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２６０７３ ９月２３日 曇 稍重 （２４阪神４）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

８１２ プレイズエターナル 牡２黒鹿５４ 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２－ ４１：０９．５ ２．６�

１１ ケントヒーロー 牡２栗 ５４ 国分 優作田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 ４７０＋１４１：１０．０３ ４．３�
５６ サーシスリーフ 牡２鹿 ５４ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 ４７８－１０ 〃 クビ ２６．７�
５５ バイオレットムーン 牡２栗 ５４ 太宰 啓介池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５１８＋ ６１：１０．１クビ １１．６�
４４ ジンセイハオマツリ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 ４７４＋ ４１：１０．３１� ３．７�
３３ 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 ４５８＋ ４１：１０．６１� ７．４�
６７ キタノヘイロー 牡２栗 ５４

５１ ▲中井 裕二ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４５２＋１０１：１０．７� ４３．４	

８１１ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４０６＋ ４１：１１．３３� ２５８．６

７１０ テイエムイッキュウ 牡２栗 ５４

５１ ▲水口 優也竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 鹿児島 テイエム牧場 ４７６－ ４１：１１．４� ４２．６�
６８ オシャレバンチョウ 牡２鹿 ５４ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 藤本牧場 ４４２－ ４１：１１．７２ ４１．２�
２２ ホッコーテキーラ 牝２栗 ５４ 国分 恭介矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 ４２６－１８１：１１．８クビ ４７．６
７９ ラフアウトラウド 牝２栗 ５４ 江田 照男�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４６０－１０１：１２．４３� ２０３．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，９９６，８００円 複勝： ３３，４９９，４００円 枠連： １０，６７２，６００円

馬連： ４０，９９２，８００円 馬単： ３０，７４８，１００円 ワイド： ２１，８４８，８００円

３連複： ６７，９０９，６００円 ３連単： １１２，４９６，４００円 計： ３３５，１６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ４７０円 枠 連（１－８） ６７０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，２５０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ４，１６０円 ３ 連 単 ��� １４，３２０円

票 数

単勝票数 計 １６９９６８ 的中 � ５３３９１（１番人気）
複勝票数 計 ３３４９９４ 的中 � ８０５１９（２番人気）� ５１２７２（３番人気）� １３２４１（６番人気）
枠連票数 計 １０６７２６ 的中 （１－８） １１８１３（２番人気）
馬連票数 計 ４０９９２８ 的中 �� ４７６９２（２番人気）
馬単票数 計 ３０７４８１ 的中 �� ２０７４２（２番人気）
ワイド票数 計 ２１８４８８ 的中 �� １７５０４（２番人気）�� ４０８２（１５番人気）�� ３２３１（２０番人気）
３連複票数 計 ６７９０９６ 的中 ��� １２０５２（１２番人気）
３連単票数 計１１２４９６４ 的中 ��� ５８００（４３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．６―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．２―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレイズエターナル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Zafonic デビュー ２０１２．６．３０ 函館２着

２０１０．３．２８生 牡２黒鹿 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※出走取消馬 キリシマシュート号（疾病〔感冒〕のため）

２６０７４ ９月２３日 曇 稍重 （２４阪神４）第７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

８１３ ラ シ ー マ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４８６＋ ４１：２２．５ ３．４�

１１ � エーシンサファイア 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC ４７６－１６１：２２．７１� ３．８�

３３ マンドレイク 牡２黒鹿５４ 武 豊�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 ４６８± ０１：２２．８クビ ４．０�
５７ ワールドリーヴァ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４２４＋ ６１：２３．７５ ６．６�
７１０ マッシヴビクトリー 牡２黒鹿５４ 小牧 太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 ４８６－ ６１：２３．９１� ５１．８�
５６ サンライズウォー 牡２鹿 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋ ４１：２４．２２ ６．６	
２２ シゲルオオクマザ 牡２栗 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 清水 小野瀬 晃司 ４６０－ ４ 〃 クビ ３２６．５

８１２ ハナズルオーテ 牡２黒鹿５４ 松山 弘平M．タバート氏 牧田 和弥 平取 坂東牧場 ４２６－ ８１：２４．３クビ ２２５．６�
７１１ セトノウタヒメ 牝２栗 ５４

５１ ▲中井 裕二大高 倉治氏 中村 均 日高 瀬戸牧場 ４３０－ ２１：２４．４� ４１５．２�
６９ イ ク ラ ン 牡２栗 ５４ 江田 照男�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４４４± ０１：２４．５� ２５１．３
６８ 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± ０ 〃 クビ １３２．６�
４５ ケイアイレオーネ 牡２芦 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 浦河 富田牧場 ５３６＋１２１：２４．６	 ３８．７�
４４ � バルバドスブルー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４９０± ０１：２５．０２� １３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，７５５，４００円 複勝： ３７，６５５，７００円 枠連： １２，１７０，９００円

馬連： ４４，５２０，９００円 馬単： ３３，２５７，５００円 ワイド： ２０，７８１，０００円

３連複： ６５，０１０，７００円 ３連単： １１３，６３０，７００円 計： ３４７，７８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－８） ６７０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ４，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２０７５５４ 的中 � ４９４４４（１番人気）
複勝票数 計 ３７６５５７ 的中 � ９０２４８（１番人気）� ６８３８１（３番人気）� ７２９７８（２番人気）
枠連票数 計 １２１７０９ 的中 （１－８） １３５８６（２番人気）
馬連票数 計 ４４５２０９ 的中 �� ５４５５５（１番人気）
馬単票数 計 ３３２５７５ 的中 �� １７６９２（３番人気）
ワイド票数 計 ２０７８１０ 的中 �� １９５７４（２番人気）�� ２１２７２（１番人気）�� １５７５０（３番人気）
３連複票数 計 ６５０１０７ 的中 ��� ６６３２５（１番人気）
３連単票数 計１１３６３０７ 的中 ��� ２０９２９（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．３―４７．０―５８．６―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ シ ー マ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．７．１ 中京３着

２０１０．４．３生 牡２鹿 母 ルミナスカラー 母母 インファチュエイト ６戦１勝 賞金 １４，１００，０００円
〔制裁〕 バルバドスブルー号の騎手内田博幸は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・６番・８番への

進路影響）

第４回 阪神競馬 第７日



２６０７５ ９月２３日 曇 稍重 （２４阪神４）第７日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時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

６１２ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 B５１０＋ ２１：５３．５ ４．６�

５１０ トーセンサミット 牡３青鹿５６ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：５４．０３ ４．９�
５９ カプリッチレット 牝３栗 ５４ 武 豊谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４５８－ ８１：５４．３２ ６．５�
８１５ ラ ン ド ル ト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：５４．４クビ ６．３�
４８ テーオーフェアリー 牝３栗 ５４ 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ２１：５４．５� ３９．３�
３６ エンジェルフォール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：５４．９２� ３．６	
３５ ヨドノエース 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４５２－ ６１：５５．４３ １９６．５

２４ ワンダーブロタール 牝３栗 ５４ 松田 大作山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 ４６０＋１８１：５５．８２� ３４４．６�
２３ ク ア ド リ ガ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４１２－１６１：５５．９� ７３．２�
１１ ソングライダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４６４＋１４１：５６．０クビ ２６５．０
４７ タツグレート 牡３栗 ５６ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５０＋ ６ 〃 クビ ７．２�
７１４ ベ ラ ル ー ナ 牝３鹿 ５４ 高倉 稜北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４１８－ ４１：５６．３１� １２９．８�
１２ ゼンノティソナ �３黒鹿５６ 渡辺 薫彦大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 ４２４－ ４１：５６．７２� ３６８．１�
７１３ ベストオブベスト 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ５７４＋ ３１：５７．２３ １８７．０�
８１６ ア リ ア ー ヌ 牝３鹿 ５４ 酒井 学岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 ４２８－１６１：５７．３� ２８１．６�
６１１ テディービン 牡３青 ５６ 国分 恭介谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ５０２＋ ２１：５７．９３� ２９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，００６，７００円 複勝： ４４，６０９，１００円 枠連： １４，２２６，７００円

馬連： ４６，２８８，２００円 馬単： ３２，６４４，７００円 ワイド： ２５，２９３，０００円

３連複： ７６，０３９，８００円 ３連単： １１９，０６６，５００円 計： ３８２，１７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（５－６） ５９０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ３９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� １０，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２４００６７ 的中 � ４１９１２（２番人気）
複勝票数 計 ４４６０９１ 的中 � ７８６４２（１番人気）� ７０８５９（３番人気）� ６５０８６（５番人気）
枠連票数 計 １４２２６７ 的中 （５－６） １７８１６（２番人気）
馬連票数 計 ４６２８８２ 的中 �� ３１１６７（１番人気）
馬単票数 計 ３２６４４７ 的中 �� １０３７３（７番人気）
ワイド票数 計 ２５２９３０ 的中 �� １４３３９（３番人気）�� １６３４５（１番人気）�� １２５２５（７番人気）
３連複票数 計 ７６０３９８ 的中 ��� ３０５５３（３番人気）
３連単票数 計１１９０６６５ 的中 ��� ８４７１（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３７．４―５０．７―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．８―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プレミアクラウン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１２．２．４ 京都２着

２００９．５．２２生 牡３鹿 母 ラ モ レ イ エ 母母 Karmifira ８戦１勝 賞金 １３，１８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テディービン号は，平成２４年１０月２３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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 サンマルリバティ号・ファシネートダイア号・メイショウシコウ号・メイショウスリラー号
（非抽選馬） ６頭 スズカゴクウ号・スマートアスター号・スリーアメニティー号・フェアリーダンス号・メイショウミヤコ号・

ルールスティンガー号

２６０７６ ９月２３日 曇 稍重 （２４阪神４）第７日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

３５ ピ ラ ミ ッ ド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９６＋ ４１：２５．７ ２．６�

２４ トウカイメリー 牝３青鹿５４ 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４３８－ ６ 〃 アタマ ３．５�
４７ シゲルポンカン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸森中 蕃氏 吉村 圭司 新ひだか 山際牧場 ４６６± ０１：２５．８� １９．４�
１１ � スピアナート 牝３鹿 ５４ 川田 将雅有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４５６＋ ２１：２５．９� １４．８�
３６ ジョビアーレ 牝３栗 ５４ 小牧 太広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム ５３０－ ４１：２６．０� ５．３�
２３ テラノココロ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４１６＋ ６１：２６．２１� １３．６�
４８ マルヨフレンドリー 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ５２．８	
８１６ コイスルオトメ 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 冨岡 博一 ４８４＋１０１：２６．３� ３６．２

６１１ ファストメモリー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B４８８－ ２１：２７．２５ ２５．０�
５１０ キャニオンランズ 牝３青 ５４ 岩田 康誠�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４４８－ ２１：２７．３クビ ２２．１
５９ プラチナスレッド 牡３栗 ５６ 高倉 稜 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ５０４＋１２ 〃 アタマ １０９．９�
６１２ クリノラブチャンス 牝３青鹿５４ 川島 信二栗本 守氏 田所 秀孝 日高 永村 侑 ４４４＋ ６１：２８．４７ ３４１．８�
８１５ メイショウコナユキ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 斉藤英牧場 ３６０－１０１：２９．０３� ２２１．５�
１２ タマモクロステッチ 牝３芦 ５４ 松山 弘平タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ３８２－ ６１：２９．８５ １８．３�
７１４ モズスピードスター 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾北側 雅勝氏 鮫島 一歩 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５３６ ―１：３０．７５ １６５．３�

（１５頭）
７１３ ボストンストロング 牡３黒鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３４＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，５２０，３００円 複勝： ３１，３６８，９００円 枠連： １６，０３７，２００円

馬連： ３７，５７７，６００円 馬単： ２６，１６４，５００円 ワイド： ２０，４１１，３００円

３連複： ５１，７６７，３００円 ３連単： ７９，６４９，１００円 計： ２８１，４９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２９０円 枠 連（２－３） ３５０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ７８０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� ９，９１０円

票 数

単勝票数 差引計 １８５２０３（返還計 １８０２１） 的中 � ５６２２９（１番人気）
複勝票数 差引計 ３１３６８９（返還計 ２６４０５） 的中 � ９４８６９（１番人気）� ５６１５９（２番人気）� １９０８４（６番人気）
枠連票数 差引計 １６０３７２（返還計 １４０） 的中 （２－３） ３４２２５（１番人気）
馬連票数 差引計 ３７５７７６（返還計 ８１３６４） 的中 �� ５４８８８（１番人気）
馬単票数 差引計 ２６１６４５（返還計 ５５３０１） 的中 �� １９５０４（１番人気）
ワイド票数 差引計 ２０４１１３（返還計 ４２３２０） 的中 �� ２４７３９（１番人気）�� ５９３１（７番人気）�� ３７４３（１８番人気）
３連複票数 差引計 ５１７６７３（返還計１８５０８６） 的中 ��� １３５２５（７番人気）
３連単票数 差引計 ７９６４９１（返還計２９９２０６） 的中 ��� ５９３４（１３番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ラ ミ ッ ド �
�
父 Dubai Destination �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１２．４．２２ 京都６着

２００９．３．１３生 牡３鹿 母 ルビーズアンドダイアモンズ 母母 Truly Special ６戦１勝 賞金 ６，９２０，０００円
〔競走除外〕 ボストンストロング号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔キ甲部挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻５分遅延。
〔制裁〕 キャニオンランズ号の騎手岩田康誠は，馬場入場に遅れたことについて過怠金３０，０００円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ボストンストロング号は，平成２４年９月２４日から平成２４年１０月２３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〕 タマモクロステッチ号・モズスピードスター号は，平成２４年１０月２３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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 キクカバウンダー号・キクノグラード号・シルフィード号・スターペスジンタ号・ハロンワン号・ヒルノアビスコ号・

ムニン号・メイショウボラーレ号



２６０７７ ９月２３日 曇 良 （２４阪神４）第７日 第５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

７８ マジェスティハーツ 牡２鹿 ５４ 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ５００ ―１：３９．０ １．６�

３３ ポセイドンバローズ 牡２栗 ５４ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 ４４４ ―１：３９．２１� ５．０�
６６ サンガヴィーノ 牡２栗 ５４ 川島 信二有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４６４ ―１：３９．６２� １４．９�
８１１ トウカイルーチェ 牡２青鹿５４ 松山 弘平内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４９８ ―１：３９．７� ３１．０�
８１０ テイエムダイエース 牡２鹿 ５４ 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 松本牧場 ４６２ ― 〃 ハナ １５．２�
２２ ハギノサキガチ 牡２鹿 ５４ 川須 栄彦日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４４６ ―１：４０．１２� １３．５�
６７ ウォーターチューン 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ３７．３	
１１ シゲルリブラ 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 ４３０ ―１：４０．２� ９６．５

５５ テイエムオオワシ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 ４７８ ―１：４０．７３ ９４．１�
４４ ミヤビハカン 牡２青鹿５４ 小牧 太村上 義勝氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５１０ ―１：４１．０２ ６９．１�
７９ ブ ッ ト バ セ 牡２栗 ５４ 浜中 俊一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド ４６２ ―１：４１．１� ７．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，８１０，６００円 複勝： ５７，５２３，０００円 枠連： １２，１１４，１００円

馬連： ３９，４８２，１００円 馬単： ４０，４５３，５００円 ワイド： ２０，７０１，８００円

３連複： ５６，２３５，８００円 ３連単： １３５，８２１，７００円 計： ３８７，１４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（３－７） ３６０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ２，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２４８１０６ 的中 � １２２６７０（１番人気）
複勝票数 計 ５７５２３０ 的中 � ３６２０４２（１番人気）� ６５８１５（２番人気）� ２５６７２（４番人気）
枠連票数 計 １２１１４１ 的中 （３－７） ２５２６７（１番人気）
馬連票数 計 ３９４８２１ 的中 �� ７３８２５（１番人気）
馬単票数 計 ４０４５３５ 的中 �� ５３７７０（１番人気）
ワイド票数 計 ２０７０１８ 的中 �� ３２４３３（１番人気）�� １２２９８（５番人気）�� ６１２９（９番人気）
３連複票数 計 ５６２３５８ 的中 ��� ３４０５０（３番人気）
３連単票数 計１３５８２１７ 的中 ��� ３３６５７（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．３―３８．５―５１．８―１：０５．０―１：１６．８―１：２７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．０
３ １１（１０，８）３（５，９）１，２，４，７，６ ４ １１（１０，８）（３，５，９）４（１，７，６）２

勝馬の
紹 介

マジェスティハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

２０１０．５．２０生 牡２鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２６０７８ ９月２３日 曇 稍重 （２４阪神４）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走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

７１４ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５２ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ８１：５３．０ ２．７�

１２ � レッドデセーオ 牝４栗 ５５ 和田 竜二 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９８± ０１：５３．２１� ３．４�
６１１ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５２ 松山 弘平本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６－ ２１：５３．５２ ９．６�
４８ シルクシンフォニー 牝３栗 ５２

４９ ▲菱田 裕二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４５８－ ６１：５３．６� ２８．１�
２４ 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 ５０４－ ８１：５３．７� ２７．６�
７１３ マリントウショウ 牝３青鹿５２ 秋山真一郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６２＋ ４１：５３．８クビ ６．２	
５１０ 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 ４５６＋ ２１：５４．０� １５．９

６１２ ダンツレアリティ 牝３栗 ５２ 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 ４４０－１０１：５４．４２� ６８．７�
１１ ローザボニータ 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：５４．５� １２．０�
８１６ アリエルシチー 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４６０－ ３１：５５．１３� ５４．３
３５ ケリーダノビア 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４４４－１２１：５５．４１� ２１．９�
２３ スズカドンドン 牝３鹿 ５２ 国分 恭介永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４４６± ０１：５８．３大差 １４２．１�
８１５ ビーナスギャル 牝３栗 ５２ 国分 優作平本 敏夫氏 飯田 雄三 新ひだか 武 牧場 ４７６－１３ 〃 ハナ ３８４．７�
３６ � モ カ ビ ー ン 牝４栗 ５５ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４８０＋１６１：５８．５１� １５３．６�
５９ クイーンロイド 牝３鹿 ５２

４９ ▲花田 大昂中村 浩章氏 増本 豊 平取 高橋 啓 ４３０－１４１：５８．６� ２７７．２�
４７ ウォーターカーリー 牝３鹿 ５２ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 畔高牧場 ４３２－１０１：５８．７クビ ４０５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３８１，１００円 複勝： ３９，１６８，２００円 枠連： １６，５８４，１００円

馬連： ５３，８７４，３００円 馬単： ３３，９０８，３００円 ワイド： ２７，０３５，３００円

３連複： ７７，１０１，８００円 ３連単： １２６，４５２，５００円 計： ３９５，５０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（１－７） ２５０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２１３８１１ 的中 � ６３８７４（１番人気）
複勝票数 計 ３９１６８２ 的中 � １０７４４０（１番人気）� ８６８０２（２番人気）� ３９５４５（４番人気）
枠連票数 計 １６５８４１ 的中 （１－７） ５０２８６（１番人気）
馬連票数 計 ５３８７４３ 的中 �� ９０７５３（１番人気）
馬単票数 計 ３３９０８３ 的中 �� ３２９６７（１番人気）
ワイド票数 計 ２７０３５３ 的中 �� ３９８１２（１番人気）�� １６２１０（３番人気）�� １５０５４（４番人気）
３連複票数 計 ７７１０１８ 的中 ��� ６０４５６（１番人気）
３連単票数 計１２６４５２５ 的中 ��� ２６８６９（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１３．１―１２．５―１２．８―１２．８―１２．７―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３６．７―４９．２―１：０２．０―１：１４．８―１：２７．５―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マーチャンテイマー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２７ 京都３着

２００９．２．１０生 牝３鹿 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ １１戦２勝 賞金 ２５，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカドンドン号・ビーナスギャル号・モカビーン号・クイーンロイド号は，平成２４年１０月２３日まで

平地競走に出走できない。
ウォーターカーリー号は，平成２４年１１月２３日まで平地競走に出走できない。



２６０７９ ９月２３日 晴 良 （２４阪神４）第７日 第７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 ７，２００，０００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

６１１ メ ロ ー ト 牡４黒鹿５７ 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４７０± ０１：４６．３ ９．６�

８１８ フレンチボウ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：４６．５１� １４．２�
４８ レッドキングダム 牡３鹿 ５４ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６０－ ４ 〃 クビ ５８．７�
１１ アドマイヤカーリン 牡４青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ １７．８�
７１４ エメラルドヴァレー 牝４青鹿５５ 藤田 伸二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４２０－１２１：４６．６� １２．３�
２３ ルナフォンターナ 牝３栗 ５２ 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６＋ ２ 〃 クビ ３６．８�
３５ � レ イ テ ッ ド 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ 〃 アタマ ２８．２	
８１７ ヒットメーカー 牡５青鹿５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４５２± ０ 〃 ハナ ４．０

７１５ マ ナ ウ ス 牡３鹿 ５４ 内田 博幸鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 B４７８－ ４１：４６．７� ３４．２�
２４ � メイショウシレトコ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６０－ ８１：４６．８� １３６．１�
５９ スズカアンペール 牡４鹿 ５７ 福永 祐一永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４７６－１０１：４６．９クビ １３．４
１２ トップシャイン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 B４８２＋ ６ 〃 クビ ９５．８�
６１２ コーディリア 牝３青 ５２ 小林 徹弥 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム ４３８－１０１：４７．０� ３５．９�
３６ マーティンボロ 牡３青鹿５４ 川須 栄彦吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ８１：４７．１クビ ３．３�
８１６ エイトバイテン 牡３鹿 ５４ 小林慎一郎�野 葉子氏 梅田 智之 新冠 中央牧場 ４６４－ ２１：４７．８４ ７２２．０�
４７ アムールクエスト 牡３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５４＋ ６ 〃 アタマ ２１５．０�
５１０ ディアデラバンデラ 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６２－１４ 〃 ハナ ６．５�
７１３ サンライズシャトー 牡３栗 ５４ 小坂 忠士松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６２± ０ 〃 アタマ ４０８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，４１１，２００円 複勝： ４８，８８７，２００円 枠連： ２２，３８９，７００円

馬連： ７２，４６１，３００円 馬単： ４２，５６１，４００円 ワイド： ３５，３０２，７００円

３連複： １０９，８６６，０００円 ３連単： １５８，５４６，５００円 計： ５１９，４２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３５０円 � ４８０円 � １，６９０円 枠 連（６－８） １，０２０円

馬 連 �� ５，６１０円 馬 単 �� １０，８２０円

ワ イ ド �� １，７７０円 �� １１，１３０円 �� ９，１４０円

３ 連 複 ��� １１４，８５０円 ３ 連 単 ��� ５３９，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２９４１１２ 的中 � ２４２３３（４番人気）
複勝票数 計 ４８８８７２ 的中 � ４０４２１（４番人気）� ２７５４４（８番人気）� ６８０８（１３番人気）
枠連票数 計 ２２３８９７ 的中 （６－８） １６３２９（４番人気）
馬連票数 計 ７２４６１３ 的中 �� ９５３３（２１番人気）
馬単票数 計 ４２５６１４ 的中 �� ２９０５（３８番人気）
ワイド票数 計 ３５３０２７ 的中 �� ５０３９（１８番人気）�� ７７１（７９番人気）�� ９４０（７０番人気）
３連複票数 計１０９８６６０ 的中 ��� ７０６（２５３番人気）
３連単票数 計１５８５４６５ 的中 ��� ２１７（１３３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．５―１１．８―１２．２―１２．０―１１．６―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．１―４６．９―５９．１―１：１１．１―１：２２．７―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．２
３ １５，１６（１，１８）（９，１０）（３，６，１４，１７）（５，７）（２，１１）（８，１３）－（４，１２） ４ ・（１５，１６）１８，１（９，１０）（３，６，１４，１７）（５，７，１１）（２，８）（４，１２，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メ ロ ー ト �
�
父 オンファイア �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１０．２４ 京都４着

２００８．４．３生 牡４黒鹿 母 ジョーシナリー 母母 サ イ ネ ラ １８戦３勝 賞金 ３３，５２６，０００円
※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 ケルンフォーティー号・シルクヴェリタス号

２６０８０ ９月２３日 晴 稍重 （２４阪神４）第７日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１ フレンチトースト 牝３鹿 ５３ 武 豊水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４３８－ ２１：１１．６ ２．４�

５１０� オペラモーヴ 牝４黒鹿５５ 荻野 要�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４７４± ０１：１２．０２� ５．７�
８１５ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５ 鮫島 良太折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ５００－ ６１：１２．２１	 ９．６�
８１６� オ オ ミ カ ミ 牡３栃栗５５ 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. B４９４－１８１：１２．５２ ６．６�
３５ � ウエストハーバー 牡４栗 ５７ 川須 栄彦加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５２８＋１２１：１２．６クビ ８．７�
３６ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 幸 英明久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４５０＋１２１：１２．７� ８２．２�
２４ チェリービスティー 牝４栗 ５５ 秋山真一郎備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：１２．８
 ２０．１	
４８ タ ビ ト 牡４鹿 ５７ 和田 竜二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４９４＋ ２ 〃 ハナ １４．０

１２ アスコットシチー 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 ４６０＋１２ 〃 ハナ ５４．６�
２３ モズギャラクシー 牡３鹿 ５５ 国分 恭介北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 加野牧場 ５０６－ ２１：１２．９クビ ２４．８�
６１２� メイショウトシイエ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３２－ ６１：１３．１１� ２８０．９
１１ キャロルロゼ 牝５鹿 ５５

５２ ▲水口 優也��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８０－ ４１：１３．２クビ ２２５．２�
５９ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４８０＋ ６１：１３．５１
 ６４．６�
７１４� リッシンイロハ 牝３鹿 ５３ 小林慎一郎小原 該一氏 作田 誠二 浦河 金成吉田牧場 ４６４－ ６１：１４．１３� ４７２．１�
４７ � バージニアキャット 牝４栗 ５５ 福永 祐一�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms

Joint Venture ４７６± ０１：１４．４１
 １４．８�
７１３� アイファーアプリル 牝４青 ５５ 高倉 稜中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 ３９６－１３１：１５．０３� １２３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３７６，４００円 複勝： ４６，０２７，９００円 枠連： ２０，８９９，９００円

馬連： ６８，８５１，３００円 馬単： ４３，３１０，４００円 ワイド： ３２，３５７，９００円

３連複： １０１，７８３，８００円 ３連単： １６３，０７６，６００円 計： ５０３，６８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（５－６） ９７０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ３６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� ８，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２７３７６４ 的中 � ９２２１５（１番人気）
複勝票数 計 ４６０２７９ 的中 � １４２７８３（１番人気）� ４３７２６（４番人気）� ５５９９１（２番人気）
枠連票数 計 ２０８９９９ 的中 （５－６） １５９８７（４番人気）
馬連票数 計 ６８８５１３ 的中 �� ５０５８４（３番人気）
馬単票数 計 ４３３１０４ 的中 �� ２０５７６（４番人気）
ワイド票数 計 ３２３５７９ 的中 �� ２０６３４（３番人気）�� ２３９４１（２番人気）�� ６９７０（１４番人気）
３連複票数 計１０１７８３８ 的中 ��� ３０３０８（５番人気）
３連単票数 計１６３０７６６ 的中 ��� １３４５４（８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．５―１１．７―１１．８―１３．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンチトースト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２２ 京都３着

２００９．３．３０生 牝３鹿 母 ペンタルビー 母母 ホーセンルビー ８戦２勝 賞金 １９，０００，０００円
※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 アグネスアンジュ号・ニホンピロプアラニ号
（非抽選馬） １頭 アクアブルーウェイ号



２６０８１ ９月２３日 晴 良 （２４阪神４）第７日 第９競走 ��
��１，６００�

こ う と う

甲 東 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３０．７

良

良

８１２ タイキパーシヴァル 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ５０４＋ ４１：３４．１ ５．１�

４５ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５５ 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９２－ ４１：３４．３１ ２．５�
６８ セイルラージ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋１２１：３４．５１� ５．２�
７１０ ハードダダンダン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６０－ ４ 〃 アタマ ６６．５�
２２ ルアーズストリート 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５６± ０１：３４．７１� １１．０�
５６ タマモコントラバス 牡５黒鹿５７ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４５６＋ ２１：３４．８クビ ７．３	
３３ アルティシムス 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ２１：３４．９	 １８．２

８１３ メイショウサバト 牝５黒鹿５５ 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 浦河日成牧場 ４６６＋ ２１：３５．２２ ９８．１�
７１１ ニシノスタイル 牡３鹿 ５５ 松山 弘平西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４７０－１８１：３５．３	 １１．６
４４ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿５５ 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４６６± ０１：３５．４� ２５７．８�
６９ ドリームヒーロー 牡５青鹿５７ 安藤 勝己田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５２＋ ２ 〃 アタマ ２７．７�
１１ マ イ ウ エ イ 牡６鹿 ５７ 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４６０－ ６１：３５．７１	 ２９．４�
５７ バンブトンカツ 牡３鹿 ５５ 水口 優也�口 正蔵氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 ４７２± ０１：３７．２９ ４２３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，０４４，７００円 複勝： ５６，８８０，３００円 枠連： １８，１９３，１００円

馬連： ９９，１３１，５００円 馬単： ６１，３６４，１００円 ワイド： ４０，４９４，５００円

３連複： １３０，４３７，８００円 ３連単： ２３１，６５２，１００円 計： ６７２，１９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（４－８） ６２０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ５５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ７，９７０円

票 数

単勝票数 計 ３４０４４７ 的中 � ５２７８４（２番人気）
複勝票数 計 ５６８８０３ 的中 � ８１５１５（２番人気）� １５５９７４（１番人気）� ７４４３０（３番人気）
枠連票数 計 １８１９３１ 的中 （４－８） ２１７７９（２番人気）
馬連票数 計 ９９１３１５ 的中 �� １０７２７８（１番人気）
馬単票数 計 ６１３６４１ 的中 �� ２８２４１（４番人気）
ワイド票数 計 ４０４９４５ 的中 �� ３３９８０（２番人気）�� １６５５２（５番人気）�� ３４５８５（１番人気）
３連複票数 計１３０４３７８ 的中 ��� ７０１４６（１番人気）
３連単票数 計２３１６５２１ 的中 ��� ２１４７０（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．５―３６．２―４７．９―５９．９―１：１１．１―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキパーシヴァル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１０．９．２６ 札幌１着

２００８．２．１６生 牡４栗 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド １４戦４勝 賞金 ５９，３５０，０００円
※バンブトンカツ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２６０８２ ９月２３日 晴 良 （２４阪神４）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�ムーンライトハンデキャップ

発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．９．２４以降２４．９．１７まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

２２ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿５６ 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 ４６８－１０２：００．５ ５．２�

３３ � エドノヤマト 牡５青 ５６ 幸 英明遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス
ファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ １５．０�

５５ アロマティコ 牝３栗 ５１ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２ 〃 ハナ １．６�
７８ マ ナ ク ー ラ 牡６黒鹿５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７２－１０２：００．７１� ２３．１�
８１０� メイショウサミット 牡６鹿 ５４ 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５２８－ ２２：００．８� ３６．９�
１１ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５４ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６０－ ４ 〃 アタマ ３２．８	
７７ ワルキューレ 牝８青 ５４ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５０８＋ ６２：００．９	 １２．８

８９ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５３ 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６± ０２：０１．０クビ ７．７�
６６ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５５ 岩田 康誠林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１０± ０２：０１．１	 ３２．２�
４４ 
 ワールドブルー 牡６鹿 ５３ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４９０＋ ２２：０２．２７ ５９．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４５，９４８，５００円 複勝： ８１，５５４，６００円 枠連： ２１，７９９，５００円

馬連： １１２，６３４，８００円 馬単： ８９，２５１，４００円 ワイド： ４７，３９９，３００円

３連複： １４４，０５９，８００円 ３連単： ３７５，６３１，０００円 計： ９１８，２７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １１０円 枠 連（２－３） ２，５８０円

馬 連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� １２，７００円

票 数

単勝票数 計 ４５９４８５ 的中 � ６９８５３（２番人気）
複勝票数 計 ８１５５４６ 的中 � １２９４０４（２番人気）� ４６６１４（５番人気）� ３８５５８１（１番人気）
枠連票数 計 ２１７９９５ 的中 （２－３） ６２４０（１０番人気）
馬連票数 計１１２６３４８ 的中 �� ３０５８２（１０番人気）
馬単票数 計 ８９２５１４ 的中 �� １３３２６（１６番人気）
ワイド票数 計 ４７３９９３ 的中 �� １４４２１（１０番人気）�� ７５３３６（１番人気）�� ３１３９２（４番人気）
３連複票数 計１４４０５９８ 的中 ��� ９１８２４（３番人気）
３連単票数 計３７５６３１０ 的中 ��� ２１８４１（３４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．７―１１．９―１１．８―１２．４―１２．２―１２．１―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３５．８―４７．７―５９．５―１：１１．９―１：２４．１―１：３６．２―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３
１０－３－（２，４）－７（１，９）８－６，５
１０＝３，４＝２（７，８）９，１（６，５）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤタイシ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２００９．１２．２０ 阪神３着

２００７．３．５生 牡５黒鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation ２０戦４勝 賞金 ７２，３８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。

２レース目



２６０８３ ９月２３日 晴 良 （２４阪神４）第７日 第１１競走 ��
��２，４００�第６０回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

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 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，０７８，０００円 ３０８，０００円 １５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

８１４ ゴールドシップ 牡３芦 ５６ 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 ４９８－ ２２：２５．２ ２．３�

４６ ロードアクレイム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４６０＋ ６２：２５．６２� ４０．８�
６１１ マウントシャスタ 牡３鹿 ５６ 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 ４６８＋１８２：２５．９１� ２．８�
２２ ユウキソルジャー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３６－ ６２：２６．３２� ４６．０�
６１０ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５６ 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 ４５８－ ４２：２６．４� ８４．６�
３５ エーシングングン 牡３栗 ５６ 幸 英明�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 ４６４－ ４ 〃 ハナ １６５．１	
４７ ヒストリカル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４８＋２２２：２６．５� ７．０

１１ ミルドリーム 牡３青鹿５６ 江田 照男平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２８－ ４２：２７．０３ ２３．７�
３４ カポーティスター 牡３黒鹿５６ 武 豊備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８ 〃 ハナ １４．７�
５９ ベールドインパクト 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４２：２７．１� １０．８
５８ メイショウカドマツ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１６－ ４２：２８．２７ ３９．０�
８１５ ブレイズアトレイル 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ６２：２８．３� １００．８�
７１２ フミノポールスター 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４９８＋１２２：２９．３６ １３９．５�
２３ テイエムハエンカゼ 牡３栗 ５６ 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５４＋ ４２：２９．９３� ４５７．７�
７１３ ナムラビクター 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ５１２＋ ２２：３１．２８ １４１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６１，４０６，７００円 複勝： ２２９，７４１，４００円 枠連： １００，１２５，４００円

馬連： ５８５，９８６，８００円 馬単： ３６１，４３０，０００円 ワイド： ２１１，８２０，０００円

３連複： ８２５，４２６，９００円 ３連単： １，８３６，７８３，８００円 計： ４，３１２，７２１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ４８０円 � １２０円 枠 連（４－８） ８４０円

馬 連 �� ５，２３０円 馬 単 �� ７，５００円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� １８０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� ２６，３００円

票 数

単勝票数 計１６１４０６７ 的中 � ５５５２３９（１番人気）
複勝票数 計２２９７４１４ 的中 � ６８９５１３（１番人気）� ６３３８７（８番人気）� ６６７４６２（２番人気）
枠連票数 計１００１２５４ 的中 （４－８） ８８３６３（３番人気）
馬連票数 計５８５９８６８ 的中 �� ８２８０２（１７番人気）
馬単票数 計３６１４３００ 的中 �� ３５５６５（２３番人気）
ワイド票数 計２１１８２００ 的中 �� ３１４６１（１８番人気）�� ３９２９３８（１番人気）�� ３９６９９（１３番人気）
３連複票数 計８２５４２６９ 的中 ��� １８２２５０（９番人気）
３連単票数 計１８３６７８３８ 的中 ��� ５１５６１（７３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．７―１２．４―１２．３―１２．５―１２．６―１２．０―１１．６―１１．７―１１．６―１２．５

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―２３．３―３６．０―４８．４―１：００．７―１：１３．２―１：２５．８―１：３７．８―１：４９．４―２：０１．１―２：１２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１１．７．９ 函館１着

２００９．３．６生 牡３芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム ８戦５勝 賞金 ２８５，３１３，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりゴールドシップ号・ロードアクレイム号・マウントシャスタ号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

２６０８４ ９月２３日 晴 稍重 （２４阪神４）第７日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２４ シルバーキセキ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４５４＋ ６１：１１．３ ７．４�

８１６� ネオシーサー 牡５青 ５７ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ６８．２�
４７ ビナスイート 牝３栗 ５３ 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 ４８６＋２６１：１１．４� ４．０�
７１３ カリスマサンスカイ 牡４鹿 ５７ 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５１４－ ４ 〃 クビ ２５．２�
５９ ケージーヨシツネ 牡４鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５２－ ４１：１１．５クビ ４．７�
３６ 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 ４７４＋ ２１：１１．７１� ４．１�
３５ ア ヌ エ ヌ エ 牝５青鹿５５ 浜中 俊松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４９４－ ６１：１１．９１� １４．３	
６１１ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５７ 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６２± ０１：１２．０� ３９．３

８１５ ヨ ク バ リ 牡７鹿 ５７ 松山 弘平小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７２－ ６１：１２．１� ２９６．２�
７１４ 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± ０ 〃 ハナ １７．５�
１２ 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 ４６２＋ ２１：１２．２クビ ８．１
５１０ オーミレイライン 牡６鹿 ５７ 和田 竜二岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ５２４－ ２１：１２．３� ６８．１�
６１２ ドクトルジバゴ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４８８－ ４１：１２．５� ２４．１�
２３ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５５ 江田 照男�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５０－ ２１：１２．６� ２６６．３�
４８ ダノンフリーデン 牡５鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４＋ ２１：１２．９１� ４８．５�
１１ ダ ス タ ッ プ 牡６鹿 ５７ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ５１４＋１４１：１３．４３ ３０２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，１７５，１００円 複勝： ７７，１３５，８００円 枠連： ３６，５３０，８００円

馬連： １４８，７２４，１００円 馬単： ８５，４７３，４００円 ワイド： ６３，７０３，１００円

３連複： ２１９，８２３，４００円 ３連単： ４００，４３９，５００円 計： １，０８０，００５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２６０円 � １，４３０円 � ２１０円 枠 連（２－８） １３，５９０円

馬 連 �� １６，５７０円 馬 単 �� ３０，３６０円

ワ イ ド �� ５，１９０円 �� ５９０円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� ３９，９２０円 ３ 連 単 ��� ３４３，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４８１７５１ 的中 � ５１６７６（４番人気）
複勝票数 計 ７７１３５８ 的中 � ８３７４９（４番人気）� １１１００（１３番人気）� １１８４２４（２番人気）
枠連票数 計 ３６５３０８ 的中 （２－８） １９８４（３１番人気）
馬連票数 計１４８７２４１ 的中 �� ６６２５（４９番人気）
馬単票数 計 ８５４７３４ 的中 �� ２０７８（９０番人気）
ワイド票数 計 ６３７０３１ 的中 �� ２８９９（５２番人気）�� ２９２４９（５番人気）�� ２７１９（５６番人気）
３連複票数 計２１９８２３４ 的中 ��� ４０６４（１２３番人気）
３連単票数 計４００４３９５ 的中 ��� ８６１（８５７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．５―１１．４―１１．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．１―４６．５―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．２
３ ・（７，９，１４）４（６，８，１０）－（３，５，１２）（１１，１３）－（２，１６）－１５－１ ４ ７（９，１４）（４，１０）（６，８）（５，１２）１３（３，１１）１６，２－１５，１

勝馬の
紹 介

シルバーキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１０．５．２ 京都２着

２００７．４．３０生 牝５黒鹿 母 オーサムチャーム 母母 Reet Petite １４戦４勝 賞金 ４４，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エスケープマジック号・カンファーネオ号・クリスリリー号

４レース目



（２４阪神４）第７日 ９月２３日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６５，３３０，０００円
２，０８０，０００円
５，４１０，０００円
２，３１０，０００円
２４，０７０，０００円
５３，９６１，２５０円
４，７０１，０００円
１，６４１，６００円

勝馬投票券売得金
４７２，８３３，５００円
７８４，０５１，５００円
３０１，７４４，０００円
１，３５０，５２５，７００円
８８０，５６７，３００円
５６７，１４８，７００円
１，９２５，４６２，７００円
３，８５３，２４６，４００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 １０，１３５，５７９，８００円

総入場人員 ２０，４２０名 （有料入場人員 １８，９４８名）


