ２，３７０円

票 数

単勝票数 計 １１８１０７ 的中 � ３７０５０（１番人気）
複勝票数 計 １５５６２１ 的中 � ３４４７６（２番人気）� ３９１１９（１番人気）� １９８９６（３番人気）
枠連票数 計 ７６４４４ 的中 （３－８） １４４７４（１番人気）
馬連票数 計 ２５８５１１ 的中 �� ４４２６３（１番人気）
馬単票数 計 ２２２０５４ 的中 �� ２２８５５（１番人気）
ワイド票数 計 １２８７５３ 的中 �� １７４２２（１番人気）�� ９１４６（２番人気）�� ７５０７（４番人気）
３連複票数 計 ３９５６００ 的中 ��� ３５５２１（１番人気）
３連単票数 計 ７８４６２７ 的中 ��� ２４４８２（１番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５１．９－３F ３９．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
１－１０－３，７＝６－４＝９－（２，８）－５
１０＝３，７－６＝４＝８，９－（２，５）

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

勝馬の
紹 介

テイエムカミカゼ �

父 パラダイスクリーク �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１１着

２００８．５．２２生 牡４栗 母 テイエムキララ 母母 テイエムテンホー 障害：４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 カシノピストン号は，８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



２６０６５ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６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 エイユーモモチャン 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４８６ ―１：１０．０ ４．１�

７９ アジャストメント 牡２鹿 ５４ 和田 竜二山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 ４５８ ―１：１０．２１ ２６．４�
６７ � ロードクロサイト 牝２芦 ５４ 武 豊前田 幸治氏 矢作 芳人 米 The Robert & Bev-

erly Lewis Trust ４８２ ―１：１０．３� １．６�
１１ エーシンタヒチ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 ４３４ ―１：１０．８３ １３．９�
６８ トシファイブスター 牡２黒鹿５４ 国分 恭介田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 鮫川 啓一 ４５０ ― 〃 クビ ７８．４�
８１１ イニシャルダブル 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：１０．９� ６．８	
５５ アイリーンバローズ 牝２青鹿５４ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ４２０ ―１：１１．１１� １６．５

４４ ムジョウノカゼ 牝２栗 ５４ 竹之下智昭國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４３２ ―１：１１．３１� １７３．０�
７１０ シゲルリュウコツザ 牡２黒鹿５４ 高倉 稜森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４８８ ― 〃 ハナ ２７．７�
２２ アウェーキンザール 牡２芦 ５４

５１ ▲森 一馬岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 笹地牧場 ４３６ ―１：１１．５１� ９８．６
８１２ テイエムウカゼ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 ４４４ ―１：１１．８２ １６２．４�
５６ サニーサイドヒル 牡２鹿 ５４ 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 浦河 市正牧場 ５０４ ―１：１２．４３� ２０２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，５０４，１００円 複勝： ４３，６３２，４００円 枠連： ９，２７４，７００円

馬連： ３４，７４６，９００円 馬単： ３６，１４８，０００円 ワイド： １９，１１２，１００円

３連複： ４８，５１４，７００円 ３連単： １１５，９８２，６００円 計： ３３０，９１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � ３９０円 � １１０円 枠 連（３－７） ２，２００円

馬 連 �� ４，８００円 馬 単 �� １０，３８０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� １８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� ２３，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２３５０４１ 的中 � ４５５１９（２番人気）
複勝票数 計 ４３６３２４ 的中 � ６３０２７（２番人気）� １１３０７（７番人気）� ２５０３１１（１番人気）
枠連票数 計 ９２７４７ 的中 （３－７） ３１２２（８番人気）
馬連票数 計 ３４７４６９ 的中 �� ５３５３（１４番人気）
馬単票数 計 ３６１４８０ 的中 �� ２５７１（２７番人気）
ワイド票数 計 １９１１２１ 的中 �� ３６６１（１４番人気）�� ３５３６６（１番人気）�� ７２１４（８番人気）
３連複票数 計 ４８５１４７ 的中 ��� １６１４３（８番人気）
３連単票数 計１１５９８２６ 的中 ��� ３６６３（６５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．７―１１．７―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．２―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイユーモモチャン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２０１０．４．２４生 牝２黒鹿 母 ヘリテージゴールド 母母 ビューティフルゴールド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ムジョウノカゼ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２６０６６ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第６競走 ��
��１，８００�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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

４４ アルムダプタ 牡２栗 ５４ 幸 英明�川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４９０ ―１：５５．０ ９．４�

２２ ワイルドアンセム 牡２鹿 ５４ 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ４８４ ―１：５５．２１� １．８�

１１ ヴァルティカル 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４４２ ―１：５５．９４ ５．４�

６６ メイショウマンヨウ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 服部 牧場 ５１６ ―１：５６．５３� １３．１�
７７ カリスマサンタイム 牡２黒鹿５４ 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４８６ ―１：５６．７１� ８４．１�
３３ キリノトップラン 牡２鹿 ５４ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４９２ ―１：５８．３１０ ３０．３	
５５ ファーマブライド 牝２鹿 ５４ 小牧 太中西 功氏 牧田 和弥 日高 高山牧場 ４５２ ―１：５９．６８ ４．８

８８ ハローヘイロー 牡２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 ４７８ ―１：５９．９１� １１．６�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０９，７００円 複勝： ３０，７３３，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ３７，５７０，６００円 馬単： ３３，９２８，０００円 ワイド： １６，０８６，５００円

３連複： ４０，３３４，２００円 ３連単： １１１，６４６，７００円 計： ２９０，８０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ６４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０９７ 的中 � １７２７６（４番人気）
複勝票数 計 ３０７３３３ 的中 � ２８２４５（４番人気）� １４５６２６（１番人気）� ３１８０２（３番人気）
馬連票数 計 ３７５７０６ 的中 �� ３９６０７（３番人気）
馬単票数 計 ３３９２８０ 的中 �� １１３０２（８番人気）
ワイド票数 計 １６０８６５ 的中 �� １２５７７（３番人気）�� ５４２９（１０番人気）�� １９２０７（２番人気）
３連複票数 計 ４０３３４２ 的中 ��� ２５５３８（３番人気）
３連単票数 計１１１６４６７ 的中 ��� ８７５２（３４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１３．２―１２．８―１３．４―１２．９―１２．７―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．４―５０．２―１：０３．６―１：１６．５―１：２９．２―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

２
４
２，３－４（６，８）５－７－１
２（４，３，６）－７，５－１－８

勝馬の
紹 介

アルムダプタ �

父 スペシャルウィーク �


母父 Rubiano 初出走

２０１０．４．２０生 牡２栗 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０６７ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第７競走 ��
��１，４００�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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１８ 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 ４７６－ ２１：２０．４ １．６�

５１０� 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 ４７２＋ ２１：２０．７１� ２５．１�
７１５ シルクフラッシュ 牡４芦 ５７ 四位 洋文有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４６８＋１０１：２０．８	 １０．３�
５９ アマルフィターナ 牝５黒鹿５５ 国分 優作 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ６１：２０．９� ３５．４�
４７ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８８＋１４ 〃 ハナ １１．０�
１２ アクロスザライト 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８８＋１２１：２１．２２ ４２．４	
６１１ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５２４＋ ４１：２１．３� １３９．８

４８ � アスターローズ 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４４６＋ ２１：２１．６１� ２７４．５�
３６ マルカファイン 牡３栗 ５５ 武 豊河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ４９４－１２ 〃 ハナ ６．９�
２３ アンクルスパート 牡３栗 ５５ 福永 祐一塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ４９６＋ ４ 〃 ハナ １１５．６
１１ デンコウデア 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲中井 裕二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４５４＋ ６１：２１．７クビ ２５．７�
７１４ テイエムタイホー 牡３栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４７６＋１６１：２１．９１
 １３５．２�
３５ ロマンスリップ 牝３鹿 ５３ 松山 弘平�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B４７０＋１４ 〃 ハナ ４９．７�
６１２ ハローエフェクト 牝４鹿 ５５ 高倉 稜三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ３７４．１�
７１３� アドマイヤドミノ 牡４栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６０－ １ 〃 ハナ １６０．１�
８１６ 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 ４７８＋ ４ 〃 ハナ １４．１�
８１７� ブルーアンブロシア 牡４芦 ５７ 松田 大作 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ８１：２２．２１� ３５８．３�
２４ タガノバベル 牡３栗 ５５ 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０－ ８１：２２．６２	 ３４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，０９５，１００円 複勝： ６０，５２７，４００円 枠連： １９，４８０，４００円

馬連： ６２，９０５，２００円 馬単： ４５，８３３，１００円 ワイド： ３１，８６８，６００円

３連複： ８８，０１４，４００円 ３連単： １６５，１７６，０００円 計： ５０３，９００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ２６０円 枠 連（５－８） ５１０円

馬 連 �� １，５３０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ４２０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 ��� １４，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３００９５１ 的中 � １５２７２２（１番人気）
複勝票数 計 ６０５２７４ 的中 � ３４２０１８（１番人気）� ２６０２５（６番人気）� ３３６４１（３番人気）
枠連票数 計 １９４８０４ 的中 （５－８） ２８７０８（２番人気）
馬連票数 計 ６２９０５２ 的中 �� ３０５２５（５番人気）
馬単票数 計 ４５８３３１ 的中 �� １８２３２（６番人気）
ワイド票数 計 ３１８６８６ 的中 �� １５１５３（５番人気）�� ２０２４１（３番人気）�� ３３７６（２３番人気）
３連複票数 計 ８８０１４４ 的中 ��� １６１６５（１２番人気）
３連単票数 計１６５１７６０ 的中 ��� ８３９０（２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．１―１１．４―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．０―４５．４―５６．８―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．０
３ ６（１８，１６）（４，７，８）１５（２，３，１２）（１０，１４）（９，１７）１３（５，１１）－１ ４ ６，１８（４，１６）７，１５（２，３）１２（１０，８）（９，１４）１７，５（１３，１１）１

勝馬の
紹 介

ペルレンケッテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２７ 阪神３着

２００８．４．３０生 牝４鹿 母 プ ン テ ィ ラ 母母 Prada １０戦３勝 賞金 ３３，７５５，０００円
〔発走状況〕 デンコウデア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 デンコウデア号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 サトノティアラ号・ナオミノユメ号・ボサノヴァ号・ヤマニンプチガトー号

２６０６８ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第８競走 ��２，０００�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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

５１０ コスモアケルナル 牡３栗 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ８２：０６．２ ３．２�

２３ フォントルロイ 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８ 〃 アタマ ６．２�
６１１ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１４＋ ６２：０６．５２ ５３．４�
４７ フ ァ イ ヤ ー 牡４青鹿５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５１４＋ ４２：０６．９２� １７．１�
１２ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５４ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５４６－ ６２：０７．０クビ １０．９�
２４ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５４ 国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ １９．６�
６１２ シルクコスモス �５栗 ５７ 川田 将雅有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４５２－ ６２：０７．１クビ ７６．２	
７１４ テーオーゼウス 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 B４８０± ０２：０７．２� ８．４

８１５ メイショウブシドウ 牡３青鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４５０＋１４２：０７．６２� ２５．８�
３５ ゴールドルースター 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ １０．０�
８１６ グッドスピード 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４７８＋ ４２：０７．７� ２７．４�
３６ アルスマルカート 牡４栗 ５７ 小牧 太池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B４７６＋ ４２：０７．９� ４．９�
４８ スズカキングダム 牡３鹿 ５４ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８０＋ ６２：０８．５３� ２７．６�
７１３ フェアーフェイム 牡３鹿 ５４ 国分 恭介名古屋友豊 木原 一良 新ひだか 高橋 修 ５２６－ ６２：０９．５６ ２３８．２�
１１ ハクユウサンサン 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二 H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４８２－ ２２：０９．９２� ７９．３�
５９ ウインスカイハイ 牡６青鹿５７ 高倉 稜ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８０－２２２：１０．２１� ２０２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３９，７００円 複勝： ３９，１４７，７００円 枠連： １８，９７３，６００円

馬連： ６３，０８８，４００円 馬単： ３７，０９５，８００円 ワイド： ２９，６５４，７００円

３連複： ８９，３３３，３００円 ３連単： １３８，１９１，４００円 計： ４３７，７２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ９３０円 枠 連（２－５） ７８０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２，３４０円 �� ５，２６０円

３ 連 複 ��� １８，７８０円 ３ 連 単 ��� ６７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２２３９７ 的中 � ５４９５０（１番人気）
複勝票数 計 ３９１４７７ 的中 � ９８６０８（１番人気）� ４２０９３（３番人気）� ７８２７（１３番人気）
枠連票数 計 １８９７３６ 的中 （２－５） １８１００（２番人気）
馬連票数 計 ６３０８８４ 的中 �� ３９１４８（２番人気）
馬単票数 計 ３７０９５８ 的中 �� １４９２２（２番人気）
ワイド票数 計 ２９６５４７ 的中 �� １５７２３（２番人気）�� ３００７（３１番人気）�� １３１２（５９番人気）
３連複票数 計 ８９３３３３ 的中 ��� ３５１１（６２番人気）
３連単票数 計１３８１９１４ 的中 ��� １５２１（２０８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．４―１４．４―１３．７―１２．５―１２．４―１３．０―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３４．７―４９．１―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．７―１：４０．７―１：５３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモアケルナル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．１６ 京都５着

２００９．４．２３生 牡３栗 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ １１戦２勝 賞金 ２０，０５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 バンブトンカツ号



２６０６９ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第９競走 ��
��１，４００�ききょうステークス

発走１４時２５分 （芝・右）

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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

４４ プリンセスジャック 牝２栗 ５４ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６６＋ ４１：２１．８ ６．９�

３３ ローガンサファイア 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４３２± ０ 〃 クビ ５．１�
５５ 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 ４６２－ ６１：２２．０１� １６．８�
１１ ジェネクラージュ 牡２栗 ５４ 武 豊加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 ４３４± ０１：２２．１� ２７．１�
２２ プリムラブルガリス 牡２鹿 ５４ 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４６４－１６ 〃 クビ ４．９�
７８ タマモコンパス 牡２黒鹿５４ 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４４２－ ４１：２２．４１	 ４８．３	
８９ アウトシャイン 牝２黒鹿５４ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４３８－ ４１：２２．６１� ６．１

８１０ ワキノブレイブ 牡２青鹿５４ 岩田 康誠脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ２．４�
７７ 
 タンスチョキン 牝２鹿 ５４ 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４５４－ ２１：２２．７クビ １５７．３�
６６ マルシゲサムライ 牡２栗 ５４ 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム ４３２＋ ２１：２２．８	 １３３．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３３，９７４，１００円 複勝： ５３，５９１，７００円 枠連： １５，７０４，７００円

馬連： ７６，９７０，８００円 馬単： ５６，６６５，５００円 ワイド： ３２，９５１，１００円

３連複： ９９，４５２，２００円 ３連単： ２２５，８０１，１００円 計： ５９５，１１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � ３７０円 枠 連（３－４） １，９６０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，３３０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ８，３６０円 ３ 連 単 ��� ４０，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３３９７４１ 的中 � ３９０２０（５番人気）
複勝票数 計 ５３５９１７ 的中 � ５８５７４（５番人気）� ７４１４５（４番人気）� ３４４５０（６番人気）
枠連票数 計 １５７０４７ 的中 （３－４） ５９２２（９番人気）
馬連票数 計 ７６９７０８ 的中 �� ３１３４９（１０番人気）
馬単票数 計 ５６６６５５ 的中 �� １０２８６（２２番人気）
ワイド票数 計 ３２９５１１ 的中 �� １２４３３（１０番人気）�� ５９９９（１７番人気）�� ６６８９（１５番人気）
３連複票数 計 ９９４５２２ 的中 ��� ８７８６（２８番人気）
３連単票数 計２２５８０１１ 的中 ��� ４０９９（１３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．５―４７．１―５８．６―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．７
３ １０，２，３，９（４，８）（５，６）（１，７） ４ ・（１０，３，９）２（４，５，８）（１，７，６）

勝馬の
紹 介

プリンセスジャック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Afleet デビュー ２０１２．８．１８ 札幌１着

２０１０．３．９生 牝２栗 母 ゴールデンジャック 母母 コ マ ー ズ ２戦２勝 賞金 ２２，２３８，０００円
※出走取消馬 メジャーミノル号（疾病〔右肩跛行〕のため）

２６０７０ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６９ ハワイアンウインド 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２１：４５．７ ２．９�

８１２ アナスタシアブルー 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７４－１４ 〃 ハナ ３．７�
８１３ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５５ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４７０± ０１：４５．９１� ２６．６�
７１０ リトルダーリン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４２２－ ２１：４６．０� ４．９�
４４ ラシンティランテ 牝３栗 ５２ 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６０＋３０ 〃 ハナ ７．８�
６８ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２６＋１２１：４６．３１� ７．７	
２２ コウエイオトメ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４８２± ０１：４６．５１� １４．２

１１ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ４１：４６．７１	 ２０５．７�
５７ ビーチパーティー 牝５芦 ５５ 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：４６．８� １９７．９�
４５ フェアリーレイ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０４＋１０ 〃 クビ ３３．２
５６ スエヒロジュピター 牝４鹿 ５５ 国分 優作�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５２２－ ４１：４６．９� ３８２．７�
７１１ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４８４± ０１：４７．１１	 １２６．６�
３３ テーオールネサンス 牝５鹿 ５５ 武 豊小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ８１：４７．７３� ８３．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，２４９，８００円 複勝： ６９，３２８，６００円 枠連： ２３，５７２，２００円

馬連： １１６，４０３，６００円 馬単： ７２，８８４，０００円 ワイド： ４４，８７１，８００円

３連複： １４７，６８３，７００円 ３連単： ２９５，９４９，３００円 計： ８１２，９４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ３３０円 枠 連（６－８） ３１０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ８５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� ８，３００円

票 数

単勝票数 計 ４２２４９８ 的中 � １１８６６７（１番人気）
複勝票数 計 ６９３２８６ 的中 � １８８１７０（１番人気）� １３５１５９（２番人気）� ３７４２９（７番人気）
枠連票数 計 ２３５７２２ 的中 （６－８） ５６７４２（１番人気）
馬連票数 計１１６４０３６ 的中 �� １８０７４１（１番人気）
馬単票数 計 ７２８８４０ 的中 �� ６２４３０（１番人気）
ワイド票数 計 ４４８７１８ 的中 �� ６１３５６（１番人気）�� １１７２２（１１番人気）�� １０１３８（１６番人気）
３連複票数 計１４７６８３７ 的中 ��� ３９３９６（９番人気）
３連単票数 計２９５９４９３ 的中 ��� ２６３４３（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．５―４７．３―５９．３―１：１１．３―１：２２．８―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハワイアンウインド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１２．１．２１ 京都６着

２００９．４．５生 牝３鹿 母 ライクザウインド 母母 ウインドインハーヘア ７戦３勝 賞金 ３１，６５３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２６０７１ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�大阪スポーツ杯

発走１５時３５分 （ダート・右）
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５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

東京スポーツ新聞社賞（１着）
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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

５５ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５５ 内田 博幸林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ２１：２３．２ ３．６�

６８ アルゴリズム 牡４芦 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B４８０＋ ６１：２３．４１� ３．１�
６７ ナムラジュエル 牝４栗 ５５ 和田 竜二奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４４６＋ ２１：２３．５� ６．７�
７１０ セイカプリコーン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４８４－ ８１：２３．９２� ７．９�
５６ ムスタングリーダー 牡５芦 ５７ 浜中 俊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４４２＋ ２１：２４．２２ ４７．９�
８１２ ルグランヴォヤージ 牡５芦 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B５１０－１６１：２４．３クビ １７．３�
７９ 	 アイアムルビー 牝５栗 ５５ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４３２－ ８１：２４．６２ １８．７	
３３ 	 タ ー ル タ ン 牡４芦 ５７ 池添 謙一グリーンフィールズ
 村山 明 米 George Waggoner

Stables Inc. ４９０－ ２１：２４．９２ １１８．７�
１１ キクノストーム 牡３鹿 ５５ 幸 英明菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４７８＋ ８１：２５．０クビ ５．２�
４４ ハイローラー 牡６鹿 ５７ 国分 恭介加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ５００＋１０ 〃 クビ ３１０．８
８１１ イーグルドライヴ 牡５栗 ５７ N．ピンナ �ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５１６－１２１：２５．１クビ ２６．７�

（伊）

２２ アヤナルベルス 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ５０６＋１０１：２７．２大差 １３２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５３，３５２，９００円 複勝： ９１，８１７，２００円 枠連： ４４，２９３，２００円

馬連： ２１２，３０４，６００円 馬単： １２１，４４７，３００円 ワイド： ７０，３８６，３００円

３連複： ２７５，０３４，７００円 ３連単： ５８１，２０６，８００円 計： １，４４９，８４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（５－６） ３７０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ４４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ５３３５２９ 的中 � １１８８１４（２番人気）
複勝票数 計 ９１８１７２ 的中 � １９３８４２（２番人気）� ２５２９６４（１番人気）� １０４３１４（４番人気）
枠連票数 計 ４４２９３２ 的中 （５－６） ８８８１５（１番人気）
馬連票数 計２１２３０４６ 的中 �� ３０１７３６（１番人気）
馬単票数 計１２１４４７３ 的中 �� ８１７５３（２番人気）
ワイド票数 計 ７０３８６３ 的中 �� ８６２３７（１番人気）�� ３６６５５（６番人気）�� ４３６７６（２番人気）
３連複票数 計２７５０３４７ 的中 ��� １７４４３２（２番人気）
３連単票数 計５８１２０６８ 的中 ��� ８２７７４（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１１．９―１２．２―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．４―５８．６―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．８
３ ２，７，８（５，９）（１０，１２）１，３（４，１１）６ ４ ・（２，７）（８，９，１２）５，１０（１，３）４（６，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１２．１．１４ 京都１着

２００９．４．４生 牡３栗 母 ジュメイラビーチ 母母 Adoradancer ８戦３勝 賞金 ５２，６０５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２６０７２ ９月２２日 晴 良 （２４阪神４）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

５９ フクラムサイフ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ５０８＋ ８１：５９．７ １９．１�

６１１ ダイワデッセー 牝３栗 ５２ 福永 祐一大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋１４１：５９．８� ７．７�
４８ マイネルアイザック 牡３黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ２２：００．１２ ９．１�
１２ マイネルイグアス 牡３青鹿５４ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４４８－１２ 〃 ハナ ３０．１�
５１０ ライジングサン 牡４栗 ５７ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５１４＋ ２２：００．３� １５．４�
２３ ゲットハッピー 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４６２＋ ４ 〃 クビ ５４．６	
８１６ ダイシンハンター 牡３鹿 ５４ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－１０２：００．５１	 ４．３

２４ シゲルシャチョウ 牡４鹿 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 様似 �村 伸一 ５０２± ０２：００．６� ２１５．３�
３６ グインネヴィア 牝３栗 ５２ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋２２ 〃 アタマ １８．３�
７１３ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 内田 博幸小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ５１４－ ４２：００．８１	 ４７．６
１１ メイショウヤギュウ 牡３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６２－ ２２：０１．３３ ９６．１�
３５ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５４ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３８＋ ６２：０１．７２� １０．８�
６１２ アルアラビアン 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４７６－１６ 〃 クビ ２４３．５�
７１４ ロングバース 牡３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４６６－ ２２：０１．９１� ３１９．９�
８１５ サンライズトゥルー 牡３鹿 ５４ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４５２＋ ２２：０２．１� ３．７�
４７ ロ ノ 牡３黒鹿５４ N．ピンナ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ４６４－ ２２：０２．２� ６．５�
（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，３１７，２００円 複勝： ６１，３４４，６００円 枠連： ４１，４５３，１００円

馬連： １１４，９４１，２００円 馬単： ６８，５５６，６００円 ワイド： ５１，７０８，０００円

３連複： １７２，８５３，３００円 ３連単： ３００，５５２，０００円 計： ８４９，７２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ５３０円 � ２９０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ３，１３０円

馬 連 �� ６，３５０円 馬 単 �� １６，０２０円

ワ イ ド �� １，９７０円 �� ２，０６０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� １７，４１０円 ３ 連 単 ��� １４２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３８３１７２ 的中 � １５８１０（９番人気）
複勝票数 計 ６１３４４６ 的中 � ２７８６７（８番人気）� ５９５９０（４番人気）� ５３２３８（５番人気）
枠連票数 計 ４１４５３１ 的中 （５－６） ９８０３（１３番人気）
馬連票数 計１１４９４１２ 的中 �� １３３７０（２８番人気）
馬単票数 計 ６８５５６６ 的中 �� ３１５９（６５番人気）
ワイド票数 計 ５１７０８０ 的中 �� ６４４０（２８番人気）�� ６１７１（３０番人気）�� ８５９６（２１番人気）
３連複票数 計１７２８５３３ 的中 ��� ７３３１（６９番人気）
３連単票数 計３００５５２０ 的中 ��� １５６２（５１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１２．０―１２．３―１１．６―１１．８―１１．９―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．１―３５．１―４７．４―５９．０―１：１０．８―１：２２．７―１：３４．９―１：４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フクラムサイフ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉４着

２００８．５．２１生 牡４鹿 母 ウ ソ ツ キ 母母 マザーテープ １９戦２勝 賞金 ３１，７０４，０００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 ウォーターボルカノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２４阪神４）第６日 ９月２２日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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

１９５，６６０，０００円
８，０１０，０００円
１，１６０，０００円
１６，６５０，０００円
５３，０８２，２５０円
４，６４２，０００円
１，５３６，０００円

勝馬投票券売得金
３３８，１３９，１００円
６０６，８５４，３００円
２２１，９２６，５００円
８７６，０８６，１００円
５９０，０１０，０００円
３８２，４１７，４００円
１，２０９，７６８，３００円
２，３３４，６０６，７００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 ６，５５９，８０８，４００円

総入場人員 １４，２３５名 （有料入場人員 １３，２５６名）


