
２７０１３ ９月１５日 曇 良 （２０阪神４）第２日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

５５ テーオーティアラ 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４４－ ８１：３５．１ １．４�

２２ レッドジール 牡２栗 ５４ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７８＋１０ 〃 クビ １２．８�
６７ ラ ル ー チ ェ 牝２芦 ５４ 福永 祐一植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：３５．６３ ３１．５�
８１１ ナリタシリカ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４２４－ ２１：３５．８１� ６６．４�
７１０ テンシノマズル 牡２鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４６＋ ４１：３６．０１� １０８．９�
１１ ラガーシーキング 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４４４－ ６１：３６．１� ６．１�
４４ テイエムプレストン 牡２黒鹿５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 三石 城地 清満 ５１４－ ２１：３６．３１� ２３．０	
８１２ マーブルデイビー 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４６４－１６１：３６．６１� １２０．３

６８ カネコメリッチ 牡２青鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊�岡 義雄氏 中尾 正 日高 野口牧場 ４５４－ ６１：３６．８１� ９．５�
５６ コスモアポロ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 服部 利之 浦河 バンブー牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２７２．９
７９ ガッチリガッチリ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 B４５２± ０１：３７．２２� １８．６�
３３ シゲルフジサン 牡２栗 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４８６＋１０１：３７．５１� １８０．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，２５９，６００円 複勝： ５８，５６８，３００円 枠連： １２，６４５，７００円

普通馬連： ４８，７６３，９００円 馬単： ４８，１２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００７，７００円

３連複： ５９，９１８，９００円 ３連単： １２７，２８８，８００円 計： ３９３，５７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ４９０円 枠 連（２－５） １，０５０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ７３０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ５，１２０円 ３ 連 単 ��� １１，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２５９６ 的中 � １１９３６５（１番人気）
複勝票数 計 ５８５６８３ 的中 � ４２００６５（１番人気）� １９４３７（４番人気）� １０３９９（７番人気）
枠連票数 計 １２６４５７ 的中 （２－５） ８９３１（４番人気）
普通馬連票数 計 ４８７６３９ 的中 �� ４０５６２（３番人気）
馬単票数 計 ４８１２１５ 的中 �� ２７３７７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００７７ 的中 �� １３２９７（３番人気）�� ６０１８（７番人気）�� １８３６（２２番人気）
３連複票数 計 ５９９１８９ 的中 ��� ８６５２（１４番人気）
３連単票数 計１２７２８８８ 的中 ��� ７８４０（３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．０―１２．４―１２．５―１２．０―１０．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．４―４７．８―１：００．３―１：１２．３―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．８
３ ２，４（１，６，８，１１）（１０，１２）５（７，９）＝３ ４ ２，４，８（１，６，１１）（１０，１２）５，７，９－３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーティアラ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Pompeii Court デビュー ２００８．８．２４ 小倉２着

２００６．２．１８生 牝２鹿 母 デ ロ ー ベ 母母 Petite Voleuse ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



２７０１４ ９月１５日 曇 良 （２０阪神４）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ メイクセンス 牡３栗 ５６ 福永 祐一平田 修氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：２４．６ ２．７�

３６ トーホウボガード 牡３鹿 ５６ 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５４＋ ２１：２４．８１� ２．３�
１２ シルクレパード 牡３栗 ５６ 幸 英明有限会社シルク藤沢 則雄 門別 ヤナガワ牧場 ４６４＋ ２１：２５．７５ １２．７�
２４ スズモンスター 牡３鹿 ５６ 川田 将雅小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 追分 追分ファーム B４８０－ ６１：２６．３３� ８．３�
４７ マ サ カ ー ネ 牝３栗 ５４ 高野 容輔 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４０６－ ４１：２６．７２� ７７．１�
５９ メイショウカポネ 牡３栗 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ５２０＋ ６１：２６．８� ３１．４�
２３ ツーソックス 牝３鹿 ５４ 上村 洋行	大樹ファーム 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４７８－１０１：２６．９� ２６．７

７１４ サ ザ ン ベ ル 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 静内 武岡牧場 ５００＋ ８１：２７．０� ３０．２�
７１３ サワノパシュート 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦澤田 �子氏 松元 茂樹 静内 福岡 清 ５００＋ ６ 〃 クビ ４７．９
８１６ リトルエイコーン 牡３栗 ５６ 佐久間寛志松原 寛氏 鹿戸 明 浦河 小葉松 幸雄 ４２０＋ ４１：２７．１クビ ７３．４�
６１２ カノヤキラリ 牝３芦 ５４

５２ △田中 健神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５０± ０１：２７．３１� ３０５．０�
３５ クイーンオブナイト 牝３青鹿５４ 吉田 隼人近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 北星村田牧場 ４５２－ ４１：２７．５１� １７．７�
１１ デンコウコルモ 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅田中 康弘氏 鶴留 明雄 浦河 太陽牧場 ４６２－ ４１：２７．７１� ４００．６�
５１０ ボムクイーン 牝３鹿 ５４

５２ △田中 克典門野 文典氏 安達 昭夫 門別 日高大洋牧場 ４３８－１２１：２８．２３ ４３．７�
８１５ セマナサンタ 牝３栗 ５４ 角田 晃一 	キャロットファーム 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４１：２８．９４ ２８３．６�

（１５頭）
６１１ ブルーセルリアン 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎	イクタ 浜田 光正 鵡川 フラット牧場 ４６０－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，４００，８００円 複勝： ２２，５０１，６００円 枠連： １７，６３４，５００円

普通馬連： ５４，８９９，４００円 馬単： ４７，７９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０３３，６００円

３連複： ６９，１９７，３００円 ３連単： １２９，６８２，５００円 計： ３７７，１３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ２３０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ２，８１０円

票 数

単勝票数 差引計 １５４００８（返還計 ６８８） 的中 � ４６５８５（２番人気）
複勝票数 差引計 ２２５０１６（返還計 １１２８） 的中 � ５６０３９（２番人気）� ７５６０２（１番人気）� １５８２０（４番人気）
枠連票数 差引計 １７６３４５（返還計 ５２） 的中 （３－４） ５６７６１（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５４８９９４（返還計 ３８９０） 的中 �� １７１４９８（１番人気）
馬単票数 差引計 ４７７９０１（返還計 ３５３６） 的中 �� ６６４４９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２００３３６（返還計 ２１７９） 的中 �� ４９６７７（１番人気）�� ８８９３（５番人気）�� １０５８３（４番人気）
３連複票数 差引計 ６９１９７３（返還計 １０４６４） 的中 ��� ６０４２５（２番人気）
３連単票数 差引計１２９６８２５（返還計 ２０７２５） 的中 ��� ３４０７２（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１２．４―１２．３―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．２―５９．５―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイクセンス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．９．８ 阪神３着

２００５．３．２６生 牡３栗 母 イクスペクトトゥシャイン 母母 Frankova ４戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔競走除外〕 ブルーセルリアン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セマナサンタ号は，平成２０年１０月１５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） ２頭 エメラルドワン号・スリーメガトン号



２７０１５ ９月１５日 曇 良 （２０阪神４）第２日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時１５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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

７７ ス ウ ッ シ ュ 牡２鹿 ５４ 池添 謙一�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４９０ ―１：２２．７ ７．７�

１１ ニホンピロカズマ 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 日高 佐々木 直孝 ４６８ ―１：２２．８� ２４．０�
６６ ヒラボクワイルド 牡２青鹿５４ 内田 博幸�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８０ ―１：２３．３３ ３．６�
４４ エ ル シ ッ ド 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６ ―１：２３．４� ３．５�
８８ メイショウフレアー 牡２青鹿５４ 福永 祐一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４８８ ―１：２３．５クビ ４．１�
３３ ヒデサンアタッカー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二井之口二三雄氏 中尾 正 静内 藤吉牧場 ４６０ ―１：２３．６� ２１．２�
２２ エリモラブリー 牡２鹿 ５４ 高橋 亮山本 敏晴氏 高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４４４ ―１：２４．０２� ６．７	
５５ スーパークルーズ 牡２栗 ５４ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５０ ―１：２５．０６ １２．３


（８頭）

売 得 金

単勝： １４，４７３，５００円 複勝： １７，９３２，２００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４８，０３０，１００円 馬単： ３９，７２５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１０２，８００円

３連複： ４４，５０７，４００円 ３連単： １０６，６８６，５００円 計： ２８３，４５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２７０円 � ４５０円 � １６０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ６，９４０円 馬 単 �� １２，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ５００円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� １０，３６０円 ３ 連 単 ��� ８９，４８０円

票 数

単勝票数 計 １４４７３５ 的中 � １４９００（５番人気）
複勝票数 計 １７９３２２ 的中 � １６７４２（５番人気）� ８４１３（８番人気）� ３８９６８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８０３０１ 的中 �� ５１１２（２５番人気）
馬単票数 計 ３９７２５５ 的中 �� ２３１６（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１０２８ 的中 �� １７９７（２３番人気）�� ６４１３（７番人気）�� １８５４（２２番人気）
３連複票数 計 ４４５０７４ 的中 ��� ３１７２（３７番人気）
３連単票数 計１０６６８６５ 的中 ��� ８８０（２４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１１．８―１１．９―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．９―４６．７―５８．６―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
３ ８（３，７）１－５（２，６）－４ ４ ８，７（３，１）（５，６）２－４

勝馬の
紹 介

ス ウ ッ シ ュ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ウォーニング 初出走

２００６．２．２１生 牡２鹿 母 アクアフレスカ 母母 フジノスイショウ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０１６ ９月１５日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０阪神４）第２日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時５０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

７９ ビコーフェザー �４鹿 ６０ 岩崎 祐己�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ４３：１７．３ １５．９�

５５ ゼットコマンダー 牡５黒鹿６０ 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４６６－ ４３：１８．６８ ３．４�
７８ ホープフルスター 牡３黒鹿５８ 白浜 雄造前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 ５３８－ ２３：２１．３大差 ７．６�
８１１ マキハタサーメット 牡６鹿 ６０ 出津 孝一�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０８－１４３：２１．８３ １２．１�
６６ アフリカンビート 牡６鹿 ６０ 高田 潤 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５３６＋１０３：２３．０７ ７．７�
８１０ フォレストロバリー 牡３黒鹿５８ 小坂 忠士松岡 研司氏 武 宏平 静内 マツケン農場 ５００± ０３：２４．２７ ４９．９�
６７ シゲルケープタウン 牡３鹿 ５８ 林 満明森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ５４４－ ４３：２６．０大差 ６１．８	
２２ マンテンパレード 牡３黒鹿５８ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４６６± ０３：３３．４大差 ８０．６

１１ � オウケンハカイダー 牡４黒鹿６０ 北沢 伸也福井 明氏 藤岡 範士 新冠 高瀬牧場 ５０２＋ ６ （競走中止） ４６．４�
３３ カシノオウジャ 牡５鹿 ６０ 今村 康成柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４８４＋ ４ （競走中止） ２０．３�
４４ イナズマイージス 牝５黒鹿５８ 金折 知則小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７４± ０ （競走中止） ２．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，９４８，４００円 複勝： １４，１５４，９００円 枠連： １３，６９４，０００円

普通馬連： ３９，４２４，８００円 馬単： ３８，８７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７５０，５００円

３連複： ５３，９２４，９００円 ３連単： １１１，６８７，１００円 計： ２９８，４６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ２６０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（５－７） １，０５０円

普通馬連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ７，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� １，２５０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ７，０００円 ３ 連 単 ��� ５５，３２０円

票 数

単勝票数 計 １２９４８４ 的中 � ６４４６（６番人気）
複勝票数 計 １４１５４９ 的中 � １２８４０（４番人気）� ２７８０３（２番人気）� １４１３１（３番人気）
枠連票数 計 １３６９４０ 的中 （５－７） ９７０６（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９４２４８ 的中 �� ９３８５（１１番人気）
馬単票数 計 ３８８７６６ 的中 �� ３６５４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７５０５ 的中 �� ３５６４（１１番人気）�� ２６２４（１５番人気）�� ６５２３（５番人気）
３連複票数 計 ５３９２４９ 的中 ��� ５６８８（２５番人気）
３連単票数 計１１１６８７１ 的中 ��� １４９０（１５５番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５２．４－３F ３９．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 →�→�→�」
�
�
１１－５，４－３，２－９（７，６）（１，８）－１０
１１，５－４，３，９，１，６，１０，８－７＝２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビコーフェザー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Roberto デビュー ２００６．１１．２６ 京都３着

２００４．３．２７生 �４鹿 母 マ ラ ブ ー 母母 Last Feather 障害：２戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 イナズマイージス号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

カシノオウジャ号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時に，転倒した「イナズマイージス」号に触れ，騎手が落馬したため競
走中止。
オウケンハカイダー号は，９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。



２７０１７ ９月１５日 曇 良 （２０阪神４）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

３３ プリティマリ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５０ ―１：１４．８ ８．８�

６７ ラインオブナイト 牡２鹿 ５４ 武 豊 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４９８ ― 〃 クビ １．６�
１１ マーベラスリリー 牝２栗 ５４ 福永 祐一笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４７６ ―１：１５．３３ ５．２�
７９ プティローズ 牝２鹿 ５４

５２ △藤岡 康太村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田 猛 ５０２ ― 〃 クビ ５１．９�
７８ ピーチインラヴ 牝２鹿 ５４ 岩崎 祐己入江 一彦氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム ５０２ ―１：１６．３６ １７．４�
４４ メイショウアスナロ 牡２栗 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４９０ ―１：１６．４クビ １５．１�
５５ マルタカテイオー 牡２黒鹿 ５４

５２ △田中 克典高橋 義和氏 山内 研二 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４４６ ―１：１６．５� ９３．５	

８１１ ウォリナーイモン 牡２黒鹿５４ 和田 竜二井門 敏雄氏 柴田 光陽 門別 坂 牧場 ４８８ ―１：１６．７１� １１．１

８１０ マストウインゲーム 牡２鹿 ５４ 角田 晃一�ターフ・スポート飯田 雄三 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４４４ ―１：１６．８� ２２．８�
２２ ハイタフネス 牡２栗 ５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４５６ ―１：１７．２２� ２０２．５�
６６ マルコードリーム 牡２栗 ５４ 小牧 太岡田 宏二氏 坂口 正則 鵡川 上水牧場 ４５８ ―１：１７．８３� ５８．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，８３２，７００円 複勝： ４３，４２６，２００円 枠連： １５，４６６，７００円

普通馬連： ４８，４４０，２００円 馬単： ５５，３７１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２６６，５００円

３連複： ５８，２５１，７００円 ３連単： １４４，４３７，８００円 計： ４００，４９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－６） ５７０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５２０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ８，６１０円

票 数

単勝票数 計 １７８３２７ 的中 � １６０６８（３番人気）
複勝票数 計 ４３４２６２ 的中 � ２０４７９（４番人気）� ３０３６５３（１番人気）� ３８６１６（２番人気）
枠連票数 計 １５４６６７ 的中 （３－６） ２０１０７（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８４４０２ 的中 �� ５７４７２（２番人気）
馬単票数 計 ５５３７１５ 的中 �� １６７６３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２６６５ 的中 �� １６１８０（３番人気）�� ６６４４（７番人気）�� ３１３６１（１番人気）
３連複票数 計 ５８２５１７ 的中 ��� ４９３１６（１番人気）
３連単票数 計１４４４３７８ 的中 ��� １２３８４（２７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．０―１２．７―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．６―４８．３―１：０１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリティマリ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ア ス ワ ン 初出走

２００６．５．６生 牝２鹿 母 マ リ ー ベ ル 母母 サチモハルナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ウォリナーイモン号は，発進不良〔外側に逃避〕。



２７０１８ ９月１５日 曇 良 （２０阪神４）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５分（番組第１２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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１０ ロールオブザダイス 牡３栗 ５４ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：５２．６ ２．５�

２２ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９８－ ８１：５３．０２� ９．２�
７７ ケンメイオウ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：５３．２１� ６．５�
３３ � アグネスモレキュラ 牡４鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 浦河 辻 牧場 ５０４± ０ 〃 クビ １６．７�
１１ マーベラスパレード 牡５栗 ５７ 太宰 啓介笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４７４－ ４１：５３．３� ６９．４�
８９ ベンティスカ 牡４芦 ５７ 幸 英明 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４６２＋１６１：５４．１５ １３．４	
７８ ゴールドスミス 牡４鹿 ５７ 武 豊 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ２．５

４４ タマモリクエスト 牡３黒鹿５４ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 門別 千葉飯田牧場 ４７２＋１０１：５４．２� ６２．５�
５５ バトルブリンディス 牡３青鹿５４ 川田 将雅宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４６２＋１２１：５４．３� ５２．５�
６６ ホッコーランチャー 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５２８－ ８１：５４．６１� ７７．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，０４１，０００円 複勝： ２８，６９６，８００円 枠連： ２４，２８７，８００円

普通馬連： ６２，９４４，４００円 馬単： ６１，７１６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０７４，５００円

３連複： ７６，１３８，２００円 ３連単： １９１，８００，１００円 計： ４８７，６９８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ２００円 枠 連（２－８） １，１２０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３００円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� ９，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２１０４１０ 的中 � ６７３７３（１番人気）
複勝票数 計 ２８６９６８ 的中 � ７４７２３（２番人気）� ２１３３９（４番人気）� ３４８４１（３番人気）
枠連票数 計 ２４２８７８ 的中 （２－８） １６０５５（４番人気）
普通馬連票数 計 ６２９４４４ 的中 �� ３４９７２（５番人気）
馬単票数 計 ６１７１６１ 的中 �� ２２４６０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０７４５ 的中 �� １１９３５（５番人気）�� １９４４１（２番人気）�� ６０６９（１０番人気）
３連複票数 計 ７６１３８２ 的中 ��� ２３９６４（７番人気）
３連単票数 計１９１８００１ 的中 ��� １５０８９（２５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．４―１２．９―１２．９―１２．６―１２．３―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．６―５０．５―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．３―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．６
１
３
９，１０（２，３）－７－４，８，５－（１，６）・（９，１０）３（２，７，８）－４（６，５）１

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

勝馬の
紹 介

ロールオブザダイス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神１着

２００５．４．３０生 牡３栗 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ １０戦２勝 賞金 ２４，５２８，０００円



２７０１９ ９月１５日 曇 良 （２０阪神４）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分（番組第６競走を順序変更） （芝・右・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

３４ マルティンスターク 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ４１：４６．２ ２．１�

２２ ヴァリアントレディ 牝３青鹿５２ 和田 竜二 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２－１０１：４６．４１ １７．８�

５８ イコールパートナー 牝３栗 ５２ 赤木高太郎古谷 道昌氏 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ２ 〃 クビ ６．３�
６９ プリティーキャット 牝５黒鹿５５ 幸 英明武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４２６＋ ６１：４６．５クビ ４２．６�
８１４� スズカエンジェル 牝４鹿 ５５ 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７２＋ ２ 〃 クビ １９．９�
５７ プリンセスドルチェ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４２６－ ６１：４６．６� ５．１�
３３ � レ ゼ ル ブ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一前田 幸治氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７６－ ２１：４６．７� １５．８	
７１２ ビビッドビビアン 牝３芦 ５２ 福永 祐一 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４６２－ ６１：４６．９１ ３４．２

７１１ アンテヴォルテ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 白老 ノーザンファーム ４１４－１０ 〃 クビ ３２．１�
１１ � ケ ル ビ ッ ク 牝４鹿 ５５ 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋１２１：４７．１１� １３９．５�
６１０ スマートレディー 牝３鹿 ５２ 佐藤 哲三大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４２０± ０ 〃 アタマ ７．６
４６ � バトルマドカ 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野中 賢二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋１６１：４７．２� １１５．８�
４５ トシエンジェル 牝４鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８６＋ ６１：４７．３� ５８．５�
８１３ スズカスタイル 牝３鹿 ５２

５０ △田中 健永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 びらとり牧場 ４１４－１６１：４７．９３� １９５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，４９０，７００円 複勝： ３８，０２３，０００円 枠連： ２７，９０４，７００円

普通馬連： ８５，５６４，８００円 馬単： ７２，４０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０７２，３００円

３連複： １１３，４０１，１００円 ３連単： ２２３，５２１，６００円 計： ６１１，３７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � １９０円 枠 連（２－３） １，３２０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３２０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� １１，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２３４９０７ 的中 � ９０１８４（１番人気）
複勝票数 計 ３８０２３０ 的中 � １２５２２６（１番人気）� ２６６８２（５番人気）� ４７３３７（３番人気）
枠連票数 計 ２７９０４７ 的中 （２－３） １５６８９（４番人気）
普通馬連票数 計 ８５５６４８ 的中 �� ４４７９１（４番人気）
馬単票数 計 ７２４０１３ 的中 �� ２７５０６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０７２３ 的中 �� １２０４４（５番人気）�� ２３３２３（２番人気）�� ５６９３（１３番人気）
３連複票数 計１１３４０１１ 的中 ��� ３８２２２（５番人気）
３連単票数 計２２３５２１６ 的中 ��� １４７１５（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３４．９―４７．３―５９．６―１：１１．４―１：２３．０―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルティンスターク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．１０ 京都２着

２００５．４．１４生 牝３鹿 母 ラ テ ル ネ 母母 ヨシオカザン ６戦２勝 賞金 ２１，５１５，０００円
〔制裁〕 イコールパートナー号の騎手赤木高太郎は，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。



２７０２０ ９月１５日 曇 良 （２０阪神４）第２日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５分（番組第７競走を順序変更） （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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１７ アスドゥクール 牝３栗 ５３ 吉田 隼人 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８－１０１：２０．８ １７．３�

６１２� カミヒコーキ 牝３黒鹿５３ 鮫島 良太迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ４９０－ ８１：２０．９クビ ４．３�
２４ ラッキーバニヤン 牡３栗 ５５ 岩田 康誠津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４８６－ ４１：２１．０� ２．４�
３６ リトルビスケット 牝３黒鹿５３ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４４０＋ ８１：２１．１� １３．８�
５９ ドリームガールズ 牝３栗 ５３ 川島 信二山本 慎一氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４４２± ０１：２１．２� ８９．８�
４８ ウインプレミアム 牡４芦 ５７ 内田 博幸�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４９４＋１０ 〃 ハナ ７．１	
７１５ メイショウルシェロ 牝３黒鹿５３ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ６１：２１．４１� ９６．４

５１０ エースデヨバン 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介�ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 B４６４－ ２１：２１．５� ３５．９�
８１６ マリエンベルク 牡３栗 ５５ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ６．７�
３５ ゲイルホーク 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文�RRA 大根田裕之 新冠 新冠橋本牧場 ４７８－ ２１：２１．７� ６０．０
２３ � マーブルラトゥール 牝４栗 ５５ 赤木高太郎下村 直氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４５６＋ ６１：２１．８� １２７．８�
４７ アジアンホープ 牝４鹿 ５５ 幸 英明廣村 茂一氏 目野 哲也 静内 フジワラフアーム ４７４＋１６１：２１．９� ３５．６�
７１３ ノボスイーツ 牝４芦 ５５ 石橋 脩�LS.M 西塚 安夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６－ ２ 〃 アタマ ９２．６�
１１ � トップガンヒーロー 牡４鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４５８－１０１：２２．０クビ １３４．５�
１２ ワンダーグローリー 牝５栗 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 フクダファーム ４３４－１０１：２２．３１� ３３８．８�
６１１ ド キ ャ ー レ 牡３栗 ５５ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４５６－１０ 〃 アタマ ５６．２�
８１８ ナムラシンドバッド 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４６８＋ ６１：２２．５１ ８７．７�
７１４ ヒカルカグヤヒメ 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝高橋 光氏 西塚 安夫 登別 青藍牧場 ４８０＋ ４１：２３．２４ ３３．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，１３８，１００円 複勝： ３９，５３０，２００円 枠連： ３４，４９６，１００円

普通馬連： １１２，９８４，１００円 馬単： ７９，４５７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，８７５，５００円

３連複： １４１，４１６，５００円 ３連単： ２７４，１７１，９００円 計： ７４８，０６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ３７０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（６－８） ９００円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ９，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� １，０１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ３０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３０１３８１ 的中 � １３７６７（６番人気）
複勝票数 計 ３９５３０２ 的中 � １９０２８（６番人気）� ７４６８９（２番人気）� １０３１１３（１番人気）
枠連票数 計 ３４４９６１ 的中 （６－８） ２８４６５（４番人気）
普通馬連票数 計１１２９８４１ 的中 �� ２３６９６（１２番人気）
馬単票数 計 ７９４５７５ 的中 �� ６５１０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５８７５５ 的中 �� ６３６０（１３番人気）�� ７９１３（９番人気）�� ４４２０２（１番人気）
３連複票数 計１４１４１６５ 的中 ��� ３６３１１（５番人気）
３連単票数 計２７４１７１９ 的中 ��� ６５３３（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．０―４５．４―５７．０―１：０８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスドゥクール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１．６ 京都４着

２００５．３．１２生 牝３栗 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller ５戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
〔制裁〕 マリエンベルク号の騎手和田竜二は，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１０，０００円。



２７０２１ ９月１５日 小雨 良 （２０阪神４）第２日 第９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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

４６ サンエムパーム 牡５黒鹿５７ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５２６－ ２１：１０．８ ２４．４�

５９ メ ガ リ ス 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－ ２１：１１．３３ ９．５�

８１４ ポ ー ト ラ ヴ 牡４栗 ５７ 幸 英明水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５４２－ ２ 〃 クビ ６．１�
７１２ ラインストーム 牡４芦 ５７ 角田 晃一大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４７８－ ６１：１１．４クビ １４．１�
２３ エ ノ ク 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８０－１４１：１１．５� １．６�
４７ マチカネニオウミヤ 牡５鹿 ５７ 石橋 守細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４６８＋ ４１：１１．６クビ ３４．４�
７１３� アルシラート 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三広尾レース	 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４９４－ ４１：１１．７� １３．５

５８ ユ ウ ア イ ラ 牝５栗 ５５ 鮫島 良太	アイテツ 鮫島 一歩 新冠 佐藤 信広 ４７６－ ２１：１１．８クビ １５０．８�
３５ � ネ オ ナ ー ト 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝藤田 孟司氏 中竹 和也 米

Rio Claro Thorough-
breds, R. D. Hubbard
& C. Sczesny

５０４＋１４ 〃 ハナ ７７．９�
３４ コスモサレオス 牡３青鹿５５ 浜中 俊 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 門別 森本牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ ３１．２
１１ ポートジェネラル 牡５栃栗５７ 安藤 光彰水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 B４９６－ ４１：１２．０１	 ８３．７�
２２ ワンダープロ 牡５栗 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ５０６＋２４１：１２．６３	 １７．６�
６１０ アレクシオス 牡５栗 ５７ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２１：１２．８１ １３５．６�
６１１ デンコウグラス 牝５鹿 ５５ 上村 洋行田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 メイタイ牧場 ４８８＋ ６１：１３．６５ ４９．９�
８１５ シルクパスワード 牡６栗 ５７ 太宰 啓介有限会社シルク目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４７６＋１０１：１４．４５ ２４８．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，１４２，４００円 複勝： ９０，４０５，５００円 枠連： ３７，３６３，６００円

普通馬連： １６６，８３８，５００円 馬単： １３８，４６１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，２６０，１００円

３連複： １８７，４２０，６００円 ３連単： ５０１，８４８，５００円 計： １，２１３，７４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４４０円 複 勝 � ８１０円 � ４６０円 � ３１０円 枠 連（４－５） ４，９４０円

普通馬連 �� ６，９２０円 馬 単 �� ２１，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� １，５５０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １２，６８０円 ３ 連 単 ��� １１２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ４４１４２４ 的中 � １４３０７（７番人気）
複勝票数 計 ９０４０５５ 的中 � ２６９８５（７番人気）� ５１３９１（３番人気）� ８６８２２（２番人気）
枠連票数 計 ３７３６３６ 的中 （４－５） ５５８９（１４番人気）
普通馬連票数 計１６６８３８５ 的中 �� １７８００（２２番人気）
馬単票数 計１３８４６１４ 的中 �� ４８１３（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７２６０１ 的中 �� ６５０８（１８番人気）�� ７３３６（１６番人気）�� １９１２２（６番人気）
３連複票数 計１８７４２０６ 的中 ��� １０９１４（４２番人気）
３連単票数 計５０１８４８５ 的中 ��� ３２８０（２８１番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．３―１１．５―１２．０―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．３―３４．８―４６．８―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．０
３ １１，６（２，９）（１，７，１４）（３，８，１３）１５（４，５）１２－１０ ４ １１（６，９）２（７，１４）（１，３，１３）（８，１５，１２）（４，５）－１０

勝馬の
紹 介

サンエムパーム �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００６．８．５ 小倉２着

２００３．４．１２生 牡５黒鹿 母 サンエムエンプレス 母母 サンエムフオーマ １０戦４勝 賞金 ４２，８９０，０００円
※出走取消馬 ミッキーフォルテ号（疾病〔外傷性鼻出血〕のため）
※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 アウトクラトール号・エイシンセイテン号・ロードクルーザー号



２７０２２ ９月１５日 小雨 良 （２０阪神４）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�第５９回朝日チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上
５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳
５３�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１
着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

朝日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５７ ドリームジャーニー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１４－ ８１：５８．５ １．７�

６８ トーホウアラン 牡５栗 ５６ 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４９６＋ ６１：５８．６� ８．５�
８１２ キャプテンベガ 牡５黒鹿５６ 福永 祐一吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４０－１０１：５８．７クビ ６．９�
２２ ニルヴァーナ 牡５鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８４－ ２１：５９．０２ ５．５�
７１１ サンバレンティン 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ８１：５９．１� ８０．３�
６９ アドマイヤメイン 牡５栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム B５０２－１０１：５９．２クビ １３．８	
３３ ホワイトピルグリム 牡３芦 ５３ 吉田 隼人�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５６－ ２１：５９．５１� ２０．８

１１ メイショウカチドキ 牡８鹿 ５６ 小牧 太松本 好雄氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：５９．８１� ５３．０�
４５ エリモハリアー 	８鹿 ５８ 四位 洋文山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４４６－１０ 〃 ハナ ３０．９�
５６ ウイントリガー 牡３鹿 ５３ 和田 竜二�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４５０－ ６１：５９．９� ７０．５
８１３
 ハッピートゥモロー 牡８青 ５６ 川島 信二前田 幸治氏 荒川 義之 米

Dr. Hiram Polk
& Dr. J. David
Richardson

４６６± ０２：００．７５ １９２．９�
７１０
 ミュージックホーク 牡７栗 ５６ 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend

Farm, Inc. ４６０－ ８２：００．８� １４９．６�
４４ トーホウシャイン 牝５黒鹿５４ 高野 容輔東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４８８＋１０ 〃 ハナ ９５．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２３，５１１，５００円 複勝： １２９，２１５，１００円 枠連： ８５，４９４，９００円

普通馬連： ５１７，９２７，６００円 馬単： ３９６，２２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２５，７７９，５００円

３連複： ５５５，１８７，９００円 ３連単： １，８０３，６７０，２００円 計： ３，７３７，０１２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（５－６） ４００円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２４０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ３，１６０円

票 数

単勝票数 計１２３５１１５ 的中 � ５８４７６４（１番人気）
複勝票数 計１２９２１５１ 的中 � ４９４６６６（１番人気）� １４５７８２（４番人気）� １６２７９８（３番人気）
枠連票数 計 ８５４９４９ 的中 （５－６） １６１５３４（１番人気）
普通馬連票数 計５１７９２７６ 的中 �� ６１７７１６（３番人気）
馬単票数 計３９６２２５６ 的中 �� ３３９０２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２５７７９５ 的中 �� １２８７８９（３番人気）�� １４０５５３（２番人気）�� ４５６８６（８番人気）
３連複票数 計５５５１８７９ 的中 ��� ３６２４９８（３番人気）
３連単票数 計１８０３６７０２ 的中 ��� ４２２５６０（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．０―４８．０―５９．８―１：１１．８―１：２３．５―１：３５．３―１：４６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００６．９．３ 新潟１着

２００４．２．２４生 牡４鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート １４戦６勝 賞金 ２７３，０７５，０００円



２７０２３ ９月１５日 小雨 良 （２０阪神４）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走１６時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
鳥取市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

４７ フリートアドミラル 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４９６－１６２：０５．２ ２．６�

１２ � アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４６６－ ２２：０５．９４ ６．１�
４８ � プレシャスピクセル 牡５鹿 ５７ 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４７２＋ ４２：０６．０クビ ７２．７�
８１６ ソラメンテウナベス 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ４８６－１０２：０６．１	 １８．８�
７１３ メイショウゲンスイ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０６± ０２：０６．２	 ３．４�
６１２ ブライアンズエッセ 牡５栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５０６－ ８２：０６．４１
 ６．７�
５９ トウカイポリシー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４５６± ０ 〃 ハナ １３．８	
２３ ホーマンラフィット 牡６栗 ５７ 和田 竜二久保 博文氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４６８＋ ４２：０６．６１
 １０７．１

３６ クリアヴィジョン 牡７栗 ５７ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４６２＋１２２：０６．７	 ５７．７�
１１ シルクシャープネス 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人有限会社シルク鮫島 一歩 門別 ヤナガワ牧場 ４５６＋ ６２：０６．８	 ２９．１�
５１０ キクノプログレッソ 牡５鹿 ５７ 石橋 守佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５００＋ ４ 〃 クビ １３７．８
６１１ サーユウジーン 牡５鹿 ５７ 角田 晃一橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８６－ ２２：０７．５４ １４５．９�
２４ ツルマルツイモツイ 牡５栗 ５７ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ １３２．６�
３５ � スリーキセキ 牝５青鹿５５ 鮫島 良太永井商事� 中村 均 静内 岡野牧場 ４５０± ０２：０７．７１	 １３０．４�
８１５ レディキラー �６黒鹿５７ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－１６２：０７．９� ４９．１�
７１４ ゼンノマルビナス 牡５芦 ５７ 幸 英明大迫久美子氏 池江 泰寿 白老 白老ファーム B４９２－ ８２：０９．７大差 ８８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，７６７，６００円 複勝： ５５，１９６，７００円 枠連： ４７，００３，１００円

普通馬連： １９１，３１２，６００円 馬単： １３０，５３０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，７７２，８００円

３連複： ２１６，０５９，３００円 ３連単： ５４２，７１８，９００円 計： １，２７３，３６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １，２６０円 枠 連（１－４） ５７０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２，４２０円 �� ４，３３０円

３ 連 複 ��� １１，０７０円 ３ 連 単 ��� ３２，７３０円

票 数

単勝票数 計 ４０７６７６ 的中 � １２７５１２（１番人気）
複勝票数 計 ５５１９６７ 的中 � １３１３４２（１番人気）� ８１５８６（３番人気）� ７６７３（１０番人気）
枠連票数 計 ４７００３１ 的中 （１－４） ６１６４４（２番人気）
普通馬連票数 計１９１３１２６ 的中 �� １６９４０２（２番人気）
馬単票数 計１３０５３０２ 的中 �� ７７７０９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９７７２８ 的中 �� ３７８９３（２番人気）�� ４７４７（２３番人気）�� ２６１８（３８番人気）
３連複票数 計２１６０５９３ 的中 ��� １４４０８（３２番人気）
３連単票数 計５４２７１８９ 的中 ��� １２２４１（９２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１３．８―１３．１―１２．５―１２．２―１２．７―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３６．１―４９．９―１：０３．０―１：１５．５―１：２７．７―１：４０．４―１：５２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フリートアドミラル �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．２．２４ 中山１着

２００４．３．８生 牡４鹿 母 リキアイメガミ 母母 ディテクティング ７戦４勝 賞金 ４７，５４２，０００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 クリーン号・ショウケイ号・ダノンマッハ号



２７０２４ ９月１５日 小雨 良 （２０阪神４）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時４０分（番組第８競走を順序変更） （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３６ ハンドレッドスコア 牝５黒鹿５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 中尾 秀正 白老 白老ファーム ４８４＋ ２１：３３．６ ２．７�

７１５� ライブコンサート �４黒鹿５７ 岩田 康誠清水 一功氏 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４８８－ ２１：３３．９２ ５．８�

２３ ナリタトルネード 牡３栗 ５５
５４ ☆浜中 俊�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４６２＋ ２１：３４．１１	 ６．６�

４８ フミノウインダム 牡５鹿 ５７
５５ △藤岡 康太谷 二氏 西浦 勝一 門別 豊郷牧場 ４４８－ ８１：３４．３１	 １１．０�

６１２ カネトシレジアス 牝３鹿 ５３ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１０－ ８１：３４．５１	 １７６．７�
１１ メイショウナイト 牡５鹿 ５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４８４＋１０１：３４．６
 １２５．５	
５１０� ランドマッハ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４９０＋１０１：３４．８１	 １８２．４

３５ ジョニーバローズ 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人猪熊 広次氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ４ 〃 アタマ ４７．６�
８１６ チョウサンデイ 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４７６－１６ 〃 クビ ３７．３�
５９ フェルヴィード 牡４青 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ６ 〃 ハナ ３０．３
７１３ フューチャーボーイ 牡４栗 ５７ 和田 竜二セゾンレースホース� 松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６＋ ４１：３４．９クビ １１．８�
７１４ アグネスミヌエット 牝３鹿 ５３ 四位 洋文渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２６＋２０１：３５．１１ ４．７�
６１１� ウイニングハピネス 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦早川 澄雄氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４３６－１８１：３５．２
 ２７９．３�
８１８ スプリングニース 牡３栗 ５５

５３ △田中 健加藤 春夫氏 野村 彰彦 浦河 能登 武徳 ４４６－ ４ 〃 アタマ １３５．８�
８１７� ウィズディクタット 牡４青鹿５７ 内田 博幸加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４８０－１２１：３５．６２
 １７．６�
２４ � カルストンペースオ 牡５芦 ５７ 赤木高太郎清水 貞光氏 浜田 光正 浦河 村下 貞憲 ４４４＋ ６ 〃 アタマ ３２３．９�
４７ カ ス タ リ ア 牝５鹿 ５５ 小牧 太吉田 勝己氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ４１：３７．７大差 １４６．４�

（１７頭）
１２ ド マ ー ニ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５７，６６０，０００円 複勝： ７０，４７８，８００円 枠連： ６７，５４３，２００円

普通馬連： ２０９，２０８，９００円 馬単： １４５，０７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，１４２，２００円

３連複： ２３１，４９４，２００円 ３連単： ６１２，８８５，８００円 計： １，４５１，４８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（３－７） ２８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３２０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ５，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 ５７６６００（返還計 １４３７） 的中 � １７０４１９（１番人気）
複勝票数 差引計 ７０４７８８（返還計 ２１３２） 的中 � ２２９０７０（１番人気）� ９３７５０（２番人気）� ７０２１５（４番人気）
枠連票数 差引計 ６７５４３２（返還計 ９１） 的中 （３－７） １８４５１１（１番人気）
普通馬連票数 差引計２０９２０８９（返還計 ３０２６１） 的中 �� ２３６３４１（１番人気）
馬単票数 差引計１４５０７１４（返還計 ２１０５５） 的中 �� ９９１０６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５７１４２２（返還計 ７７１８） 的中 �� ５８４７０（１番人気）�� ４５６０３（２番人気）�� １８６７６（７番人気）
３連複票数 差引計２３１４９４２（返還計 ５５３７１） 的中 ��� １１９５３２（２番人気）
３連単票数 差引計６１２８８５８（返還計１５１６９６） 的中 ��� ７７１８７（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．０―１２．１―１２．０―１１．５―１０．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３５．５―４７．６―５９．６―１：１１．１―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０
３ ３，１５（１２，１７）（８，１３）（６，１４，１６）１１（９，１０，１８）（４，５）－１－７ ４ ３，１５（１２，１７）（８，１３，１６）６（１４，１８）（９，１１，１０）（５，１）４－７

勝馬の
紹 介

ハンドレッドスコア �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．５．２１ 新潟１着

２００３．３．１１生 牝５黒鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ ８戦３勝 賞金 ２８，３１８，０００円
〔出走取消〕 ドマーニ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カスタリア号は，平成２０年１０月１５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スプリングプラハ号



（２０阪神４）第２日 ９月１５日 （祝日） 曇後雨 馬場 （芝A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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５２，０７０，０００円
２１，０９０，０００円
１，６９０，０００円
２７，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，８２６，０００円
４，９１１，２００円
１，６１６，０００円

勝馬投票券売得金
４２１，６６６，３００円
６０８，１２９，３００円
３８３，５３４，３００円
１，５８６，３３９，３００円
１，２５３，７４８，７００円
４４５，１３８，０００円
１，８０６，９１８，０００円
４，７７０，３９９，７００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 １１，２７５，８７３，６００円

総入場人員 ２３，３４４名 （有料入場人員 ２２，２４２名）




