
２７０６１ ９月２８日 晴 良 （２０阪神４）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２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 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

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

５９ 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± ０１：１３．０ ３．６�

７１３ クリノオンビート 牡２鹿 ５４ 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４８２＋ ２１：１３．２１� １６．３�
８１６ リバーサルブロー 牡２鹿 ５４ 四位 洋文深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４５８＋１０１：１３．３クビ ４７．１�
７１４ ハイローラー 牡２鹿 ５４ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４６６－ ６ 〃 クビ ２０．７�
８１５ ウインザモチ 牡２黒鹿５４ 赤木高太郎�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４５６＋ ２１：１３．５１� ２５．７�
１２ ピュアシルヴァー 牡２芦 ５４ 和田 竜二畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５０６－ ２１：１３．８１� １．８�
１１ アスカノユタカ 牡２栗 ５４

５２ △田中 健豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 B４６８＋１２１：１４．８６ ９７．４	
５１０ ハードイチオー 牡２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 新冠 メイタイ牧場 ４７０＋１４ 〃 ハナ １０５．５

６１１	 エリモイズトゥルー 牝２鹿 ５４

５２ △藤岡 康太山本 敏晴氏 佐々木晶三 米
Dr. Stephen G. Jack-
son, Debbie Jackson
& TNT Stables

４５６＋ ２１：１４．９� ６．２�
６１２ ワンパクタイショウ 牡２青鹿５４ 川島 信二西村新一郎氏 梅田 康雄 青森 マルシチ牧場 ４１６＋ ２１：１５．１１� ３２８．７�
４８ プティローズ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田 猛 ５０４＋ ２ 〃 クビ ７３．６
２３ シゲルフタタビサン 牝２鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ４００－ ４１：１５．３１ ２９０．６�
２４ クインビスティー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 ４３６± ０１：１５．５１ ３６．３�
４７ エーシンビーブラボ 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 三枝牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ １０１．９�
３６ アリソンイモン 牝２栗 ５４ 太宰 啓介井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 坂 牧場 ４４２＋ ２１：１８．１大差 ３８６．５�
３５ バンブーバルサ 牡２栗 ５４

５１ ▲田村 太雅�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ３２１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７６６，１００円 複勝： ２８，４８７，５００円 枠連： １６，３２３，６００円

普通馬連： ５５，３７９，７００円 馬単： ４７，７４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３４２，０００円

３連複： ６５，６８７，８００円 ３連単： １１５，２７９，３００円 計： ３６８，００９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ４００円 � ９８０円 枠 連（５－７） １，１８０円

普通馬連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，４９０円 �� ４，９６０円

３ 連 複 ��� ２２，９２０円 ３ 連 単 ��� ７１，８００円

票 数

単勝票数 計 １９７６６１ 的中 � ４４１８４（２番人気）
複勝票数 計 ２８４８７５ 的中 � ５４６３４（２番人気）� １７１００（４番人気）� ６１９１（８番人気）
枠連票数 計 １６３２３６ 的中 （５－７） １０２７１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５５３７９７ 的中 �� １５７０７（９番人気）
馬単票数 計 ４７７４３８ 的中 �� ９８６０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３４２０ 的中 �� ７２０３（７番人気）�� ３１６９（１５番人気）�� ９１７（３６番人気）
３連複票数 計 ６５６８７８ 的中 ��� ２１１６（５５番人気）
３連単票数 計１１５２７９３ 的中 ��� １１８５（１８５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．２―１２．８―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．７―４８．５―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインオブナイト �
�
父 バトルライン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．９．１５ 阪神２着

２００６．５．８生 牡２鹿 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリソンイモン号は，平成２０年１０月２８日まで平地競走に出走できない。

バンブーバルサ号は，平成２０年１１月２８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 ヒルノカンクン号・マルコードリーム号



２７０６２ ９月２８日 晴 良 （２０阪神４）第６日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

４７ ワンズガーホッド 牝２芦 ５４ 鮫島 良太林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４７２＋ ８１：１０．２ ８．８�

６１１ アスターローズ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４２８－ ６ 〃 クビ ４．０�
２２ テイエムカルメン 牝２鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４６４－ ４１：１０．３クビ ４．４�
１１ ハイフィールド 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４２４－ ２１：１０．６２ １６．２�
５８ シゲルイコマヤマ 牝２黒鹿５４ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４６６－ ６１：１０．８１� ４６．３�
７１３ コウユールージュ 牝２黒鹿５４ 赤木高太郎加治屋康雄氏 大根田裕之 新ひだか 静内酒井牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ １３７．７�
７１２ チキリムーディー 牝２青鹿５４ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 今 牧場 ４４０－ ４１：１０．９クビ ６７．６�
６１０ アグネスジェード 牝２栗 ５４ 和田 竜二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４１６＋ ４１：１１．０� １７．７	
２３ マイネレーヌ 牝２鹿 ５４ 武 豊 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム ４６０± ０１：１１．２１� ２．４�
３４ コウエイマイラブ 牝２鹿 ５４ 中村 将之伊東 政清氏 田所 清広 新ひだか 石川 栄一 ４４８＋ ４１：１１．３� １３０．６�
４６ ウルトラプレジャー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸伊藤 貢氏 佐藤 正雄 浦河 日田牧場 ４２２－ ２１：１１．４クビ ５２．９
８１５ テイエムマーメイド 牝２栗 ５４

５１ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 政見 様似 堀 弘康 ５０２＋１２１：１１．５� ３３０．３�
８１４ カンファーピュア 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介楠本 陸雄氏 清水 出美 新ひだか 静内酒井牧場 ４２８＋ ６１：１１．６� ２７．５�
５９ タガノソレイユ 牝２鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５８＋ ６１：１１．８１� ９９．５�
３５ シゲルアオバサン 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 服部 利之 新冠 ハシモトフアーム B４１２－ ４１：１１．９� １７３．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，０８７，９００円 複勝： ２１，２３５，６００円 枠連： １６，５８５，７００円

普通馬連： ４６，８２１，０００円 馬単： ４２，１０３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３８８，８００円

３連複： ６３，９９３，９００円 ３連単： １０３，８９８，７００円 計： ３２６，１１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � １７０円 枠 連（４－６） ８１０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ６７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� １４，６６０円

票 数

単勝票数 計 １５０８７９ 的中 � １３６１８（４番人気）
複勝票数 計 ２１２３５６ 的中 � ２５７３９（４番人気）� ４１０５４（２番人気）� ３４７９６（３番人気）
枠連票数 計 １６５８５７ 的中 （４－６） １５２５７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４６８２１０ 的中 �� ２９１９７（５番人気）
馬単票数 計 ４２１０３９ 的中 �� １０３５８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３８８８ 的中 �� ９８４７（４番人気）�� ５７３９（８番人気）�� ９６１６（５番人気）
３連複票数 計 ６３９９３９ 的中 ��� ２３０３６（５番人気）
３連単票数 計１０３８９８７ 的中 ��� ５２３２（４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１１．８―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンズガーホッド �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．８．１６ 小倉５着

２００６．４．２９生 牝２芦 母 エールノコイビト 母母 Glenbeigh Summer ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円



２７０６３ ９月２８日 晴 良 （２０阪神４）第６日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０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
１：４６．７

良

良

５５ ベストメンバー 牡２黒鹿５４ 福永 祐一前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２ ―１：５２．５ ２．７�

７７ ドリームリフレクト 牡２黒鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊セゾンレースホース� 中村 均 新ひだか 坂本牧場 ５２２ ―１：５２．７１� １８．０�

２２ ナショナルヒーロー 牡２鹿 ５４ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４３８ ―１：５２．９１� １．８�
４４ ゴールデンゴール 牡２鹿 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 三好牧場 ４４４ ― 〃 クビ ７．３�
６６ デザートヒーラー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸谷水 雄三氏 角居 勝彦 浦河 日田牧場 ４６６ ―１：５３．０� ４１．５�
３３ マイネルフェイト 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 平山牧場 ４６８ ―１：５３．５３ １２．１�
８８ トップハヤブサ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二	宮内牧場 岩元 市三 浦河 谷口牧場 ５２２ ―１：５４．３５ ７７．７

１１ アラタマバイオ 牡２栗 ５４ 小牧 太荒木 みち氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８６ ― 〃 クビ １０６．２�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９０，１００円 複勝： ３４，０９８，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４４，３８６，７００円 馬単： ５０，９９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１７５，５００円

３連複： ４２，０６９，９００円 ３連単： １３２，３６１，２００円 計： ３３７，６７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９０１ 的中 � ６３４１９（２番人気）
複勝票数 計 ３４０９８７ 的中 � ７５７０６（２番人気）� １２８４６（５番人気）� １９６２５４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４３８６７ 的中 �� １４２２６（７番人気）
馬単票数 計 ５０９９６８ 的中 �� １３３０５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１７５５ 的中 �� ５３６８（７番人気）�� ３４５７０（１番人気）�� ７２８３（６番人気）
３連複票数 計 ４２０６９９ 的中 ��� ４６１７７（３番人気）
３連単票数 計１３２３６１２ 的中 ��� １６０４５（１８番人気）

ハロンタイム １３．９―１２．０―１２．５―１３．２―１３．６―１２．９―１１．８―１１．３―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．９―２５．９―３８．４―５１．６―１：０５．２―１：１８．１―１：２９．９―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストメンバー �

父 マンハッタンカフェ �


母父 サクラユタカオー 初出走

２００６．４．１４生 牡２黒鹿 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０６４ ９月２８日 晴 良 （２０阪神４）第６日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

３３ � ケイアイウミノカミ 牡２栗 ５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 MALEC Thor-
oughbreds, Inc. ４３２ ―１：２６．８ ２８．８�

１１ アデュラリア 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４８６ ― 〃 ハナ ８．２�
５６ エーシンビーセルズ 牡２黒鹿５４ 角田 晃一平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４８６ ― 〃 ハナ ２．０�
６８ ケイアイゲンブ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 大久保龍志 新ひだか 大滝 康晴 ４７６ ―１：２６．９クビ ４３．７�
６７ ケンブリッジエル 牡２黒鹿５４ 小牧 太中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４７０ ―１：２７．３２� ６．６�
５５ トーホウオーディン 牡２栗 ５４

５３ ☆浜中 俊東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７６ ―１：２７．８３ ３７．０	
２２ メイショウシンドウ 牡２鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８８ ―１：２８．２２� １０．０

７９ タガノパルファン 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０８ ―１：２８．４１� ５．５�
８１１ マイネスターライト 牝２芦 ５４

５２ △藤岡 康太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７２ ―１：２８．６	 ５８．７�

４４ エリモトップサンド 牡２鹿 ５４ 和田 竜二山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ５０８ ―１：２８．７	 ２３．２
（トップオブザサンド）

７１０ サ ニ ー ベ ル 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４２６ ―１：２８．８� ２５．１�
８１２ マジカルワンコイン 牡２鹿 ５４ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 三石 田上 幸雄 ４５４ ―１：３０．０７ ９２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，４１９，４００円 複勝： ２０，２０８，９００円 枠連： １３，９１５，９００円

普通馬連： ４４，１５９，６００円 馬単： ３８，３３０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６９１，２００円

３連複： ５３，７８４，５００円 ３連単： ９５，３５９，８００円 計： ２９５，８６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８８０円 複 勝 � ７３０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（１－３） ８，５１０円

普通馬連 �� ８，３００円 馬 単 �� ２４，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２１０円 �� １，３３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ７，３２０円 ３ 連 単 ��� ７７，７７０円

票 数

単勝票数 計 １５４１９４ 的中 � ４２２０（８番人気）
複勝票数 計 ２０２０８９ 的中 � ４４５８（９番人気）� ２３０７５（４番人気）� ７０６３５（１番人気）
枠連票数 計 １３９１５９ 的中 （１－３） １２０７（２３番人気）
普通馬連票数 計 ４４１５９６ 的中 �� ３９３１（２８番人気）
馬単票数 計 ３８３３０３ 的中 �� １１７７（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６９１２ 的中 �� １５３４（２６番人気）�� ２６１８（１４番人気）�� ９５９９（４番人気）
３連複票数 計 ５３７８４５ 的中 ��� ５４２４（２８番人気）
３連単票数 計 ９５３５９８ 的中 ��� ９０５（２１４番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．８―１２．３―１２．８―１２．５―１４．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３９．７
３ ・（１，６）７，１０－２，１１－（３，１２）５（８，９）４ ４ ・（１，６）－７（２，１０）－１１－３，１２，５（８，４，９）

勝馬の
紹 介

�ケイアイウミノカミ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Golden Act 初出走

２００６．３．１６生 牡２栗 母 Affirm the Gold 母母 La Affirmed １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０６５ ９月２８日 曇 良 （２０阪神４）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

１１ テイエムマイサクラ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４５２± ０１：４７．５ ２．８�

８１６ マーシフルフェイト �３青 ５６ 角田 晃一 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２１：４７．６� １５０．２�
４８ メイショウデイジー 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４３８＋ ２１：４７．８１� ２８．６�
３５ ホッコーマスコット 牝３栗 ５４ 赤木高太郎矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 鮫川牧場 ４４４＋１０１：４７．９� ４８．１�
４７ スナークマイハート �３栗 ５６ 川田 将雅杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B４６２± ０ 〃 ハナ ５．６�
１２ 	 マンボパートナー 牡３青鹿５６ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 米 Shadai Farm ４７２－ ６１：４８．０
 ６．１�
６１２ アマノスパイダー 牡３栗 ５６

５５ ☆浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 小田 誠一 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ８．８	
５９ マイネルブロンクス 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 三石 前田 宗将 ４５８－１０１：４８．３２ １７．１�
２３ ダンスシェイカー 牡３栗 ５６ 内田 博幸 
東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム B４８４＋ ２１：４８．４� １３．４�
７１５ メイショウオバナ 牝３芦 ５４ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４６２－ ８１：４８．５� １２．５
３６ オートホーク 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ５００＋ ２ 〃 アタマ ２０．８�
８１８ ハマノオラトリオ 牡３栗 ５６ 幸 英明浜井 弘至氏 服部 利之 静内 坂本 春信 ４８８－ ２ 〃 ハナ ２６．３�
８１７ ピースオブホープ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行畑佐 博氏 長浜 博之 門別 天羽 禮治 B４７６± ０１：４８．７１ ６８．９�
５１０ プレーザキング 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 三石 原口フアーム ４４８－ ８ 〃 クビ １５６．４�
７１４ カ プ リ ー ス 牝３栗 ５４

５２ △田中 健近藤 英子氏 飯田 雄三 新冠 秋田牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ １１２．６�
７１３ フェアーブレーヴ 牡３鹿 ５６

５４ △田中 克典キャピタルクラブ 坂口 正則 静内（有）石川牧場 ４５６－ ６１：５０．５大差 ２１３．３�
２４ フロリアリア 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�ターフ・スポート藤原 英昭 浦河 大北牧場 ４９２－１８１：５０．９２� ２６．２�
６１１ ニチドウブレイバー 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平 巧 ５５０ ―１：５６．８大差 ３６７．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，２９６，０００円 複勝： ２５，０７９，１００円 枠連： ２１，０５１，２００円

普通馬連： ５７，３０９，１００円 馬単： ４１，８８２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５１７，４００円

３連複： ８０，２４１，１００円 ３連単： １２５，９３１，２００円 計： ３９０，３０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １７０円 � ３，７８０円 � ５４０円 枠 連（１－８） １，６４０円

普通馬連 �� ４６，８９０円 馬 単 �� ５６，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，８６０円 �� １，４８０円 �� ３１，１９０円

３ 連 複 ��� ２４７，７８０円 ３ 連 単 ��� １，３２７，６８０円

票 数

単勝票数 計 １８２９６０ 的中 � ５３３６７（１番人気）
複勝票数 計 ２５０７９１ 的中 � ５２９１１（１番人気）� １３４８（１５番人気）� １０９２１（９番人気）
枠連票数 計 ２１０５１２ 的中 （１－８） ９５１９（７番人気）
普通馬連票数 計 ５７３０９１ 的中 �� ９０２（７８番人気）
馬単票数 計 ４１８８２９ 的中 �� ５４５（１３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５１７４ 的中 �� ４２０（７８番人気）�� ３５３３（１７番人気）�� １５９（１１３番人気）
３連複票数 計 ８０２４１１ 的中 ��� ２３９（３２５番人気）
３連単票数 計１２５９３１２ 的中 ��� ７０（１８１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．４―４７．８―１：００．１―１：１２．４―１：２４．１―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムマイサクラ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００７．８．２６ 札幌１１着

２００５．２．１６生 牝３栗 母 ア ナ ロ イ ド 母母 Copperhead １１戦１勝 賞金 １１，５５０，０００円
〔その他〕 ニチドウブレイバー号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロリアリア号は，平成２０年１０月２８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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アグネスファントム号・エアリアルショット号・エトワールブラン号・カスターニャ号・ダイワデューク号・

トロピカルロマンス号



２７０６６ ９月２８日 曇 良 （２０阪神４）第６日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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 ７，４００，０００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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７１２ フサイチピージェイ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅関口 房朗氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６８－ ２２：０６．３ ２．１�

４５ マチカネカミカゼ 牡３栗 ５４ 柴山 雄一細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４７８± ０２：０６．６１� ２６．３�
７１１ ホウライブライアン 牡３黒鹿５４ 武 豊橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６６－ ２２：０７．６６ ３．６�
３３ ユウターダーツ 牡３鹿 ５４ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 B４３０＋ ４２：０７．７� １１．１�
１１ エイユーパッション 牡３黒鹿 ５４

５２ △藤岡 康太笹部 和子氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 ４６０－ ４２：０８．３３� １０７．５�
２２ 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 ４７０＋ ４２：０８．４� ４．６�
５８ � マルイチハート 牡５黒鹿 ５７

５５ △田中 健小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 福岡 光夫 ４５０＋ ４２：０８．５� １６７．０�
８１３� レーザーウイング 牡４黒鹿５７ 安藤 光彰服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 グランド牧場 ４５２＋ ２２：０８．７１� １９７．５	
３４ オンワードファイン 牡３黒鹿５４ 幸 英明
オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 B４４２＋ ８ 〃 クビ ２６３．０�
５７ セイカアニマート 牡３栗 ５４ 岩田 康誠久米 誠氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム ４６０＋１４２：０９．０２ １５．４�
８１４ リトルエイコーン 牡３栗 ５４ 佐久間寛志松原 寛氏 鹿戸 明 浦河 小葉松 幸雄 ４２２＋ ２２：０９．１� ４９５．６
６９ � サチノスカイライン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治佐藤 幸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 B４７２－ ２２：０９．９５ １８９．９�
６１０ デ ジ ャ ヴ 牡３鹿 ５４ 川島 信二増山 武志氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 ４８０－ ８ 〃 アタマ １３１．８�
４６ エバーアップワード 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４８４－１４ 〃 アタマ ２５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４１８，３００円 複勝： ２１，１１４，８００円 枠連： １７，８７７，８００円

普通馬連： ５２，８６４，０００円 馬単： ４４，１３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２３１，５００円

３連複： ６３，０１２，３００円 ３連単： １２６，０６８，２００円 計： ３５９，７１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ３９０円 � １４０円 枠 連（４－７） ６８０円

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ３，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� １７０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� １１，９６０円

票 数

単勝票数 計 １７４１８３ 的中 � ６７１９７（１番人気）
複勝票数 計 ２１１１４８ 的中 � ６９３１６（１番人気）� ８６１６（７番人気）� ４００２８（２番人気）
枠連票数 計 １７８７７８ 的中 （４－７） １９５５２（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２８６４０ 的中 �� １５５５９（９番人気）
馬単票数 計 ４４１３２９ 的中 �� ９７８１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２３１５ 的中 �� ４９０２（９番人気）�� ３６０３６（１番人気）�� ３３２４（１５番人気）
３連複票数 計 ６３０１２３ 的中 ��� ２３８５９（６番人気）
３連単票数 計１２６０６８２ 的中 ��� ７７８４（３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．８―１４．１―１３．５―１３．６―１３．０―１２．２―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．３―４９．４―１：０２．９―１：１６．５―１：２９．５―１：４１．７―１：５３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３６．８
１
３
６，１２，１４（２，８）１０，５（３，１３）１１－（７，９）－１＝４
６，１２（２，１４）（８，５）（３，１０，１１）（１３，７）９，１－４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチピージェイ �
�
父 Awesome Again �

�
母父 For Really デビュー ２００８．３．２３ 阪神５着

２００５．５．１８生 牡３鹿 母 リアリーライジング 母母 Rising Writer ６戦２勝 賞金 １６，１００，０００円



２７０６７ ９月２８日 曇 良 （２０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 ７，４００，０００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ � ケ ル ビ ッ ク 牝４鹿 ５５
５３ △田中 克典前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ２１：２５．３ ７３．１�

７１４ ブラックルーラー 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：２５．４クビ １．９�

６１２ ナムラフューチャー 牡３鹿 ５５ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７０＋１４１：２５．５� ４．２�
６１１� レッドゾーン 牡４栗 ５７ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９２＋ ６１：２５．６� ２６．７�
１２ トウショウクエスト 牡３栗 ５５

５２ ▲田村 太雅トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５２４－ ２ 〃 ハナ １２．８�

５１０	 チュウワキング 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太中西 忍氏 大久保龍志 英 D. J. and
Mrs Deer ４５８－ ６１：２５．８１� １５．４�

８１５ テイエムバクシン 牡４栗 ５７
５５ △田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 佐藤 正光 ５１２－ ４１：２５．９クビ ６９．７	

２３ シャドウデイル 牡３鹿 ５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５１６－１２ 〃 ハナ １９．０

５９ � スプリングプラハ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４８０＋ ６１：２６．２１
 ８１．７�
１１ 	 シャススプリーン �３栗 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 和田 正道 米 Stonestreet

Mares LLC. ４５８－１４１：２６．３� ６６．４�
３６ ハングインゼア 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４２２＋ ６ 〃 アタマ ３３．９�
４７ 	 コスモイーゴリ 牡４栗 ５７

５５ △藤岡 康太 ビッグレッドファーム 宮 徹 豪 Barnaby
& Co Ltd ４５４＋１０１：２６．８３ １１．９�

７１３ テイエムカイザー 牡３栗 ５５ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４８０± ０１：２６．９� １５３．０�
２４ テンエイヤシャヒメ 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

熊坂開発 ５１４－１４ 〃 ハナ ４１．９�
８１６	 ヒシインペリアル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一阿部雅一郎氏 河内 洋 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ５３４－ ８１：２７．１１� ４０．０�
４８ ツルマルキセキ 牡４青鹿５７ 上村 洋行鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４５２－ ２１：２７．４１
 ２９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８５９，３００円 複勝： ２５，７０１，８００円 枠連： ２１，３９８，８００円

普通馬連： ６５，６６５，９００円 馬単： ５３，６２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６１３，５００円

３連複： ８０，４１０，３００円 ３連単： １５０，７０２，９００円 計： ４３６，９７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，３１０円 複 勝 � １，４３０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－７） ２，６７０円

普通馬連 �� １３，５４０円 馬 単 �� ４２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３８０円 �� ６，５７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １５，３００円 ３ 連 単 ��� ２００，０４０円

票 数

単勝票数 計 １７８５９３ 的中 � １９２６（１４番人気）
複勝票数 計 ２５７０１８ 的中 � ２５６４（１５番人気）� ８６９８２（１番人気）� ４４１４９（２番人気）
枠連票数 計 ２１３９８８ 的中 （３－７） ５９２８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６５６６５９ 的中 �� ３５８０（３７番人気）
馬単票数 計 ５３６２５６ 的中 �� ９４０（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６１３５ 的中 �� １３３６（３６番人気）�� ６７９（６４番人気）�� ３４９２１（１番人気）
３連複票数 計 ８０４１０３ 的中 ��� ３８７９（４９番人気）
３連単票数 計１５０７０２９ 的中 ��� ５５６（４７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３５．０―４７．４―５９．７―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケ ル ビ ッ ク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００４．３．９生 牝４鹿 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ １０戦１勝 賞金 １１，９５０，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウィズディクタット号・サイキックダイブ号・ロジュマン号
（非抽選馬） １頭 ベストロング号



２７０６８ ９月２８日 曇 良 （２０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１４時２５分 （芝・右）

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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５７ スペルバインド 牝３鹿 ５２ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４８６＋２２２：０２．９ ２．５�

１１ 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 ４２８－ ４ 〃 ハナ １２．４�

４４ ニシノレイチェル 牝３栗 ５２
５１ ☆浜中 俊西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ １１．７�

７１１ プリティーキャット 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲田村 太雅武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４２６± ０２：０３．０� ２９．５�

５６ サクラドルチェ 牝３栗 ５２ 武 豊�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ５２６＋２０ 〃 ハナ ７．７�
８１２ シャドウストリーム 牝５栗 ５５ 岩田 康誠飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４５８－ ２２：０３．１クビ １８．５	
４５ リッカメルド 牝４黒鹿５５ 川田 将雅立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 中島 俊明 ４３６－ ６２：０３．５２� ４６．３

３３ プティマカロン 牝３青鹿５２ 田嶋 翔伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４４４＋ ４２：０３．６� １５．６�
２２ ミ フ ユ 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介西村 憲人氏 目野 哲也 静内 クレイドルファーム ４７４－１８ 〃 クビ １２１．８�
７１０ トロピカルロマンス 牝３鹿 ５２

５０ △田中 健小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４３２－ ６２：０３．８１� １５２．２
６９ エメラルドミスト 牝３鹿 ５２ 内田 博幸 �キャロットファーム 宮本 博 浦河 桑田フアーム ４４２＋ ６ 〃 クビ ３．９�
８１３ サフランキセキ 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４６２－ ６２：０３．９クビ ２０７．０�
６８ パールグレイピアス 牝３青 ５２ 幸 英明吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：０４．０� ８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，４２１，２００円 複勝： ３３，２４７，７００円 枠連： ２７，０６６，３００円

普通馬連： ８１，９７５，６００円 馬単： ５９，６３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０８１，１００円

３連複： １０５，４９３，６００円 ３連単： ２０１，２５８，３００円 計： ５６０，１７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ２７０円 枠 連（１－５） １，３１０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ７４０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ６，０５０円 ３ 連 単 ��� ２１，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２５４２１２ 的中 � ８０１６５（１番人気）
複勝票数 計 ３３２４７７ 的中 � ７７６８０（１番人気）� ２６３３７（６番人気）� ２８２９７（５番人気）
枠連票数 計 ２７０６６３ 的中 （１－５） １５３０６（４番人気）
普通馬連票数 計 ８１９７５６ 的中 �� ３２７８５（８番人気）
馬単票数 計 ５９６３０５ 的中 �� １７５２２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０８１１ 的中 �� ７５１４（１１番人気）�� ８９２４（８番人気）�� ３８７７（２２番人気）
３連複票数 計１０５４９３６ 的中 ��� １２８７０（２４番人気）
３連単票数 計２０１２５８３ 的中 ��� ７０６８（６０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．９―１３．３―１２．７―１２．５―１２．０―１１．６―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３７．３―５０．６―１：０３．３―１：１５．８―１：２７．８―１：３９．４―１：５１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペルバインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danehill デビュー ２００７．９．２ 札幌３着

２００５．２．２５生 牝３鹿 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia ９戦２勝 賞金 ３０，９０７，０００円
※トロピカルロマンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０６９ ９月２８日 曇 良 （２０阪神４）第６日 第９競走 ��
��１，６００�ムーンライトハンデキャップ

発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．９．２２以降２０．９．２１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５１０ ウインスペンサー 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５２４＋ ２１：３４．２ ６．５�

４７ ハンドレッドスコア 牝５黒鹿５４ 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 ４９２＋ ８ 〃 クビ ２．２�
１１ ミダースタッチ 牡３栗 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３４－ ６１：３４．４１� １５．７�
８１６ シャイニーボーイ 牡５青鹿５４ 鮫島 良太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５２４－ ８ 〃 ハナ ６２．２�
３６ ストリートスタイル 牝３鹿 ５２ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４２０－１６１：３４．５� ２３．８�
６１１ テイエムアンコール 牡４芦 ５５ 武 豊竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４６８＋ ４１：３４．６� １２．７	
２４ カシノマイケル 牡５青鹿５４ 安藤 光彰柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６＋ ４１：３４．８１� ２５．４

５９ オースミスパーク 牡３鹿 ５４ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４４２－ ６１：３４．９� １８．０�
１２ バージンフォレスト 牡５黒鹿５６ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４± ０ 〃 クビ １２５．６�
８１８ ディープスピリット 牡４鹿 ５５ 内田 博幸深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４５２－１０ 〃 アタマ ５．４
６１２ スリースピニング 	７鹿 ５３ 角田 晃一永井商事� 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 ４４２＋ ４１：３５．１� １２６．０�
７１５ ア ナ モ リ 牝３鹿 ５１ 藤岡 康太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４２２－ ４１：３５．２� １２６．５�
３５ レミーエンジェル 牝４栗 ５１ 大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８８＋ ８１：３５．５２ ２０２．３�
４８ ラ ベ 牝３黒鹿５３ 上村 洋行 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８＋２０１：３５．６� １０．０�
８１７ ヘ キ レ キ 	７鹿 ５１ 田中 健齊藤四方司氏 沖 芳夫 静内 千代田牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ３３５．７�
２３ ダイナミックターン 牡５栗 ５２ 高野 容輔小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４７４＋ ３１：３５．７クビ ３５８．１�
７１４ ホーマンクラフト 牡５鹿 ５４ 福永 祐一久保 博文氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４３０＋ ４１：３５．９１ １５２．３�
７１３ ノボリデューク 牡３青 ５３ 石橋 守原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４５８＋１０１：３６．１１� ６８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，２１５，２００円 複勝： ５４，４６９，１００円 枠連： ３８，１７７，２００円

普通馬連： １６６，７４３，３００円 馬単： １０６，６６１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，４９３，２００円

３連複： １７９，０５１，４００円 ３連単： ４１１，６８１，８００円 計： １，０４１，４９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（４－５） ５１０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，４４０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� ２０，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４０２１５２ 的中 � ４９０９８（３番人気）
複勝票数 計 ５４４６９１ 的中 � ７３３４３（３番人気）� １６００６８（１番人気）� ３０７７２（６番人気）
枠連票数 計 ３８１７７２ 的中 （４－５） ５５７５９（２番人気）
普通馬連票数 計１６６７４３３ 的中 �� １５３５１２（２番人気）
馬単票数 計１０６６６１０ 的中 �� ３６６４９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４４９３２ 的中 �� ３６５３０（２番人気）�� ６９５８（１７番人気）�� １５３３５（６番人気）
３連複票数 計１７９０５１４ 的中 ��� ３６８９４（８番人気）
３連単票数 計４１１６８１８ 的中 ��� １４９０１（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３６．３―４８．２―５９．７―１：１０．９―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ １０，１６（１，１５，１４）（４，６，７，８，１３，１７）（２，１１，１８）（３，９）（１２，５） ４ １０，１６－１，１５（４，６，１４）（２，７，１３，１７）（８，１８）（１２，９，１１）３，５

勝馬の
紹 介

ウインスペンサー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００６．１１．１９ 京都３着

２００４．４．１２生 牡４黒鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル １５戦４勝 賞金 ５１，６０４，０００円



２７０７０ ９月２８日 曇 良 （２０阪神４）第６日 第１０競走 ��
��２，４００�第５６回神 戸 新 聞 杯（ＪｐｎⅡ）

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 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，３３０，０００円 ３８０，０００円 １９０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

１１ ディープスカイ 牡３栗 ５６ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５０８－ ６２：２５．３ ２．０�

５１０ ブラックシェル 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ２ 〃 クビ ５．８�

６１２ オウケンブルースリ 牡３栗 ５６ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ６２：２５．４� ４．２�
８１６ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４７６－ ２２：２５．７１� ８１．５�
１２ ロードアリエス 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５１４＋２２ 〃 クビ １３３．８�
５９ ナムラクレセント 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８８－ ４２：２５．８クビ ３１．１�
２３ ミッキーチアフル 牡３鹿 ５６ 幸 英明野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４２：２６．０１� ２５．９	
４７ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７４＋１６ 〃 アタマ ２１．０

６１１ スマイルジャック 牡３黒鹿５６ 小牧 太齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７４＋ ２２：２６．１� ８．１�
８１８ モンテクリスエス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３０± ０ 〃 アタマ ８６．１�
７１３ アインラクス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 静内 矢野牧場 ４７６＋１８２：２６．３� ３３．０
３５ フローテーション 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０＋１０２：２６．５１� １２８．６�
４８ ハンターキリシマ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４１６－ ２ 〃 ハナ ２４６．７�
８１７ エイシンブイダンス 牡３栗 ５６ 浜中 俊平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４８４＋ ４２：２７．１３� １２４．７�
２４ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５６ 酒井 学土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ ３０５．８�
３６ ス エ ズ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１０＋ ４２：２７．２クビ ７４．７�
７１５ メイショウクオリア 牡３鹿 ５６ 角田 晃一松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４６０＋１０２：２７．６２� １０７．４�
７１４ ヒルノラディアン 牡３黒鹿５６ 上村 洋行蛭川 正文氏 昆 貢 門別 平成牧場 ４５２＋ ６２：４１．０大差 ３０２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８８，８２８，１００円 複勝： ２２１，７８１，０００円 枠連： １７０，８８４，４００円

普通馬連： ８６６，２６３，４００円 馬単： ６３０，１１８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２０，４９８，４００円

３連複： ９６８，２７３，２００円 ３連単： ２，７３４，４３２，８００円 計： ６，００１，０７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－５） ４７０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２４０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ３，２４０円

票 数

単勝票数 計１８８８２８１ 的中 � ７４４７６０（１番人気）
複勝票数 計２２１７８１０ 的中 � ６８５７００（１番人気）� ３７６５９８（２番人気）� ３７０１２５（３番人気）
枠連票数 計１７０８８４４ 的中 （１－５） ２７０８０６（２番人気）
普通馬連票数 計８６６２６３４ 的中 �� １１７５３３４（１番人気）
馬単票数 計６３０１１８４ 的中 �� ５８５９６１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２０４９８４ 的中 �� ２５３２５５（１番人気）�� ２３７６８３（２番人気）�� １２５２８９（４番人気）
３連複票数 計９６８２７３２ 的中 ��� ８４０３５６（１番人気）
３連単票数 計２７３４４３２８ 的中 ��� ６２３３１６（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．３―１２．５―１２．２―１２．４―１２．４―１１．９―１１．６―１１．２―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．３―３６．６―４９．１―１：０１．３―１：１３．７―１：２６．１―１：３８．０―１：４９．６―２：００．８―２：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．７
１
３

３，１１（２，１４）（４，１５）（７，１８）（１，１７）１０（６，９）（５，８）１３（１２，１６）・（３，１１）（２，１５）（４，１４，１）１８（６，１０，７）１７（５，８，９）（１２，１６，１３）
２
４
３（２，１１）１４（４，１５）（１，７，１８）（６，１０，１７）（５，８，９）（１２，１３）１６・（３，１１）１５，２，１，４（７，１８）６（１０，１７，９）（５，１２，８，１６，１３）＝１４

勝馬の
紹 介

ディープスカイ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００７．１０．８ 京都４着

２００５．４．２４生 牡３栗 母 ア ビ 母母 Carmelized １２戦５勝 賞金 ４０６，７３１，０００円
〔制裁〕 モンテクリスエス号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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 ダイシンプラン号・タガノエルシコ号
（非抽選馬） ２頭 サムズアップ号・マイネルローゼン号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりディープスカイ号・ブラックシェル号・オウケンブルースリ号は，菊花賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



２７０７１ ９月２８日 曇 良 （２０阪神４）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�

ま や

摩耶ステークス
発走１６時１０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

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ � ワールドハンター 牡４栗 ５７ 四位 洋文青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５０４－ ２１：２３．４ ２．６�

８１５ オネストジョン 牡４鹿 ５７ 小牧 太藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５１８－ ２１：２３．５クビ ５．２�
６１２ シルクアルボーレ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠有限会社シルク藤原 英昭 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４６－ ６１：２３．８２ ２６．０�
５１０ クィーンオブキネマ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 隆栄牧場 ４９４＋１０ 〃 クビ ７．１�
８１６ マイプリティワン 牡４鹿 ５７ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４７０＋ ６１：２３．９クビ ４．２�
７１４� ボーナスフィーバー 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 森 秀行 米 Arthur Hancock

& Stonerside Ltd. ４８８＋ ６１：２４．２２ ６９．４�
３５ ヘイローフジ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ２２．９�
６１１ メガトレンド 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一 	サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５０４－１８ 〃 クビ ９５．４

２４ � コンプレッソ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Pegasus Blood-

stock USA, Inc. ４８８＋ ４１：２４．３クビ １２６．６�
４７ メイショウディオ 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５７８＋ ６１：２４．４� ２７５．５�
３６ � セ レ ス ケ イ 牡５鹿 ５７ 石橋 守岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３６－１０１：２４．６１ １８．９
７１３ ブラックシャドウ 牡５青 ５７ 嘉藤 貴行田畑 法賢氏 田中 清隆 新冠 川上 悦夫 ５２２－２４１：２４．９２ １２６．５�
４８ ダブルアップ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦後藤 繁樹氏 坂口 正則 新冠 パカパカ

ファーム ４８４－１２１：２５．０クビ ２０６．８�
１１ チャレンジシチー 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ４９０－１２１：２５．１� １３．８�
２３ � エーソングフォー 牝３栗 ５３ 田中 健小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ４９４± ０１：２５．７３� ３３．５�
５９ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５３４－１２１：２６．４４ １４８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，８８８，６００円 複勝： ５５，６２４，０００円 枠連： ５２，６５４，０００円

普通馬連： １９３，９９９，４００円 馬単： １２１，７８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６３４，６００円

３連複： １９０，８９６，２００円 ３連単： ４８３，７５９，１００円 計： １，１８８，２４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ４３０円 枠 連（１－８） ３１０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，２００円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 ��� ２０，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４２８８８６ 的中 � １３４２４１（１番人気）
複勝票数 計 ５５６２４０ 的中 � １４７５６１（１番人気）� ９４１８６（２番人気）� ２２９８９（８番人気）
枠連票数 計 ５２６５４０ 的中 （１－８） １２６９９６（１番人気）
普通馬連票数 計１９３９９９４ 的中 �� １８２０７４（２番人気）
馬単票数 計１２１７８８７ 的中 �� ６８１８２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６３４６ 的中 �� ３９３４９（２番人気）�� ９０９２（１２番人気）�� ５３５１（２３番人気）
３連複票数 計１９０８９６２ 的中 ��� ２５３６０（１７番人気）
３連単票数 計４８３７５９１ 的中 ��� １７２３６（５４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．８―１１．８―１２．０―１３．３

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．１
３ ・（１，１０，２）（３，１５）（５，１３）－１６－８（９，１２）（７，１４）６－（４，１１） ４ ・（１，１０，２）－３（５，１５）１３－１６－（８，１２）（７，１４）（９，１１）６，４

勝馬の
紹 介

�ワールドハンター �
�
父 Jade Hunter �

�
母父 Secreto デビュー ２００６．１１．２５ 京都２着

２００４．３．１１生 牡４栗 母 Doll 母母 Y’Amor ２１戦５勝 賞金 １１５，７０５，０００円
〔制裁〕 ワールドハンター号の騎手四位洋文は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アグネスボゾン号・ウインサウザー号・エイシンパンサー号・ガブリン号・サンエムパーム号・

トロピカルライト号・ピサノアルハンブラ号・ミスターモナルコス号・ロングベネフィット号



２７０７２ ９月２８日 小雨 良 （２０阪神４）第６日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時４０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 ７，４００，０００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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

３５ 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 ４６６＋１０１：１１．８ ２６．８�

２４ クレアシオン 牝３鹿 ５３ 内田 博幸 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４３４－ ８１：１２．１１� ３０．０�
５１０ リリーレインボー 牡３青鹿 ５５

５３ △田中 克典土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４９２± ０１：１２．２� １６．３�
４７ ピエナワイルド 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三本谷 兼三氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４９２－ ２１：１２．４１� ３．１�
８１５ アンクルトップ 牡３栗 ５５ 石橋 守�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６０＋ ２１：１２．５� ４．６�
７１４ タマモクリエイト 牡３鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４９８－ ２ 〃 アタマ １６．０	
６１２ タマモアスリート 牡３栗 ５５ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ４８０＋ ６１：１２．６クビ １１．０

４８ メイショウゴルゴ 牡４栗 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５３０＋ ２１：１３．１３ ６．７�
８１６ クリスタルドア 牡３鹿 ５５ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４８２± ０１：１３．２� ９．１�
１１ サンタナイト 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４７０＋ ６１：１３．３� ４９．５
３６ カシノカスケード 牡４栗 ５７ 野元 昭嘉柏木 務氏 福永 甲 宮崎 田上 勝雄 ４８８－ ２１：１４．２５ ５１．６�
１２ ホクセツアイアン �３鹿 ５５

５３ △田中 健平島 尚武氏 藤沢 則雄 新冠 タニグチ牧場 ４７０± ０１：１４．４１� １７０．３�
５９ 	 リッカテイオー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅立花 幸雄氏 武田 博 浦河 佐々木 貴博 ４６２－ ４１：１４．７２ ８６．４�
７１３ リーガルアミューズ 牝３栗 ５３ 藤岡 佑介有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４６０－ ６１：１５．９７ １０．５�
２３ キタサンゴー 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊�大野商事 河内 洋 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ７７．６�
６１１ キャノングレイボル 牡３芦 ５５ 荻野 要大原 詔宏氏 境 直行 様似 松田 豊和 ４８６－１４１：１８．３大差 ２２０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，０９５，５００円 複勝： ６２，９８２，０００円 枠連： ７５，５１３，４００円

普通馬連： ２１４，４２５，７００円 馬単： １３９，７６２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，２０３，６００円

３連複： ２５６，９７６，７００円 ３連単： ６０７，８８２，３００円 計： １，４６６，８４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６８０円 複 勝 � ８３０円 � ８３０円 � ３６０円 枠 連（２－３） ８，８３０円

普通馬連 �� ２３，１８０円 馬 単 �� ６０，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０２０円 �� ４，７３０円 �� ６，２１０円

３ 連 複 ��� １４２，８１０円 ３ 連 単 ��� ８６６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ４９０９５５ 的中 � １４４８６（９番人気）
複勝票数 計 ６２９８２０ 的中 � １９０４６（１０番人気）� １９１３６（９番人気）� ５１８５７（５番人気）
枠連票数 計 ７５５１３４ 的中 （２－３） ６３１４（２３番人気）
普通馬連票数 計２１４４２５７ 的中 �� ６８２９（５８番人気）
馬単票数 計１３９７６２６ 的中 �� １７１１（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０２０３６ 的中 �� ２４５９（６０番人気）�� ３１３９（４７番人気）�� ２３８５（６３番人気）
３連複票数 計２５６９７６７ 的中 ��� １３２８（２４９番人気）
３連単票数 計６０７８８２３ 的中 ��� ５１８（１４２０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１２．０―１２．１―１３．３

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．４
３ ５（８，１３）（１，７，１２）１６（３，１４）１０－９（６，１５）４，２，１１ ４ ５－８，１３（１，１２，１６）（７，１４）１０，１５，３，６，４－９－２－１１

勝馬の
紹 介

ド キ ャ ー レ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Hennessy デビュー ２００７．１０．６ 京都２着

２００５．４．９生 牡３栗 母 キウィカラー 母母 McGinty’s Girl １０戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
〔その他〕 キタサンゴー号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リーガルアミューズ号・キャノングレイボル号は，平成２０年１０月２８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 アグネスイカロス号
（非抽選馬） １頭 トーホウボガード号



（２０阪神４）第６日 ９月２８日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

２７８，３２０，０００円
１０，３６０，０００円
３，１００，０００円
３０，６５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，６８１，０００円
４，９８６，０００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
４７１，８８５，７００円
６０４，０３０，２００円
４７１，４４８，３００円
１，８８９，９９３，４００円
１，３７６，７７７，４００円
５１９，８７０，８００円
２，１４９，８９０，９００円
５，２８８，６１５，６００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 １２，７７２，５１２，３００円

総入場人員 ２９，１１２名 （有料入場人員 ２７，７７０名）




