
２６０７３１０月３日 晴 稍重 （２１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１５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

１１ アドマイヤサーフ 牝２青鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 新冠 ハシモトフアーム ４４０＋ ８１：０９．４ １．５�

３３ テイエムファイヤー 牡２栗 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４７０＋ ６１：１０．２５ ３０．０�
５５ マッシヴジェネラル 牡２青 ５５

５４ ☆藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ５６．９�
４４ キセキノウタ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平�ターフ・スポート山内 研二 浦河 地興牧場 ４６０＋ ６１：１０．３� ２３．３�
７８ ゴブリンダンサー 牝２栃栗 ５４

５２ △田中 健村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４０６＋ ４１：１０．５１� １９８．９�
８１０ ケイエスケイト 牡２鹿 ５５ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４５４＋ ２１：１０．７１� ４．０	
６７ テイエムバイタル 牡２青鹿５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 ４９２＋ ２１：１１．０２ １３．７

８１１ シゲルタカウジ 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 千葉飯田牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ５１．４�
２２ アヤナルベルス 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７２－１２１：１１．１クビ ７．１�
７９ ハマノツーステップ 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４４４－ ２１：１２．３７ ２２４．６
６６ ゴールドロザリー 牝２栗 ５４ 田中 克典 �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 ４６８－ ８１：１３．０４ ２７４．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，０４５，３００円 複勝： ４１，１８６，９００円 枠連： ９，６２３，４００円

普通馬連： ３６，７７３，４００円 馬単： ３７，８３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１４８，９００円

３連複： ５２，１４０，６００円 ３連単： １１１，８４１，５００円 計： ３１９，５９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ５２０円 � ９７０円 枠 連（１－３） １，５１０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，３３０円 �� ５，５００円

３ 連 複 ��� １２，５３０円 ３ 連 単 ��� ３１，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６０４５３ 的中 � ８４９４５（１番人気）
複勝票数 計 ４１１８６９ 的中 � ２６８４４９（１番人気）� ８７９６（６番人気）� ４３５５（８番人気）
枠連票数 計 ９６２３４ 的中 （１－３） ４７０９（５番人気）
普通馬連票数 計 ３６７７３４ 的中 �� １８００７（５番人気）
馬単票数 計 ３７８３２２ 的中 �� １４１８５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１４８９ 的中 �� ６９５２（７番人気）�� ２５８６（１４番人気）�� ５９６（３１番人気）
３連複票数 計 ５２１４０６ 的中 ��� ３０７３（２８番人気）
３連単票数 計１１１８４１５ 的中 ��� ２６５９（８４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４５．８―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤサーフ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２００９．９．１２ 阪神３着

２００７．３．１７生 牝２青鹿 母 チェリッシュレディ 母母 キュリオスレディー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドロザリー号は，平成２１年１１月３日まで平地競走に出走できない。



２６０７４１０月３日 晴 稍重 （２１阪神４）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

６１２ タニノエポレット 牡２鹿 ５５ 武 豊谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９２－ ２１：４７．９ ３５．０�

７１３ 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± ０１：４８．０� １２．７�
７１４ ベストクルーズ 牝２芦 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ２．２�
８１６ デイズオブメモリー 牡２芦 ５５ 木村 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４１４－ ２１：４８．６３� １０８．０�

（兵庫）

４７ シルクアーネスト 牡２栗 ５５
５２ ▲松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４６２± ０１：４８．８１ ２１．１�

４８ マージービート 牡２栗 ５５ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：４８．９� １０．８�
８１５ トーワランマル 牡２芦 ５５ 石橋 守齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ２５７．８	
３６ コスモサイキック 牡２青 ５５ 浜中 俊 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４６４－ ８１：４９．０� ３０．３

１２ 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 ４３４－ ２１：４９．３２ １３．２�
２４ デンコウオクトパス 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４３０± ０１：４９．５１ １３２．３�
２３ 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 ４３０＋ ６１：４９．７１� ７４．３
１１ テーオージャングル 牡２鹿 ５５ 角田 晃一小笹 公也氏 松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７６－ ４１：４９．９１� １９５．８�
５１０ ケイアイプログレス 牡２栃栗５５ 池添 謙一 �啓愛義肢材料販売所 鶴留 明雄 新冠 隆栄牧場 ５０６＋２６１：５０．２１� １３．６�
６１１ ピ ノ ブ ラ ン 牝２芦 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ２１：５０．４１� １７．５�
３５ エンクリプション 牡２青 ５５ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９０＋ ６１：５０．７２ ３．６�
５９ ケージードルバコ 牡２青鹿５５ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 新ひだか 松本牧場 ４６２＋ ６１：５１．０１� ５４７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３４４，３００円 複勝： ３２，４０７，６００円 枠連： １６，４５４，０００円

普通馬連： ５１，３８６，５００円 馬単： ３７，５０７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３６２，３００円

３連複： ７４，１９０，５００円 ３連単： １０８，３２８，５００円 計： ３６２，９８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５００円 複 勝 � ７９０円 � ３４０円 � １４０円 枠 連（６－７） ８４０円

普通馬連 �� １８，８７０円 馬 単 �� ３８，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，３００円 �� １，２５０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １４，０６０円 ３ 連 単 ��� １２４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２０３４４３ 的中 � ４５９３（１０番人気）
複勝票数 計 ３２４０７６ 的中 � ７９１７（１０番人気）� ２１２４０（６番人気）� ８７１２０（１番人気）
枠連票数 計 １６４５４０ 的中 （６－７） １４６０５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１３８６５ 的中 �� ２０１０（４３番人気）
馬単票数 計 ３７５０７０ 的中 �� ７２５（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３６２３ 的中 �� ９８７（４６番人気）�� ４３８１（１７番人気）�� ８８２１（４番人気）
３連複票数 計 ７４１９０５ 的中 ��� ３８９５（５０番人気）
３連単票数 計１０８３２８５ 的中 ��� ６４０（３８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．４―１２．２―１２．４―１２．５―１１．７―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．１―４７．３―５９．７―１：１２．２―１：２３．９―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
３ ・（６，１４，１３）－（７，１１，１０）５（８，１２）２（９，１５）４，１６，１，３ ４ ・（６，１４，１３）（５，７，１１，１０）（２，８，１２）（４，９，１５）１６（１，３）

勝馬の
紹 介

タニノエポレット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．８．２３ 小倉８着

２００７．２．６生 牡２鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 テーオージャングル号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 テーオージャングル号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０７５１０月３日 晴 重 （２１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１５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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５５ ポイマンドレース 牡３栗 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２１：５４．２ １．７�

７７ サザンオーカン 牡３鹿 ５７
５４ ▲松山 弘平南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４９４－ ２１：５４．９４ １０．９�

４４ タナカラボタモチ 牡３栗 ５７ 川田 将雅北側 雅司氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：５５．０クビ ６．１�
８８ スマートソロモン 牡３鹿 ５７ 武 豊大川 徹氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：５５．７４ ６．４�
６６ ダークセクター 牡３黒鹿５７ 藤岡 佑介山本 英俊氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：５６．０２ ６．１�
３３ マックスハナレイ 牡３栗 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５１０＋ ４１：５６．７４ ３５．４�
８９ テイエムユメノコ 牝３鹿 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６８－１０１：５８．６大差 ２６．９	
２２ メイショウテノール 牡３鹿 ５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３８＋ ４１：５８．７� １９４．８

１１ シゲルイヨフジ 牡３栗 ５７

５４ ▲国分 恭介森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ４８０－１８１：５９．４４ １４４．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，０８４，７００円 複勝： ４４，０２２，５００円 枠連： ９，２７３，０００円

普通馬連： ３４，８５３，７００円 馬単： ３７，８０６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６０７，１００円

３連複： ４７，８０７，１００円 ３連単： １２０，０３７，９００円 計： ３３１，４９２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（５－７） ６７０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２１０８４７ 的中 � １０１２６８（１番人気）
複勝票数 計 ４４０２２５ 的中 � ２８６５４９（１番人気）� ２５４４８（５番人気）� ３７８９２（３番人気）
枠連票数 計 ９２７３０ 的中 （５－７） １０２２１（４番人気）
普通馬連票数 計 ３４８５３７ 的中 �� ３８６７４（４番人気）
馬単票数 計 ３７８０６５ 的中 �� ３２５４７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６０７１ 的中 �� １８９２０（３番人気）�� ３０１１５（１番人気）�� ９４８１（５番人気）
３連複票数 計 ４７８０７１ 的中 ��� ５５４８８（３番人気）
３連単票数 計１２００３７９ 的中 ��� ３５１１２（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３８．４―５１．６―１：０４．６―１：１７．０―１：２９．４―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポイマンドレース �

父 マヤノトップガン �


母父 バブルガムフェロー デビュー ２００９．７．１２ 札幌６着

２００６．４．２６生 牡３栗 母 レースウィング 母母 レ ー ス ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムユメノコ号・メイショウテノール号・シゲルイヨフジ号は，平成２１年１１月３日まで平地競

走に出走できない。



２６０７６１０月３日 晴 稍重 （２１阪神４）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時５０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
１：４６．６

良

良

６７ ブラックゼット 牡２黒鹿５５ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 水上 習孝 ４８６ ―１：４９．９ ９．０�

４４ テ ィ ル ス 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ５２４ ― 〃 クビ ４．５�
６６ メイショウカンパク 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８８ ―１：５０．４３ ３７．９�
８１０ ダイヤモンドムーン 牝２黒鹿５４ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５０６ ― 〃 ハナ ３．２�
３３ ドミネーター 牡２栗 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：５０．８２� ３２．４�
７８ ゴーンハリウッド 牡２鹿 ５５ 小牧 太山本 英俊氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 クビ ２７．４	
５５ シャイニーサンデー 牡２鹿 ５５ 武 豊小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７６ ―１：５０．９� ８．１

１１ タツオーカン 牡２栗 ５５ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 大島牧場 ５１０ ―１：５１．２１� ７．４�

（タツノオーカン）

２２ シゲルタダカツ 牡２栗 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ４８８ ―１：５１．６２� ９９．６�
８１１ ツルマルヤマト 牡２栗 ５５ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４８０ ― 〃 ハナ ４．６
７９ スプリングヴォイス 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４５２ ―１：５１．８１� ３１．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，１９４，３００円 複勝： ２７，６８７，２００円 枠連： １３，７３１，４００円

普通馬連： ４６，１３４，９００円 馬単： ３９，９１４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７８６，６００円

３連複： ５５，６４０，４００円 ３連単： １０４，０７７，７００円 計： ３２２，１６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３００円 � ２００円 � １，０１０円 枠 連（４－６） １，８３０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ２，９３０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� １８，７３０円 ３ 連 単 ��� １０３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８１９４３ 的中 � １６０３０（６番人気）
複勝票数 計 ２７６８７２ 的中 � ２４４９９（６番人気）� ４４６２８（２番人気）� ５８４８（１０番人気）
枠連票数 計 １３７３１４ 的中 （４－６） ５５５４（９番人気）
普通馬連票数 計 ４６１３４９ 的中 �� １９２３９（９番人気）
馬単票数 計 ３９９１４５ 的中 �� ６６５８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７８６６ 的中 �� ６２５４（１０番人気）�� １３６６（３４番人気）�� １７１１（２６番人気）
３連複票数 計 ５５６４０４ 的中 ��� ２１９３（５７番人気）
３連単票数 計１０４０７７７ 的中 ��� ７３９（２８１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．１―１３．０―１３．３―１２．８―１１．６―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．１―４９．１―１：０２．４―１：１５．２―１：２６．８―１：３８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックゼット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Distinctive Pro 初出走

２００７．２．１７生 牡２黒鹿 母 ミシシッピーミス 母母 Redeemer １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 メイショウカンパク号の騎手武幸四郎は，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。（８番への進

路影響）



２６０７７１０月３日 晴 重 （２１阪神４）第７日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３５ アンディーフロイデ 牝３栗 ５５ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：１３．６ ３．４�

８１５� ハンサムウーマン 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介寺田千代乃氏 加藤 征弘 米
Liberation Farm
and Brandywine
Farm, LLC

４４０－ ２ 〃 クビ ３９．４�
６１１ ピサノヴァロン 牡３鹿 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新冠 松浦牧場 ４４２± ０１：１３．８１� ４．５�
３４ オールブランニュー 牝３黒鹿５５ 長谷川浩大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４６４＋ ２１：１４．１１� ２３．３�
４７ アキノワンツー 牝３芦 ５５ 渡辺 薫彦穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９０－ ８１：１４．４１� ２．５�
８１４� マイレボルーション 牡３黒鹿５７ 木村 健	須野牧場 藤岡 健一 米 Donald R. Dizney

& Wayne Carse ４９０－２２１：１４．６１	 ７３．８

（兵庫）

４６ キ ュ プ リ ス 牝３芦 ５５
５２ ▲松山 弘平 �キャロットファーム 庄野 靖志 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：１４．９１� ３４．７�

２３ � ベコニングキャット 牝３芦 ５５
５３ △荻野 琢真広尾レース� 大久保龍志 英 Carmel Stud ４８２－ ４１：１５．２１� ３４．７�

２２ グランプリセイハ 牡３鹿 ５７ 赤木高太郎�グランプリ 矢作 芳人 静内 服部 牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ６４．４
５９ アイノワールド 牝３鹿 ５５ 幸 英明田中 一成氏 藤沢 則雄 静内 伊藤 敏明 ４１４ ―１：１５．３	 １４９．８�
７１２ ミッキーデピュティ 牡３栗 ５７ 松田 大作野田みづき氏 小崎 憲 新ひだか グランド牧場 ５１４＋ ２１：１５．８３ １７６．６�
５８ エーシンマイスター 牝３栗 ５５

５２ ▲国分 恭介�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ ５４．５�
７１３ メイショウサミット 牡３鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５０ ―１：１５．９クビ ６９．０�
６１０� マックススカラ 牝３栗 ５５ 戸部 尚実田所 英子氏 庄野 靖志 愛 Ms Eiko

Tadokoro ４６６＋１６１：１７．１７ ９２．６�
（愛知）

１１ セ レ ー サ 牝３栗 ５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 門別 白井牧場 ４８２＋１６１：１８．０５ ７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９４０，３００円 複勝： ２４，６５１，０００円 枠連： １５，１６８，３００円

普通馬連： ４９，６９６，５００円 馬単： ４４，０５５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４４３，８００円

３連複： ６９，２７７，２００円 ３連単： １２６，２３７，３００円 計： ３６９，４６９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ５５０円 � １６０円 枠 連（３－８） ４，１２０円

普通馬連 �� ６，２５０円 馬 単 �� １３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ３６０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ７，５６０円 ３ 連 単 ��� ４９，１９０円

票 数

単勝票数 計 １９９４０３ 的中 � ４７５９５（２番人気）
複勝票数 計 ２４６５１０ 的中 � ５３３５５（２番人気）� ８０６０（６番人気）� ４６８２４（３番人気）
枠連票数 計 １５１６８３ 的中 （３－８） ２７１８（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４９６９６５ 的中 �� ５８７４（１７番人気）
馬単票数 計 ４４０５５１ 的中 �� ２４４６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４４３８ 的中 �� ２８３２（１５番人気）�� １６０３６（３番人気）�� ２０８５（２２番人気）
３連複票数 計 ６９２７７２ 的中 ��� ６７６７（１９番人気）
３連単票数 計１２６２３７３ 的中 ��� １８９４（１１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．２―１２．６―１２．２―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンディーフロイデ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Alydar デビュー ２００８．８．３０ 札幌９着

２００６．２．１６生 牝３栗 母 アリーズデライト 母母 Sacred Journey ８戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレーサ号は，平成２１年１１月３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 グランプリヒトスジ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０７８１０月３日 晴 重 （２１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１３時１５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１１ アドマイヤインディ 牝３栗 ５３ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４４２－ ２１：５３．３ ２．９�

８１６ ミ コ ノ ス 牝４芦 ５５
５３ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４５６＋ ６１：５３．５１� ３．１�

３６ カ ス ガ 牝３鹿 ５３
５０ ▲松山 弘平高山 裕基氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ ７．０�

２４ ホクトスワン 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４６２＋ ２１：５４．３５ １５．２�
６１２ メイショウコレット 牝５栗 ５５ 木村 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５４－ ２ 〃 ハナ ３６．５�

（兵庫）

３５ オースミマコ 牝４鹿 ５５
５４ ☆藤岡 康太�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：５４．４� ６８．７�

４８ オデットシチー 牝３黒鹿５３ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４８８＋ ４１：５５．２５ ９．６	
１１ ウォーターリメイン 牝４栗 ５５

５２ ▲国分 恭介山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４２０－１０１：５５．６２� １２５．３

８１５ パープルスター 牝３鹿 ５３ 安藤 光彰松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４９４＋ ４１：５５．７クビ ６３．４�
５１０ グローリーブリッジ 牝３青鹿５３ 石橋 守杉山 美惠氏 北出 成人 三石 明治牧場 ４９２＋１２１：５６．２３ １４．３�
７１３ ハッピードロップ 牝４栗 ５５

５３ △荻野 琢真イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 B４６８－１４１：５６．４１� １２０．８�
５９ ミスアンコール 牝３鹿 ５３ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４２－１６１：５６．７１� １３．７�
４７ トウカイアワード 牝５黒鹿５５ 和田 竜二内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４７６＋ ６１：５７．２３ ９９．０�
２３ レディームスタング 牝３栗 ５３ 幸 英明�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４７６＋ ８１：５８．４７ ３２．４�
１２ � シュルヴィーヴル 牝４鹿 ５５ 福永 祐一辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 永田 克之 ４４４± ０１：５９．２５ ７３．９�
７１４ シルバービート 牝３芦 ５３ 浜中 俊門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４９６＋１６２：０４．６大差 １２５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１６４，１００円 複勝： ３６，５８６，８００円 枠連： １９，８８５，１００円

普通馬連： ５９，１８１，３００円 馬単： ４２，４０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１０５，０００円

３連複： ８６，３６４，８００円 ３連単： １４３，５１４，３００円 計： ４３３，２０５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（６－８） ３２０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� ２，６５０円

票 数

単勝票数 計 １９１６４１ 的中 � ５２２２６（１番人気）
複勝票数 計 ３６５８６８ 的中 � ９０７６４（２番人気）� ９７７９８（１番人気）� ４０５７９（３番人気）
枠連票数 計 １９８８５１ 的中 （６－８） ４６１０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９１８１３ 的中 �� １３１９５５（１番人気）
馬単票数 計 ４２４０３６ 的中 �� ４１９１４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１０５０ 的中 �� ５０７５２（１番人気）�� １６６２７（２番人気）�� １５１２５（３番人気）
３連複票数 計 ８６３６４８ 的中 ��� ８５６６４（１番人気）
３連単票数 計１４３５１４３ 的中 ��� ４００４５（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１３．３―１２．６―１３．１―１３．０―１２．８―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３６．５―４９．１―１：０２．２―１：１５．２―１：２８．０―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．１
１
３
３，１０－１１，７－８（９，６）１４（１２，１３，１５）１６，５，４，１－２・（１０，１１）（３，８，７）（６，１６）（１３，１５，５）（１２，１）４，１４＝９－２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤインディ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１０．１１ 東京３着

２００６．２．２８生 牝３栗 母 トレジャーマイン 母母 シヤダイマイン ７戦２勝 賞金 １９，２００，０００円
〔その他〕 シルバービート号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 レディームスタング号・シュルヴィーヴル号は，平成２１年１１月３日まで平地競走に出走できな

い。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０７９１０月３日 晴 良 （２１阪神４）第７日 第７競走 ��
��２，２００�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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

７７ テンシノマズル 牡３鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４０－ ２２：１５．０ １５．６�

８９ 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 ４８４－ ２２：１５．２１� ７．１�
３３ ダンシングラプター 牡３青鹿５４ 小牧 太吉田 勝己氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ５２８－ ６２：１５．３� ３．２�
７８ マ イ ウ エ イ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２２：１５．４� ２．７�
２２ タガノバッチグー 牡３鹿 ５４

５２ △田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２＋ ６２：１５．５クビ ５８．０�

８１０� エーシンマイトップ 牡３栗 ５４
５１ ▲国分 恭介�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４８６－ ４ 〃 ハナ ２２．２�
１１ スズカクリアー 牝４鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平永井 啓弍氏 村山 明 浦河 辻 牧場 ４６２＋１６２：１５．７１	 ８１．９	
６６ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ ４．０

５５ ニシノシャア 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８４± ０２：１５．８
 ２９．７�
４４ � リバーミラクル 牡４栗 ５７

５４ ▲大下 智河越 武治氏 松永 昌博 門別 道見牧場 ５２２＋ ４２：１７．２９ ２３４．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６１，１００円 複勝： ２７，７３０，２００円 枠連： １２，７８３，１００円

普通馬連： ５１，１９２，２００円 馬単： ４６，１０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２１０，２００円

３連複： ６７，４６７，０００円 ３連単： １６１，９１２，１００円 計： ４０８，４５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ３３０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（７－８） ６２０円

普通馬連 �� ３，６９０円 馬 単 �� ９，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ７００円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ３，５３０円 ３ 連 単 ��� ３９，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２１０６１１ 的中 � １０６３９（５番人気）
複勝票数 計 ２７７３０２ 的中 � １６７２６（５番人気）� ４５７１０（４番人気）� ６３２３６（２番人気）
枠連票数 計 １２７８３１ 的中 （７－８） １５３３２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１１９２２ 的中 �� １０２４６（１１番人気）
馬単票数 計 ４６１０２８ 的中 �� ３７６５（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２１０２ 的中 �� ４５１８（１０番人気）�� ６９０９（８番人気）�� １５０５０（５番人気）
３連複票数 計 ６７４６７０ 的中 ��� １４１０９（１０番人気）
３連単票数 計１６１９１２１ 的中 ��� ３０１６（１０１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．８―１３．３―１３．０―１３．３―１２．６―１２．１―１１．９―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．７―３５．５―４８．８―１：０１．８―１：１５．１―１：２７．７―１：３９．８―１：５１．７―２：０３．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テンシノマズル 
�
父 ホワイトマズル 

�
母父 Miswaki デビュー ２００８．７．６ 函館５着

２００６．４．１６生 牡３鹿 母 ミスランタナ 母母 Key Up ２２戦２勝 賞金 ２３，６３２，０００円



２６０８０１０月３日 晴 良 （２１阪神４）第７日 第８競走 ��
��１，４００�ききょうステークス

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

５９ ダッシャーゴーゴー 牡２鹿 ５６ 佐藤 哲三�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５０４－１０１：２２．４ ３．５�

４７ ニシノモレッタ 牝２栗 ５４ 和田 竜二西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４８０＋ ２１：２２．７２ １０．９�
２４ ラブグランデー 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４３２＋ ２１：２２．８� １４．０�
６１１ コスモセンサー 牡２栗 ５５ 浜中 俊 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４８２＋ ４１：２３．０１� ２８．８�
８１６ タガノエリザベート 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ６１：２３．１	 ３．８�
５１０ ベストブルーム 牡２鹿 ５５ 四位 洋文横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４４６－ ６ 〃 クビ ２７．９	
４８ メイショウデイム 牝２黒鹿５４ 福永 祐一松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４３６－ ２１：２３．２クビ ７．８

６１２ テイエムハエゲナ 牡２鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３６± ０ 〃 アタマ ２８３．７�
７１４ シ ャ イ ン 牡２鹿 ５５ 川田 将雅呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５２－ ８１：２３．４１� ５５．１�
７１３ パリスドール 牝２鹿 ５５ 太宰 啓介釘田 秀一氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４５８＋ ２ 〃 クビ ２６．１
３６ 
 タガノパンデミック 牡２鹿 ５５ 木村 健八木 良司氏 碇 清次郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４－ ５１：２３．５クビ １４９．４�
（兵庫） （兵庫）

１２ フェブスカイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４０＋ ６１：２３．６� １２５．８�
８１５ トーコーブロンコ 牡２青鹿５５ 武 豊森田 藤治氏 湯窪 幸雄 むかわ 市川牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ６．９�
１１ キ ラ ウ エ ア 牡２黒鹿５５ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ８１：２３．７	 ４５．４�
２３ サクラエクスプロー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４６０－３０１：２３．８� １０．５�
３５ 
 パラダイスラビーダ 牡２鹿 ５５ 戸部 尚実太田美津子氏 新山 広道 新冠 三村 卓也 ４８８－ ３ 〃 クビ １８６．８�

（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０９８，１００円 複勝： ４９，６４５，５００円 枠連： ３４，５０５，８００円

普通馬連： １１３，４３９，４００円 馬単： ７５，９８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，４９３，４００円

３連複： １３９，２６０，８００円 ３連単： ２５７，０４５，３００円 計： ７３７，４７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ３３０円 枠 連（４－５） ７６０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ５９０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ６，７１０円 ３ 連 単 ��� ３１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３１０９８１ 的中 � ７１９０８（１番人気）
複勝票数 計 ４９６４５５ 的中 � １２２７９８（１番人気）� ３８７２１（５番人気）� ３３３２８（７番人気）
枠連票数 計 ３４５０５８ 的中 （４－５） ３３６２６（３番人気）
普通馬連票数 計１１３４３９４ 的中 �� ４７８５８（６番人気）
馬単票数 計 ７５９８７７ 的中 �� １７７１１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６４９３４ 的中 �� １２６０８（７番人気）�� １５８７３（５番人気）�� ５１０１（２２番人気）
３連複票数 計１３９２６０８ 的中 ��� １５３２０（２０番人気）
３連単票数 計２５７０４５３ 的中 ��� ６０３２（９２番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１１．６―１２．１―１２．２―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．９―３４．５―４６．６―５８．８―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダッシャーゴーゴー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．７．２６ 小倉１着

２００７．３．２２生 牡２鹿 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer ３戦２勝 賞金 ３６，５２９，０００円
〔制裁〕 ラブグランデー号の騎手渡辺薫彦は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番への進路

影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０８１１０月３日 晴 良 （２１阪神４）第７日 第９競走 ��
��１，２００�

あ さ く ち

浅 口 特 別
発走１５時００分 （芝・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
浅口市長賞（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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

３４ グッドルッキング 牝３芦 ５３ 秋山真一郎長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６－１０１：０８．８ ４．８�

４６ � ヤマカツマリリン 牝５栗 ５５ 田嶋 翔山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５３０＋ ６ 〃 クビ ９．２�
５７ ビーチアイドル 牝４鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：０８．９� ４．４�
６９ メ イ カ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６０－ ２１：０９．０	 １８．１�
１１ アイディンパワー 牡３鹿 ５５ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７４＋ ２１：０９．２１ １３．０�
２２ レッドハイヒール 牝３鹿 ５３ 田中 勝春村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット ４７８－ ２ 〃 クビ ４．５�
３３ ピサノガブリエル 
４黒鹿５７ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９４－ ５ 〃 ハナ ７６．８	
５８ � ジャックボイス 牡３鹿 ５５ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 米 North Hills
Management ４４８± ０ 〃 アタマ １９．３


８１３ フェスティヴマロン 牝５鹿 ５５ 小牧 太臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７２－ ２１：０９．４１	 １２３．９�
４５ ニホンピロシェリー 牝５鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４８０＋ ２１：０９．５	 ２１．５�
８１４� リッターヴォルト 牡５鹿 ５７ 上村 洋行石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou

Farm ４９４＋ ２ 〃 ハナ ３７．０
７１２� シ テ ィ ボ ス 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６８＋ ２１：０９．６	 ２６．２�
７１１ ミリオンウェーブ 牡４鹿 ５７ 角田 晃一万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ５１２＋ ８１：０９．７クビ ５．９�
６１０�� ブライティアアイ 牝７鹿 ５５ 芹沢 純一小林 昌志氏 須貝 彦三 米 Masashi

Kobayashi ４８８＋ ２１：１０．７６ ２３０．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，１２８，６００円 複勝： ６０，５３９，３００円 枠連： ２９，０１５，５００円

普通馬連： １３６，０３３，８００円 馬単： ８５，３２１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，６７３，３００円

３連複： １６６，００７，６００円 ３連単： ３１８，９３１，９００円 計： ８７４，６５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � １６０円 枠 連（３－４） １，５１０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ４１０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� ２０，７００円

票 数

単勝票数 計 ３５１２８６ 的中 � ５８８８８（３番人気）
複勝票数 計 ６０５３９３ 的中 � ９７８０９（３番人気）� ５１７９５（５番人気）� １１３１４４（１番人気）
枠連票数 計 ２９０１５５ 的中 （３－４） １４２２９（９番人気）
普通馬連票数 計１３６０３３８ 的中 �� ４３９６３（９番人気）
馬単票数 計 ８５３２１６ 的中 �� １３９８５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３６７３３ 的中 �� １２８７０（１０番人気）�� ２８２８１（１番人気）�� １３７４０（８番人気）
３連複票数 計１６６００７６ 的中 ��� ３７９４７（６番人気）
３連単票数 計３１８９３１９ 的中 ��� １１３７３（４２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．１―１１．６―１１．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．８―４５．４―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドルッキング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００８．１０．２５ 京都２着

２００６．２．６生 牝３芦 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート １２戦３勝 賞金 ４３，９３４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２６０８２１０月３日 晴 稍重 （２１阪神４）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�第１３回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，２０．１０．４以降２１．９．２７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

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

８１６ 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 ５０２－ ２２：０４．５ ５．７�

６１１ ダークメッセージ 牡６栃栗５６ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４８６± ０２：０５．０３ ２３．２�
１１ ゴールデンチケット 牡３黒鹿５５ 武 豊 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 クビ ９．３�
４８ エプソムアーロン 牡５鹿 ５５ 角田 晃一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４８８－１６２：０５．１クビ ２８．３�
５９ ワンダースピード 牡７黒鹿５８．５ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ２．５�
４７ クリールパッション 牡４鹿 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４６６＋ ４２：０５．３１ ９．３	
７１４ ク リ ー ン 牡５鹿 ５５ 福永 祐一小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６００＋ ２ 〃 ハナ ８９．３

６１２ シルククルセイダー 牡６栗 ５６ 安藤 勝己有限会社シルク領家 政蔵 門別 タバタファーム ５０６－ ８ 〃 アタマ ３４．８�
７１３ アドマイヤダンク 牡５栗 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１４＋１４２：０５．５１� １９．７�
３６ ワキノエクセル 牡７青鹿５２ 幸 英明脇山 良之氏 村山 明 追分 追分ファーム ５１８± ０２：０６．２４ ２３１．１
２３ ナムラハンター 牡４青鹿５６ 田中 勝春奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４９６＋ ２２：０６．４１� ５．０�
１２ ナナヨーヒマワリ 牡８栗 ５４ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５０８＋ ６ 〃 クビ １８４．３�
５１０ メイショウサライ 牡８黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ４６０－ ４２：０６．６１� ６６．０�
８１５ キングブレーヴ 牡５鹿 ５４ 池添 謙一辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 ヒダカフアーム ４７６＋ ４２：０６．８１� １１２．５�
２４ ド ン ク ー ル 牡７鹿 ５４ 藤岡 佑介山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 ５０４－ ８２：０７．０１� １７４．０�
３５ ト シ ナ ギ サ 牡４栗 ５５ 川田 将雅上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５０２± ０２：０９．２大差 １６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７６，１４９，４００円 複勝： １２０，２５２，８００円 枠連： ６４，９６１，１００円

普通馬連： ３９９，４９１，６００円 馬単： ２３７，３６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１７，６４５，０００円

３連複： ５１２，７８７，７００円 ３連単： １，０５２，１１０，１００円 計： ２，５８０，７６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２３０円 � ５３０円 � ３３０円 枠 連（６－８） ３，１６０円

普通馬連 �� ６，５９０円 馬 単 �� １１，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� １，１１０円 �� ２，６６０円

３ 連 複 ��� １８，２９０円 ３ 連 単 ��� １０９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ７６１４９４ 的中 � １０５５７９（３番人気）
複勝票数 計１２０２５２８ 的中 � １５８９７２（３番人気）� ５３１８６（６番人気）� ９４９５０（５番人気）
枠連票数 計 ６４９６１１ 的中 （６－８） １５１８７（１４番人気）
普通馬連票数 計３９９４９１６ 的中 �� ４４７７０（２３番人気）
馬単票数 計２３７３６８３ 的中 �� １５４４６（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１７６４５０ 的中 �� １４４６４（２２番人気）�� ２６７５８（１２番人気）�� １０６９７（３０番人気）
３連複票数 計５１２７８７７ 的中 ��� ２０６９８（５７番人気）
３連単票数 計１０５２１１０１ 的中 ��� ７１０９（３１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．７―１３．８―１３．１―１２．５―１２．２―１２．４―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３５．７―４９．５―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．３―１：３９．７―１：５２．０

コーナー
通過順位

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

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

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 ９戦５勝 賞金 ９０，５３２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 キングトップガン号・タガノエクリプス号・ニューイチトク号・メイショウクオリア号・メイショウホウオウ号



２６０８３１０月３日 晴 稍重 （２１阪神４）第７日 第１１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８９ アドマイヤアゲイン 牡３青鹿５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：５３．２ １．９�

３３ ディアマジェスティ 牡３黒鹿５５ 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４４６－ ４１：５３．４１� ５．７�
７７ ガ リ ア ー ノ 牡３栗 ５５

５２ ▲松山 弘平 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：５３．５� ３５．５�
２２ ピエナエイム 牡４黒鹿５７ 川田 将雅本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４９２± ０１：５３．６� ３．５�
５５ 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 ４８０＋ ２１：５３．８１� ２８．６�
７８ レプラコーン 牡４栗 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース池江 泰寿 三石 片山 修 ４８６＋ ２１：５４．１１� ５６．２�
４４ チョップチョップ 牡３青鹿５５ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４７８＋１０１：５４．３１ １７．５	
８１０� イニミタブル 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ５０４＋ ２１：５４．９３� １４６．９

１１ エーシンセーフティ 牡３鹿 ５５ 赤木高太郎�栄進堂 宮本 博 浦河 栄進牧場 ４６０＋ ４１：５５．０� １１．６�
６６ エルジャンクション 	３鹿 ５５ 浜中 俊 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ２１：５６．０６ ３７．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３４，７６１，３００円 複勝： ５７，５１１，１００円 枠連： ２３，０８５，７００円

普通馬連： １０１，２３２，７００円 馬単： ８８，７４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３１６，８００円

３連複： １１６，９００，９００円 ３連単： ３４９，１１０，５００円 計： ８０７，６６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ５５０円 枠 連（３－８） ４４０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ９８０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ４，６２０円 ３ 連 単 ��� １２，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３４７６１３ 的中 � １４８８８２（１番人気）
複勝票数 計 ５７５１１１ 的中 � ２７０７８９（１番人気）� ７１８７６（３番人気）� １３４１６（７番人気）
枠連票数 計 ２３０８５７ 的中 （３－８） ３９２７８（２番人気）
普通馬連票数 計１０１２３２７ 的中 �� １７４３６９（２番人気）
馬単票数 計 ８８７４１７ 的中 �� ９７２３２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３１６８ 的中 �� ４８５８８（２番人気）�� ８２２９（１１番人気）�� ３３３０（２３番人気）
３連複票数 計１１６９００９ 的中 ��� １８６９５（１５番人気）
３連単票数 計３４９１１０５ 的中 ��� ２０９９６（３６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１２．４―１２．３―１２．５―１３．２―１３．３―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．３―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１３．７―１：２７．０―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤアゲイン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．２．１４ 京都１着

２００６．３．２生 牡３青鹿 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス ９戦２勝 賞金 ２４，４００，０００円



２６０８４１０月３日 晴 稍重 （２１阪神４）第７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

３５ シーアクロス 牡４鹿 ５７
５４ ▲大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４９６± ０１：２４．３ １０．０�

７１４ スプラッシュエンド 牡３栗 ５５ 岩田 康誠広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ８．８�
２４ クーノキセキ 牝４栗 ５５ 武 豊吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：２４．４� １．８�
５９ ファイアナカヤマ 牡４青鹿５７ 和田 竜二�中山牧場 服部 利之 浦河 中山牧場 ５２６＋ ６１：２４．８２� ６．５�
８１６ グランプリチェリー 牝３鹿 ５３ 福永 祐一北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４６８－ ４１：２５．１１� ３４．０�
４８ トウカイインパクト 牡５黒鹿５７ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 B５０２＋ ４１：２５．７３� ２５．２	
５１０ クリノラプソディー 牝５鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平栗本 博晴氏 須貝 尚介 門別 沖田牧場 ４９８－１０１：２５．８� １５４．５

８１５ ガ ク ニ ホ シ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４８０－１０１：２６．３３ １２６．１�
４７ ヤマニンデューン 牡４栗 ５７ 川田 将雅土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 ４８２＋２２１：２６．４� ３８．３�
７１３ ドリームクェーサー 牡３栗 ５５ 池添 謙一セゾンレースホース� 西浦 勝一 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ８１：２７．０３� １４．３
３６ サクラグローリー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 静内 谷岡牧場 ５０６＋ ８１：２７．４２� ５３．３�
６１１� 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 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ６７．８�
１２ メテオストリーム 牡３鹿 ５５ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４± ０１：２７．６� ４２．１�
１１ シュウホーサンデー 牝３芦 ５３

５１ △田中 健山田 英男氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ４３０－ ２１：２７．９２ １６９．４�
６１２ コスモサレオス 牡４青鹿５７ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 門別 森本牧場 ５１２－ ２１：２８．５３� １４．８�
２３ ドラゴンホーラー 牡４鹿 ５７ 高橋 亮��昭牧場 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ４９８－ ４ 〃 クビ ３４５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，４２６，９００円 複勝： ６１，９５６，３００円 枠連： ３７，３４８，８００円

普通馬連： １３９，４８６，１００円 馬単： １１１，７９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，６０５，６００円

３連複： １７１，７３４，８００円 ３連単： ４１８，３２６，３００円 計： １，０３３，６８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（３－７） ２，４００円

普通馬連 �� ４，６００円 馬 単 �� １０，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ３１０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� ２４，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４３４２６９ 的中 � ３４５３２（４番人気）
複勝票数 計 ６１９５６３ 的中 � ７４３９４（３番人気）� ５７８０６（４番人気）� ２４０１６３（１番人気）
枠連票数 計 ３７３４８８ 的中 （３－７） １１４８８（１０番人気）
普通馬連票数 計１３９４８６１ 的中 �� ２２４１８（１３番人気）
馬単票数 計１１１７９９７ 的中 �� ８２３４（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９６０５６ 的中 �� １１５９１（１１番人気）�� ４３１８１（２番人気）�� ３９０７９（３番人気）
３連複票数 計１７１７３４８ 的中 ��� ６５３３０（３番人気）
３連単票数 計４１８３２６３ 的中 ��� １２３９７（６６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．８―１２．２―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．４―５８．６―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーアクロス �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．１１．４ 京都２着

２００５．２．３生 牡４鹿 母 シーセレーネ 母母 シ ー エ コ ー ２０戦３勝 賞金 ３２，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ファイナルパンチ号



（２１阪神４）第７日 １０月３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

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

２４１，２４０，０００円
９，２７０，０００円
１，９００，０００円
２３，９５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５４，１６２，０００円
４，４３２，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３５６，３９８，４００円
５８４，１７７，２００円
２８５，８３５，２００円
１，２１８，９０２，１００円
８８４，８４０，７００円
４２０，３９８，０００円
１，５５９，５７９，４００円
３，２７１，４７３，４００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 ８，５８１，６０４，４００円

総入場人員 １７，５８１名 （有料入場人員 １６，５５３名）




