
２６０１３ ９月１３日 晴 稍重 （２１阪神４）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

１１ メルヴェイユドール 牝２黒鹿５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１８－ ２１：２２．５ ３．５�

７１１ スターリークルーズ 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０４＋ ２ 〃 クビ ３２．８�

３３ コウユーユメダンス 牝２黒鹿５４ 福永 祐一加治屋康雄氏 領家 政蔵 新ひだか 前川 正美 ４３６＋ ６１：２２．６� ７．７�
８１３ ニチドウルチル 牝２栗 ５４ 太宰 啓介山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８４＋１０１：２２．９１� １０．２�
６９ カルテブランシェ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ ２．６�
２２ コーリンブラッサム 牝２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平伊藤 恵子氏 池添 兼雄 日高 今井牧場 ４４６＋ ２１：２３．０� １０５．６�
４４ ベルベットカフェ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊高山 和士氏 西浦 勝一 日高 豊郷牧場 ４３８－１０ 〃 ハナ １５．７	
８１２ オープンシャッセ 牝２青鹿５４ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４－ ２ 〃 ハナ ３３．４

５６ ラブソネット 牝２鹿 ５４ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 アタマ ６．８�
４５ ベ ル エ ー ル 牝２黒鹿５４ 小牧 太村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 アサヒ牧場 ４５８－ ２１：２３．２� ２０．９
６８ ピュアストーン 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８－１２１：２４．１５ １９２．７�
７１０ シ ゲ ル ネ ネ 牝２鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 田湯牧場 ４２８± ０ 〃 クビ ２４１．７�
５７ ケージーハナコ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 新冠 岩見牧場 ４４２－ ８ 〃 アタマ ４４．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，７０７，５００円 複勝： ３０，６２６，６００円 枠連： １２，３７２，７００円

普通馬連： ４６，７０２，１００円 馬単： ３５，２７９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７５７，１００円

３連複： ６６，０２２，０００円 ３連単： １０６，６２７，８００円 計： ３３６，０９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ６６０円 � ２３０円 枠 連（１－７） ６，６１０円

普通馬連 �� ６，８４０円 馬 単 �� ９，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ６４０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� １３，５５０円 ３ 連 単 ��� ７３，１４０円

票 数

単勝票数 計 １８７０７５ 的中 � ４２９０３（２番人気）
複勝票数 計 ３０６２６６ 的中 � ５５８７２（２番人気）� ９５４２（９番人気）� ３５８４０（４番人気）
枠連票数 計 １２３７２７ 的中 （１－７） １３８３（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４６７０２１ 的中 �� ５０４０（２５番人気）
馬単票数 計 ３５２７９０ 的中 �� ２６４０（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７５７１ 的中 �� ２５５３（２５番人気）�� ８１４１（６番人気）�� １９９３（２９番人気）
３連複票数 計 ６６０２２０ 的中 ��� ３５９６（４７番人気）
３連単票数 計１０６６２７８ 的中 ��� １０７６（２３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．４―１１．７―１２．０―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．６―５８．６―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メルヴェイユドール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００９．８．２３ 小倉２着

２００７．１．２９生 牝２黒鹿 母 ゴールデンサッシュ 母母 ダイナサツシユ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



２６０１４ ９月１３日 晴 稍重 （２１阪神４）第２日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１２ リ デ ィ ル 牡２栗 ５４ 小牧 太 �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 ４６６－ ２１：３４．８ ６．８�

３５ フォースフルバイオ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４５６＋ ６１：３５．１２ １７．４�
１１ スズカイルマン 牡２栗 ５４ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８８＋ ８１：３５．２� １．４�
５９ ビービースカット 牡２青鹿５４ 岩田 康誠�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５００＋ ８１：３５．５１� １０．９�
６１２ デンコウオクトパス 牡２鹿 ５４

５２ △田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４３０＋ ６１：３５．９２� ３１０．０�
２３ チャームドライフ 牡２黒鹿５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４４４－ ４１：３６．０� ２２．６	
８１６ カシノピストン 牡２芦 ５４ 太宰 啓介柏木 務氏 福永 甲 熊本 竹原 孝昭 ４３２－１０１：３６．１クビ ４７．０

５１０ カネトシパサージュ 牡２黒鹿５４ 幸 英明兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋ ２１：３６．２� ２７４．９�
３６ マイネルアクア 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新ひだか 松本牧場 ４７０＋ ２１：３６．３� ３９．５�
６１１ ナムラクレヴァ 牡２青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４５４－１６１：３６．４� １７．０
４７ ペガサスキングビー 牡２栃栗５４ 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５８＋ ６１：３６．６１� ３１．７�
８１５ タ ク シ ー 牡２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平小田切有一氏 田中 章博 平取 高橋 幸男 ４４６－ ６１：３６．９１� ４０．５�
７１４ ケージードルバコ 牡２青鹿５４ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 新ひだか 松本牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ １６０．６�
４８ テンシノカフェ 牡２鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 日高 千葉飯田牧場 ４６２＋ ４１：３７．１１� ３６２．８�
７１３	 アポロプレシャス 牡２青鹿５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Equus Farm ４５４－ ２１：３７．３１� ８２．７�
２４ ワキノレジーナ 牝２栗 ５４ 川田 将雅脇山 良之氏 村山 明 新冠 清水 克則 ４５２－ ２１：３８．０４ ２０３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１８７，０００円 複勝： ３９，７０７，５００円 枠連： １４，２１８，２００円

普通馬連： ４５，６６９，１００円 馬単： ４２，０８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２４７，３００円

３連複： ６２，５６６，１００円 ３連単： １２０，８９３，９００円 計： ３６７，５７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（１－３） ６４０円

普通馬連 �� ６，０２０円 馬 単 �� ９，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ２２０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� ３２，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２２１８７０ 的中 � ２５７３８（２番人気）
複勝票数 計 ３９７０７５ 的中 � ４５０１５（２番人気）� １８８１３（５番人気）� ２０８９９０（１番人気）
枠連票数 計 １４２１８２ 的中 （１－３） １６６４０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４５６６９１ 的中 �� ５６０１（１６番人気）
馬単票数 計 ４２０８２８ 的中 �� ３３４１（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２４７３ 的中 �� ３０６６（１７番人気）�� ２８４５５（１番人気）�� ９４４５（５番人気）
３連複票数 計 ６２５６６１ 的中 ��� ２０８０４（６番人気）
３連単票数 計１２０８９３９ 的中 ��� ２７７２（８６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．２―１２．１―１１．８―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．８―５９．９―１：１１．７―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ １（４，１３）２（３，１１）（５，８，１２）６（９，１５）（７，１４）１６，１０ ４ １－（２，４，１３）（５，３，１２）１１（６，８）（９，１５）７（１４，１６）１０

勝馬の
紹 介

リ デ ィ ル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．８．２３ 小倉７着

２００７．５．８生 牡２栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２６０１５ ９月１３日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２１阪神４）第２日 第３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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

６６ メイショウセレット 牡７栗 ６０ 菊地 昇吾松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７８＋ ２３：１９．６ ２．８�

８１０ マッキーケインズ 牡４栗 ６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４０８－ ２３：２０．８７ ４．４�
７８ キーバイブル 牡４青 ６０ 岩崎 祐己北前孔一郎氏 目野 哲也 三石 山際セントラ

ルスタッド ４７４± ０３：２０．９� ２４．４�
３３ カシノアマゾネス 牝５栗 ５８ 金折 知則柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４５６－１０３：２１．４３ １８．５�
４４ キクカジュピター 牡３栗 ５８ 今村 康成飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ６．５�
８９ スズカカリズマ 牡５鹿 ６０ 林 満明永井 啓弍氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４９８＋１８３：２１．８２� ２５．７�
１１ エイユーパッション 牡４黒鹿６０ 高野 容輔笹部 和子氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 ４７４＋ ２３：２２．４３� １２．５�
７７ カシノレオン 牡３黒鹿５８ 黒岩 悠柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ４３４＋１４３：２４．０１０ ７９．８	
２２ テイエムミステリー 牡３栗 ５８ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 中島牧場 ５０４＋ ２３：２４．６３� ３２．０

５５ スリーベイダー �５黒鹿６０ 小坂 忠士永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４８４＋ ２３：２５．２３� ３．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ９，３７６，２００円 複勝： １１，３０８，５００円 枠連： ９，８５９，２００円

普通馬連： ２９，７９９，５００円 馬単： ２３，８６９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０６１，７００円

３連複： ４１，８８５，４００円 ３連単： ７４，２２５，６００円 計： ２１１，３８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ５３０円 枠 連（６－８） ５６０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，１１０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� １３，８２０円

票 数

単勝票数 計 ９３７６２ 的中 � ２６３９８（１番人気）
複勝票数 計 １１３０８５ 的中 � ２４０８２（１番人気）� ２２４４４（２番人気）� ３８４７（９番人気）
枠連票数 計 ９８５９２ 的中 （６－８） １３１９９（２番人気）
普通馬連票数 計 ２９７９９５ 的中 �� ３９８３７（１番人気）
馬単票数 計 ２３８６９０ 的中 �� １５８５７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０６１７ 的中 �� １１０５７（２番人気）�� ２２９０（１５番人気）�� １４８４（２５番人気）
３連複票数 計 ４１８８５４ 的中 ��� ７８２８（１４番人気）
３連単票数 計 ７４２２５６ 的中 ��� ３９６６（４１番人気）

上り １マイル １：４９．８ ４F ５４．１－３F ４０．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウセレット 
�
父 ヘ ネ シ ー 

�
母父 Kris S. デビュー ２００４．９．１２ 阪神２着

２００２．４．１４生 牡７栗 母 メイショウガーベラ 母母 クールドフランス 障害：１６戦１勝 賞金 １６，６８０，０００円
〔その他〕 スリーベイダー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



２６０１６ ９月１３日 晴 良 （２１阪神４）第２日 第４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

８９ ダノンハラショー 牡２栗 ５４ 安藤 勝己�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３４ ―１：３８．０ ６．４�

８８ マイネホコモモラ 牝２鹿 ５４
５１ ▲国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４２２ ―１：３８．２１� １４．４�
７７ スマートアーサイト 牡２黒鹿５４ 福永 祐一大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４ ―１：３８．３� ６．９�
４４ グリューネワルト 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：３８．６１� １．８�
６６ ポリッシュアップ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６ ―１：３８．７� ３．９�
５５ トーワランマル 牡２芦 ５４ 石橋 守齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４８２ ―１：３９．２３ ４７．６	
２２ ランドタカラ 牡２黒鹿５４ 松岡 正海木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５８ ―１：３９．７３ ４７．８

３３ パープルナイト 牝２鹿 ５４ 田村 太雅澤口 一洋氏 佐藤 正雄 青森 大前 典男 ４４６ ―１：３９．８� １４９．２�
１１ モ ー レ ツ 牡２栗 ５４

５１ ▲松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ５００ ―１：４０．２２� ３２．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １６，８４８，１００円 複勝： ２０，０２３，２００円 枠連： ８，０９１，６００円

普通馬連： ３２，８５８，５００円 馬単： ３３，１９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６６５，１００円

３連複： ４１，１５１，０００円 ３連単： １０４，０７６，５００円 計： ２６８，９１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２３０円 � ３００円 � ２００円 枠 連（８－８） ３，０９０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ６，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ５９０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ３０，０８０円

票 数

単勝票数 計 １６８４８１ 的中 � ２０８７９（３番人気）
複勝票数 計 ２００２３２ 的中 � ２４２５３（４番人気）� １６１２６（５番人気）� ２９０１８（３番人気）
枠連票数 計 ８０９１６ 的中 （８－８） １９３５（８番人気）
普通馬連票数 計 ３２８５８５ 的中 �� ７８２５（１１番人気）
馬単票数 計 ３３１９６３ 的中 �� ３８７０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６６５１ 的中 �� ３４４１（１０番人気）�� ５５１４（８番人気）�� ３５１９（９番人気）
３連複票数 計 ４１１５１０ 的中 ��� ７２４３（１４番人気）
３連単票数 計１０４０７６５ 的中 ��� ２５５４（９０番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．５―１３．１―１３．１―１１．９―１０．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．７―３７．２―５０．３―１：０３．４―１：１５．３―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンハラショー 
�
父 タニノギムレット 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．４．２７生 牡２栗 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０１７ ９月１３日 晴 稍重 （２１阪神４）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

７１０ マイスイートホーム 牝３黒鹿５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 角居 勝彦 静内 千代田牧場 ４６８＋１２１：２５．２ ４．５�

２２ シ ャ ア 牡３栗 ５６ 福永 祐一萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３８－ ４１：２５．４１� ２．４�
５７ シャイニーコート 牡３栗 ５６ 和田 竜二小林 昌志氏 須貝 尚介 門別 下河辺牧場 ４６６－１０１：２５．６１� １０．２�
７１１ ア ル ビ ナ ス 牝３青鹿５４ 中村 将之水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４７４± ０１：２６．１３ １２．５�
８１２ ウインドカッター 牡３鹿 ５６ 生野 賢一福原 正博氏 崎山 博樹 新ひだか 坂本牧場 ５１２－ ８１：２６．７３� １７．７�
５６ スパークルレディー 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平関 駿也氏 領家 政蔵 宮城 関兵牧場 ４９４＋ １１：２７．１２� ４．９�
６８ メイショウユウカ 牝３栗 ５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４３２－ ８１：２７．２� １６１．６�
６９ フリークパラダイス 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健吉永 清美氏 野中 賢二 浦河 丸村村下
ファーム ４１０－１６１：２７．７３ １８７．３	

３３ � グッドリーズン 牡３芦 ５６ 太宰 啓介青木 基秀氏 坂口 正則 米 Woods
Edge Farm ４７４－ ４１：２７．９１� ６４．５


４５ アグネスエイプリル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝渡辺 孝男氏 小崎 憲 三石 三石川上牧場 ４９２＋ ４１：２８．１１ ２６．６�
８１３ アールドソレイユ 牝３鹿 ５４ 石橋 守有限会社シルク田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ３０６．０�
１１ カントリーフラッグ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 ５１２－１６１：２８．６３ ２６１．４
４４ リュクスール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠平井 卓也氏 清水 出美 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４５０－ ７１：２９．４５ １０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，６８５，２００円 複勝： ２０，９１６，１００円 枠連： １３，２９９，２００円

普通馬連： ４２，１０６，０００円 馬単： ３４，２４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１５０，８００円

３連複： ５４，５８７，３００円 ３連単： １０１，５８４，７００円 計： ２９８，５７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（２－７） ４４０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ７３０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ９，１９０円

票 数

単勝票数 計 １５６８５２ 的中 � ２７９５４（２番人気）
複勝票数 計 ２０９１６１ 的中 � ３０８４７（３番人気）� ５５４４２（１番人気）� ２３５３４（４番人気）
枠連票数 計 １３２９９２ 的中 （２－７） ２２４９３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４２１０６０ 的中 �� ４７６１９（２番人気）
馬単票数 計 ３４２４８６ 的中 �� １５５７３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１５０８ 的中 �� １５１９７（２番人気）�� ５０６２（１３番人気）�� ８２１０（５番人気）
３連複票数 計 ５４５８７３ 的中 ��� ２２４２６（６番人気）
３連単票数 計１０１５８４７ 的中 ��� ８１６６（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．３―５９．８―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイスイートホーム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．１２．６ 阪神１４着

２００６．２．１８生 牝３黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュクスール号は，平成２１年１０月１３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 キャンディームーン号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）



２６０１８ ９月１３日 晴 稍重 （２１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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３３ パワーエース 牡３鹿 ５４ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４７２＋ ２１：５３．６ ２８．４�

８８ アドマイヤアゲイン 牡３青鹿５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２１：５３．８１� １．７�
５５ ローレルレガリス 牡３鹿 ５４

５２ △田中 健 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４５６＋ ２１：５４．２２� ３．３�
８９ ツルマルシルバー 牡５芦 ５７ 川田 将雅鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４９２＋２２１：５４．３� ９．２�
２２ シークレバー 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７８－ ８１：５４．５１� ２８．１�
１１ ソルモンターレ 牡３鹿 ５４ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４６０－ ５１：５４．９２� １５．２	
７７ ケンメイオウ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４１：５５．２１� １３．３

６６ ウォーターリメイン 牝４栗 ５５ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４３０± ０１：５６．１５ ９２．３�
４４ メイショウヨシムネ 牡３栗 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 杵臼牧場 ４７６＋ ８２：０１．９大差 １４０．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，３８７，６００円 複勝： ４３，９０６，０００円 枠連： １１，４４９，９００円

普通馬連： ４０，４５７，１００円 馬単： ４３，８５１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０３３，７００円

３連複： ５２，７３２，６００円 ３連単： １３９，５０３，５００円 計： ３６５，３２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８４０円 複 勝 � ３４０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－８） １，７６０円

普通馬連 �� １，８４０円 馬 単 �� ７，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，０００円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ２７，０６０円

票 数

単勝票数 計 １７３８７６ 的中 � ４８３６（７番人気）
複勝票数 計 ４３９０６０ 的中 � １１０３２（７番人気）� ２７４０３４（１番人気）� ６５１５０（２番人気）
枠連票数 計 １１４４９９ 的中 （３－８） ４８２５（６番人気）
普通馬連票数 計 ４０４５７１ 的中 �� １６２４７（７番人気）
馬単票数 計 ４３８５１５ 的中 �� ４３６３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０３３７ 的中 �� ７４７３（６番人気）�� ３０３９（１３番人気）�� ３６３１９（１番人気）
３連複票数 計 ５２７３２６ 的中 ��� ２６３４５（６番人気）
３連単票数 計１３９５０３５ 的中 ��� ３８０６（７４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．０―１２．８―１３．１―１２．８―１２．０―１２．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．１―４９．９―１：０３．０―１：１５．８―１：２７．８―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．８
１
３
１，４－８（３，９）５（２，６）－７
１（４，３，８）６（２，７，９）５

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

勝馬の
紹 介

パワーエース 
�
父 ナリタトップロード 

�
母父 デ ュ ラ ブ デビュー ２００８．９．１４ 阪神６着

２００６．４．２５生 牡３鹿 母 マヤラブリー 母母 パワーショウコ １１戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヨシムネ号は，平成２１年１０月１３日まで平地競走に出走できない。



２６０１９ ９月１３日 晴 良 （２１阪神４）第２日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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 ７，４００，０００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

８９ トモロポケット 牡３栗 ５４ 藤田 伸二廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４６２－ ２２：０１．９ １．５�

４４ フェルヴィード 牡５青 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８６－ ６２：０２．６４ ４．３�
６６ ホークウィンザー 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 恭介小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ １３．５�
７７ テイエムチーター 牡４青鹿５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４４８＋１０２：０３．１３ ２０．０�
１１ ビクトリーレディー 牝３鹿 ５２ 岩崎 祐己菅藤 宗一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 ４７０－ ８２：０３．３１ ７６．３�
３３ � メイショウメモリア 牡４鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３４－ ２２：０３．５１� ６１．３�
２２ アスカノラムセス 牡３栗 ５４

５２ △田中 健豊田 智郎氏 小原伊佐美 日高 大沢育成牧場 ４７８± ０２：０３．６� ５４．６�
８８ メイショウグラード 牡４鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８６＋ ４２：０４．０２� ６．１	
５５ ディアチェンジ 牡３青鹿５４ 太宰 啓介寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５２２＋ ２２：０４．５３ ８１．４


（９頭）

売 得 金

単勝： １７，５０４，１００円 複勝： ３９，０５１，８００円 枠連： １３，１６４，９００円

普通馬連： ４１，５９４，７００円 馬単： ４６，００４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８７９，８００円

３連複： ４７，２２０，０００円 ３連単： １６１，８８７，６００円 計： ３８１，３０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（４－８） １９０円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� １，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７５０４１ 的中 � ９４５０７（１番人気）
複勝票数 計 ３９０５１８ 的中 � ２４４６５６（１番人気）� ５１１２９（２番人気）� １９１９４（４番人気）
枠連票数 計 １３１６４９ 的中 （４－８） ５３７３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１５９４７ 的中 �� １４１１８２（１番人気）
馬単票数 計 ４６００４６ 的中 �� ９８５５８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８７９８ 的中 �� ３２８０４（１番人気）�� １１９３３（４番人気）�� ７４２５（６番人気）
３連複票数 計 ４７２２００ 的中 ��� ５０７３６（２番人気）
３連単票数 計１６１８８７６ 的中 ��� ７９５５３（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１３．０―１２．９―１２．０―１２．２―１２．４―１２．３―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３６．７―４９．６―１：０１．６―１：１３．８―１：２６．２―１：３８．５―１：５０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トモロポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．１６ 京都１着

２００６．４．８生 牡３栗 母 レモンキャンディー 母母 ヤングマザー １０戦２勝 賞金 ２２，１５５，０００円



２６０２０ ９月１３日 晴 稍重 （２１阪神４）第２日 第８競走 ��
��１，２００�

しゅくがわ

夙 川 特 別
発走１４時２５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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５９ メイショウアツヒメ 牝３鹿 ５３ 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５０６＋ ４１：１１．６ １４．４�

２３ ホットフレイバー 牝５栗 ５５ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５２２＋ ２１：１１．８１� １３．１�

４６ � ヒシアカデミー 牡３青鹿５５ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 河内 洋 米
Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５１０＋ ８ 〃 ハナ ４．８�
３４ リリーハーバー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４８８－１６１：１２．０１� ３９．４�
６１０ ア ナ モ リ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ ３．１�
２２ セイクリムズン 牡３黒鹿５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ４９２－ ４ 〃 アタマ ７．３�
８１５ マイティーストーム 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５３４＋１２１：１２．６３	 １０．８	
１１ ブラックティー 牝５鹿 ５５ 浜中 俊
日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４５４＋ ６１：１２．８１	 １２１．４�
８１４ ライコウテンユウ 牡４栗 ５７ 小牧 太内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５１０－ ８１：１３．０１� １６．７�
３５ � エーソングフォー 牝４栗 ５５ 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ５００－ ２ 〃 ハナ １７．１
４７ オメガロンド 牝５鹿 ５５ 福永 祐一原 
子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６ 〃 ハナ ９３．２�
７１３ ピサノアラシ 牡３鹿 ５５ 渡辺 薫彦市川 義美氏 安達 昭夫 浦河 大北牧場 ４６８＋１２１：１３．３１� ６．８�
５８ セトノジェネシス 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝難波 澄子氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８８－ ８ 〃 クビ ４５．２�
７１２ メイショウタカチホ 牡３栗 ５５ 田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７０－ ２１：１３．４クビ １５７．０�
６１１ クリスティイモン 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介井門 敏雄氏 柴田 光陽 静内 前谷 武志 ４９０＋ ２１：１４．２５ ７１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，０００，８００円 複勝： ４６，７３９，５００円 枠連： ２６，８４４，４００円

普通馬連： １１８，９７５，９００円 馬単： ６７，５８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０５８，４００円

３連複： １５８，１４４，８００円 ３連単： ２６０，５３４，０００円 計： ７４２，８８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ３４０円 � ４３０円 � ２１０円 枠 連（２－５） ２，３５０円

普通馬連 �� ８，２４０円 馬 単 �� １５，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４８０円 �� １，２２０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� １６，４２０円 ３ 連 単 ��� １０９，０００円

票 数

単勝票数 計 ２９０００８ 的中 � １５８９２（７番人気）
複勝票数 計 ４６７３９５ 的中 � ３５２２６（５番人気）� ２５７４９（８番人気）� ７００４２（２番人気）
枠連票数 計 ２６８４４４ 的中 （２－５） ８４６４（１３番人気）
普通馬連票数 計１１８９７５９ 的中 �� １０６６６（３０番人気）
馬単票数 計 ６７５８７２ 的中 �� ３２２３（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０５８４ 的中 �� ３４１３（３０番人気）�� ７１６３（１５番人気）�� ７２０７（１４番人気）
３連複票数 計１５８１４４８ 的中 ��� ７１１１（６３番人気）
３連単票数 計２６０５３４０ 的中 ��� １７６４（３６３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．８―１２．１―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．７―４６．８―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアツヒメ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１０．１１ 京都２着

２００６．４．２４生 牝３鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition ９戦３勝 賞金 ３３，２６５，０００円



２６０２１ ９月１３日 晴 稍重 （２１阪神４）第２日 第９競走 ��
��１，８００�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走１５時００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５４�４歳
以上５７�，牝馬２�減

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ ワンダーアキュート 牡３鹿 ５４ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５０４＋ ２１：５１．６ ７．２�

７１０ ニューイチトク 牡４鹿 ５７ 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 門別 中前 義隆 ４７４＋ ２１：５２．５５ １．５�
２２ � エターナルスマイル 牡７鹿 ５７ 松岡 正海 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４９４－１６１：５２．７１� ９０．３�
５６ タートルベイ 牡４芦 ５７ 浜中 俊後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４９６－ ２１：５２．９１� ５３．９�
１１ グランプリサクセス 牡５芦 ５７ 安藤 勝己�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４７０＋１０１：５３．１１� １２．９�
６９ ミダースタッチ 牡４栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３８－ ８１：５３．２	 ４．８	
８１３ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８０＋１２ 〃 ハナ ５１．５

４５ パープルイーグル 牡７栗 ５７ 幸 英明中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５２６＋ ８ 〃 ハナ ２３．５�
５７ ゲンパチタキオン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５３０－１４ 〃 アタマ １６６．７�
６８ タガノエスペランサ 牡６鹿 ５７ 橋本 美純八木 昌司氏 中尾 秀正 新冠 越湖牧場 ４５６－ ２１：５３．５２ １００．０
７１１ テンザンコノハナ 牝５鹿 ５５ 田中 克典平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４９６＋ ６１：５３．６
 ６４．４�
８１２ スターフォワード 牡６栗 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９６＋１８１：５５．５大差 ６０．３�
３３ � サンワードラン 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二佐藤 幸彦氏 武藤 善則 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０６－ ８ 〃 アタマ ５９．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，１４３，０００円 複勝： ７７，６７３，１００円 枠連： ２７，１３５，７００円

普通馬連： １２６，３１３，２００円 馬単： ９９，１５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，２０６，５００円

３連複： １６１，０７９，７００円 ３連単： ３６０，６０９，４００円 計： ９２７，３１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １，０７０円 枠 連（４－７） ３６０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ６，２６０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� １２，３７０円 ３ 連 単 ��� ６１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３８１４３０ 的中 � ４１９１４（３番人気）
複勝票数 計 ７７６７３１ 的中 � ７５７１１（３番人気）� ４７７１４４（１番人気）� ６６９７（１２番人気）
枠連票数 計 ２７１３５７ 的中 （４－７） ５６７４６（２番人気）
普通馬連票数 計１２６３１３２ 的中 �� １７８０４４（２番人気）
馬単票数 計 ９９１５１４ 的中 �� ５０２９７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７２０６５ 的中 �� ４１２６７（２番人気）�� １２９８（４７番人気）�� ３５４６（１９番人気）
３連複票数 計１６１０７９７ 的中 ��� ９６１２（３５番人気）
３連単票数 計３６０６０９４ 的中 ��� ４３３４（１４３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１３．１―１２．５―１２．１―１２．３―１２．５―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３７．３―４９．８―１：０１．９―１：１４．２―１：２６．７―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアキュート �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２００９．１．２４ 京都１着

２００６．３．１４生 牡３鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone ８戦４勝 賞金 ５０，８８８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２６０２２ ９月１３日 晴 良 （２１阪神４）第２日 第１０競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，２００�第２３回セントウルステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （グローバルスプリントチャレンジ 第５戦） （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，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減，２０．９．１３以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２０．９．１２以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

グローバルスプリントチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，１６２，０００円 ３３２，０００円 １６６，０００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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１６ アルティマトゥーレ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：０７．８ １０．６�

４８ スリープレスナイト 牝５鹿 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５１４＋２２１：０８．２２� ２．８�
８１５� コ ス モ ベ ル 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４７０＋ ６１：０８．３	 ５７．０�
３６ カノヤザクラ 牝５栗 ５６ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５１０＋ ２ 〃 アタマ ３．４�
６１２ マルカフェニックス 牡５栗 ５８ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２４－ ８１：０８．４	 ２２．３�
２４ スズカコーズウェイ 牡５栗 ５８ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８４＋ ２１：０８．５クビ １６．０	
４７ サンダルフォン 牡６鹿 ５７ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３８－ ４ 〃 クビ ８．６

５９ � アポロドルチェ 牡４青鹿５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６４－ ２ 〃 アタマ ２９．３�
５１０ ヘイローフジ 牝６栗 ５５ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４９２－ ２１：０８．６クビ １３０．４�
２３ ソルジャーズソング 牡７栗 ５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５０８＋１２１：０８．７� １５．９
１１ アイルラヴァゲイン 牡７鹿 ５７ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１８＋１６１：０８．８� １４０．５�
７１３ ヘッドライナー 
５鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０１：０８．９クビ １０８．２�
６１１ イ ー ス タ ー 牡６青鹿５７ 幸 英明吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４１：０９．０� １３１．１�
３５ ローレルゲレイロ 牡５青鹿５９ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６４－ ６１：０９．２１� ８．９�
７１４ メ リ ッ サ 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４８２－ ４１：０９．５１	 ３７．０�

（１５頭）
１２ キョウワロアリング 牡８栗 ５７ 石橋 守�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３０，３７１，４００円 複勝： １８０，４１６，７００円 枠連： １２５，２３４，９００円

普通馬連： ６９２，７２４，２００円 馬単： ３８８，９６４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６７，１０３，０００円

３連複： ７７３，９２９，０００円 ３連単： １，８８９，４４４，４００円 計： ４，３４８，１８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � １，１１０円 枠 連（４－８） ９８０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４，５６０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� ２０，１３０円 ３ 連 単 ��� １０３，５８０円

票 数

単勝票数 差引計１３０３７１４（返還計 １５３） 的中 � ９７１７２（５番人気）
複勝票数 差引計１８０４１６７（返還計 １６６） 的中 � １３９６９９（４番人気）� ４０８９８６（２番人気）� ３２０５４（１１番人気）
枠連票数 差引計１２５２３４９（返還計 ７７） 的中 （４－８） ９４８６８（４番人気）
普通馬連票数 差引計６９２７２４２（返還計 ２５８９） 的中 �� ３５９６６９（４番人気）
馬単票数 差引計３８８９６４０（返還計 １８１８） 的中 �� ７５２０６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１６７１０３０（返還計 ８６９） 的中 �� ６５６５８（７番人気）�� ８６７８（４２番人気）�� １５８１０（２９番人気）
３連複票数 差引計７７３９２９０（返還計 ６０１２） 的中 ��� ２８３８１（６４番人気）
３連単票数 差引計１８８９４４４４（返還計 １２６３５） 的中 ��� １３４６３（３１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１０．９―１１．２―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．８―４５．０―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３４．０
３ ・（５，１５）１６，１（４，８，１４）１３（３，６，１２）１０（７，１１，９） ４ ・（５，１５，１６）（１，４，８）１４（６，１３）（３，１２）（１１，７，１０）９

勝馬の
紹 介

アルティマトゥーレ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．１６ 阪神１着

２００４．４．１４生 牝５鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス １０戦６勝 賞金 １３５，４７６，０００円
〔出走取消〕 キョウワロアリング号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 カノヤザクラ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１３番・１４番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 ウエスタンビーナス号・グロリアスノア号・クールシャローン号・サイキョウワールド号・タガノサイクロン号・

ダンツキッスイ号・マイプリティワン号・メイショウキトリ号・メイショウホウオウ号・モルトグランデ号・
ユビキタス号・ワールドハンター号



２６０２３ ９月１３日 晴 良 （２１阪神４）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （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

５７ � メイショウシオギリ 牝５鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１８－ ４１：３４．６ ２８．９�

８１３ トゥリオンファーレ 牡３黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５００± ０１：３４．７� ２．９�
４５ アドマイヤアモーレ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８０＋１６１：３４．８	 １４．３�
１１ オ ブ コ ー ス 牡４栗 ５７

５４ ▲松山 弘平近藤 英子氏 飯田 雄三 早来 ノーザンファーム ４０６－ ８ 〃 アタマ ２．８�
８１２ エイワンキセキ 牝５青鹿５５ 藤田 伸二荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４８０＋ ２１：３４．９クビ １３．２�
７１０
 カネトシヴィゴーレ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 豪 Arrowleave

Joint Venture ４３４－ ８ 〃 クビ ２４．９�
２２ ショウリュウアクト 牡５栗 ５７ 岩田 康誠上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８０－ ４１：３５．２１	 ７．６	
６８ 
 クロチェーラ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５０６－１０ 〃 ハナ １１．１

４４ � マイアイビギニング 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介MYI馬主組合 福永 甲 静内 へいはた牧場 ４９０－１０ 〃 クビ １１４．８�
７１１ カネトシレジアス 牝４鹿 ５５ 松岡 正海兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３０－ ４１：３５．５１	 ２６．８�
３３ 
 ワイルドイリーガル 牡５鹿 ５７ 浜中 俊深見 敏男氏 本田 優 加 Ormonde

Farm ５１２＋ ４１：３５．６	 ２５．７
６９ ファッショナブル 牝３鹿 ５３

５０ ▲国分 恭介藤本 直弘氏 加用 正 日高 藤本 直弘 ４５６－ ６１：３６．０２� ６６．０�
５６ メイショウセイラン 牡５栗 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４８８＋ ８１：３７．１７ １０８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，４８１，７００円 複勝： ３４，７５６，０００円 枠連： ２９，２０７，５００円

普通馬連： １１５，５８４，３００円 馬単： ８２，１８２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３３４，７００円

３連複： １２０，６９０，３００円 ３連単： ２７５，５６４，４００円 計： ７２０，８０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８９０円 複 勝 � ４４０円 � １７０円 � ３５０円 枠 連（５－８） ２，３９０円

普通馬連 �� ３，５８０円 馬 単 �� １１，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ２，５５０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １２，７９０円 ３ 連 単 ��� １０４，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２９４８１７ 的中 � ８０４４（１０番人気）
複勝票数 計 ３４７５６０ 的中 � １７９２４（７番人気）� ６８９９５（２番人気）� ２３３５０（６番人気）
枠連票数 計 ２９２０７５ 的中 （５－８） ９０５４（１２番人気）
普通馬連票数 計１１５５８４３ 的中 �� ２３８４６（１５番人気）
馬単票数 計 ８２１８２６ 的中 �� ５３０８（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３３４７ 的中 �� ６９７４（１５番人気）�� ３１１１（２８番人気）�� １０７５２（８番人気）
３連複票数 計１２０６９０３ 的中 ��� ６９６５（４７番人気）
３連単票数 計２７５５６４４ 的中 ��� １９４２（３２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３５．３―４７．５―５９．５―１：１１．１―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウシオギリ �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 キンググローリアス

２００４．５．３１生 牝５鹿 母 メイショウエビータ 母母 デ ザ ー ト ３３戦１勝 賞金 ２１，３９８，０００円
初出走 JRA



２６０２４ ９月１３日 晴 良 （２１阪神４）第２日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ リバーアゲイン 牡４栗 ５７ 小牧 太河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４６６－ ６１：２５．５ ５．１�

８１３ カラメルマキアート 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８＋１４１：２５．７１� ２．８�
７１２ ヘリオスシチー 牡３鹿 ５５ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４６－ ２１：２５．８� １３．５�
５７ アンクルトップ 牡４栗 ５７ 佐久間寛志�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ６４．４�
４５ ゴールドチェンジ 牡５芦 ５７ 鮫島 良太スター・ホースメンズクラブ 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：２５．９クビ １０．０�
６９ � カシノマルス 牡４鹿 ５７ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 門別 竹島 幸治 ５１０± ０１：２６．１１� １４０．４	
８１４ グランプリチェリー 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ４３．６

２２ エイシンダッシュ 牡３鹿 ５５ 幸 英明平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４６０－ ６１：２６．３１� １９．３�
６１０ スカイビューティー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二藤岡 康男氏 本田 優 新冠 川上牧場 ５００－ ２１：２６．６２ ４．２�
３４ � ウォルトンコクカ 牡４鹿 ５７ 川島 信二山田美喜男氏 田島 良保 三石 前川牧場 ４５０－ ２１：２６．８１ １８４．６
７１１� マルノリーサ 牝４芦 ５５ 太宰 啓介穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 静内 へいはた牧場 ４３８－ ６１：２６．９� ７０．３�
４６ カ ミ ツ キ 牡５栗 ５７

５５ △田中 健昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９４－１２１：２７．０� ７９．７�
５８ スターサイクル 牡３鹿 ５５ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６６－１２１：２７．３１� ４５．１�
３３ コスモサレオス 牡４青鹿５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 門別 森本牧場 ５１４＋１２１：２７．９３� ７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４９，１２６，５００円 複勝： ５８，０１８，８００円 枠連： ３９，３２２，１００円

普通馬連： １６８，１１０，７００円 馬単： １１９，４２７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，９３３，８００円

３連複： ２００，５７１，２００円 ３連単： ４８９，９１９，５００円 計： １，１８０，４３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（１－８） ７００円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ４９１２６５ 的中 � ７６７０５（３番人気）
複勝票数 計 ５８０１８８ 的中 � ９５１１６（３番人気）� １２９６３７（１番人気）� ４８９１８（５番人気）
枠連票数 計 ３９３２２１ 的中 （１－８） ４１９９９（２番人気）
普通馬連票数 計１６８１１０７ 的中 �� １４７３２２（２番人気）
馬単票数 計１１９４２７４ 的中 �� ４３６５２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５９３３８ 的中 �� ３６２３６（３番人気）�� １８７９９（１１番人気）�� ２６２４７（５番人気）
３連複票数 計２００５７１２ 的中 ��� ５６０５４（７番人気）
３連単票数 計４８９９１９５ 的中 ��� ２６５７８（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３５．７―４８．１―１：００．６―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバーアゲイン �
�
父 カルラネイチャー �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００８．８．１６ 小倉９着

２００５．６．７生 牡４栗 母 ドラゴンハレー 母母 ハレーダンサー ６戦２勝 賞金 １５，４００，０００円



（２１阪神４）第２日 ９月１３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １４９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

２８９，４５０，０００円
２６，１５０，０００円
２，５５０，０００円
３０，２２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５２，２３７，０００円
４，６１１，０００円
１，４７５，１００円

勝馬投票券売得金
３９３，８１９，１００円
６０３，１４３，８００円
３３０，２００，３００円
１，５００，８９５，３００円
１，０１５，８４４，４００円
４３９，４３１，９００円
１，７８０，５７９，４００円
４，０８４，８７１，３００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 １０，１４８，７８５，５００円

総入場人員 ２４，５５９名 （有料入場人員 ２３，２９６名）




