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２８０２５ ９月１８日 晴 稍重 （２３阪神５）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

６１０ サンライズシャトー 牡２栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６０－ ４１：５７．０ ３．８�

２２ セトブリッジ 牡２黒鹿５４ 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４８４＋ ２１：５７．２１� １．６�
６９ コウエイチャンス 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４５８＋ ６１：５７．５１� ７４．１�
５８ ユウキタカラオー 牡２栗 ５４ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ １６．５�
８１４ フミノメルキオール 牡２栗 ５４ 幸 英明谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４７８＋ ６ 〃 クビ １５．０�
７１１ テイエムアピール 牝２青鹿５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 山口 義彦 ４４８－ ６１：５７．７１ １４６．３�
７１２ シゲルメロン 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４８０＋１４１：５８．４４ １７７．６�
３３ シゲルスモモ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 北俣牧場 ４１４＋ ２１：５８．８２� ３０９．０	
４５ アイディンブルー 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 尚大 ４９４＋ ４１：５９．０� ３７．４

１１ サンマルリジイ 牝２黒鹿５４ 江田 照男相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８０＋ ８１：５９．３１� ４７．１�
８１３ ウォーターナポリ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４２２－ ６１：５９．５１� １０．４�
４６ アッパレオリュウ 牝２黒鹿５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４９４＋１６１：５９．９２� ４５１．４
５７ テイエムアバレッケ 牡２鹿 ５４ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４５８± ０２：０１．８大差 ９５．２�
３４ ゴールドクリチャン 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 武田 修一 B４４８＋ ４２：０６．２大差 ４７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１５１，１００円 複勝： ３５，８１７，５００円 枠連： １１，５５６，０００円

馬連： ３７，３０５，３００円 馬単： ３３，３２９，０００円 ワイド： １７，９１７，９００円

３連複： ５８，４４８，７００円 ３連単： １１５，８７１，６００円 計： ３２６，３９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ７５０円 枠 連（２－６） ２４０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� １５０円 �� １，５５０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 ��� １０，５００円

票 数

単勝票数 計 １６１５１１ 的中 � ３４０９２（２番人気）
複勝票数 計 ３５８１７５ 的中 � ６３１７６（２番人気）� ２０４４４１（１番人気）� ４０７４（９番人気）
枠連票数 計 １１５５６０ 的中 （２－６） ３５６２０（１番人気）
馬連票数 計 ３７３０５３ 的中 �� １１８５２５（１番人気）
馬単票数 計 ３３３２９０ 的中 �� ３７６７１（２番人気）
ワイド票数 計 １７９１７９ 的中 �� ４４６１０（１番人気）�� ２１６３（１７番人気）�� ２７５０（１５番人気）
３連複票数 計 ５８４４８７ 的中 ��� １６７０９（８番人気）
３連単票数 計１１５８７１６ 的中 ��� ８１４６（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．５―４９．３―１：０３．２―１：１７．１―１：３０．７―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F３９．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズシャトー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．８．１４ 小倉６着

２００９．３．１５生 牡２栗 母 レディミューズ 母母 シンコウラブリイ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドクリチャン号は，平成２３年１０月１８日まで平地競走に出走できない。

２８０２６ ９月１８日 晴 良 （２３阪神５）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

３５ ミルドリーム 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：４９．４ ２．１�

７１４ デルマイザナミ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４４２± ０１：４９．５� ８２．３�
４８ ショウナンカンムリ 牡２鹿 ５４ 武 豊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４９６± ０１：５０．１３� ３．０�
８１６ スタンドバイミー 牡２鹿 ５４ 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ３４．７�
６１１ ユウキソルジャー 牡２鹿 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４２２－ ８１：５０．２クビ ５９．２�
１２ ヒデノビクトリア 牝２芦 ５４ 田中 健大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４２４－ ８１：５０．４１� ３３．１�
５１０ フォルトファーレン 牡２黒鹿５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４８－ ８１：５０．５� １５．０	
３６ リリーアタッカー 牡２栗 ５４ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４８０－１０１：５０．８２ ９３．１

７１３ イ ツ ノ ヒ カ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４９２－ ６１：５１．０１� ２７．２�
１１ クリノカリスマ 牡２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 武田 博 日高 豊田田村牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ３８．７�
８１５ ハンズアップ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ２ 〃 ハナ ５．２�
５９ スナーククラウン 牡２鹿 ５４ 北村 友一杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 ４６０＋ ４１：５１．１クビ ９０．０�
２３ シゲルクルミ 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 三枝牧場 ４５４－ ４１：５１．８４ ４２８．２�
２４ テイエムブロンクス 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 加藤牧場 ４２０＋ ４１：５２．２２� ３３０．１�
６１２ ナンヨーウゼン 牡２鹿 ５４ 江田 照男中村 �也氏 山内 研二 浦河 三好牧場 ４２４± ０１：５２．９４ ３８９．６�
４７ テイエムデイジー 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４４２－ ２１：５３．１１ ７７５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９４９，０００円 複勝： ３９，６７６，２００円 枠連： １５，０３１，９００円

馬連： ４５，３１４，１００円 馬単： ３５，５８３，６００円 ワイド： ２４，４９８，６００円

３連複： ６７，０３６，８００円 ３連単： １１３，７６８，９００円 計： ３６２，８５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ７８０円 � １２０円 枠 連（３－７） １，６７０円

馬 連 �� ５，９２０円 馬 単 �� ６，６４０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� １６０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ３，９１０円 ３ 連 単 ��� ２９，９００円

票 数

単勝票数 計 ２１９４９０ 的中 � ８４１１２（１番人気）
複勝票数 計 ３９６７６２ 的中 � １３７９３２（１番人気）� ６２３４（１１番人気）� １００９８１（２番人気）
枠連票数 計 １５０３１９ 的中 （３－７） ６６５４（６番人気）
馬連票数 計 ４５３１４１ 的中 �� ５６５８（１９番人気）
馬単票数 計 ３５５８３６ 的中 �� ３９５６（１７番人気）
ワイド票数 計 ２４４９８６ 的中 �� ２５７７（２３番人気）�� ５３８９８（１番人気）�� ２６０１（２２番人気）
３連複票数 計 ６７０３６８ 的中 ��� １２６６３（１１番人気）
３連単票数 計１１３７６８９ 的中 ��� ２８０９（７７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．４―１２．８―１３．２―１３．２―１２．２―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．０―４７．８―１：０１．０―１：１４．２―１：２６．４―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミルドリーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．８．２７ 新潟２着

２００９．５．２５生 牡２青鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ヒデノビクトリア号の騎手田中健は，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。（９番への進路影

響）

第５回　阪神競馬　第３日



２８０２７ ９月１８日 晴 稍重 （２３阪神５）第３日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ テーオーサクセス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 ４６２＋ ２１：２５．６ ７３．１�

７１４ ダンツソレイユ �３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８８＋ ６１：２５．７� ４．２�

２３ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 幸 英明杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 B４７４－ ２１：２６．０２ ７．０�
３５ グローリアスローズ 牝３栗 ５４ 小牧 太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６４－１４１：２６．２１� １．７�
８１５ エリザベートアスク 牝３栗 ５４ 木村 健廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 ４７０－ ４１：２６．３クビ ７４．５�

（兵庫）

５１０ グレイレジェンド 牡３芦 ５６ 武 豊小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４７６＋ ６１：２６．６２ ９．７�
５９ キャピタルチャンス 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ５２８＋１０１：２７．０２� １５２．３	
１２ エメラルドコースト 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B４８４－１４１：２７．１� ３５．４

６１２ ネロスパーダ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４３８－１０１：２８．９大差 ４７．１�
４７ マスターイーグル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�三嶋牧場 北出 成人 様似 中脇 一幸 ４３４－ ４ 〃 ハナ ２０４．１
８１６ アンクルポケット 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 坂本 春雄 B３９８－ ３１：２９．１１� １０１．０�
６１１ キョウワフロスト 牡３芦 ５６ 太宰 啓介�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７４ ―１：３０．１６ ２０３．５�
１１ ニシノシュクラン 牝３鹿 ５４ 北村 友一西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ４５８＋ ８ 〃 クビ １３．８�
７１３ スリーバリアント 牡３鹿 ５６ 中村 将之永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４８８＋ ６１：３０．３１� １８１．７�
３６ ミスズファミリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４２０± ０１：３０．８３ ５３７．５�
４８ サワヤカオジョー 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３８＋１０１：３３．７大差 ４００．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５７３，２００円 複勝： ２９，４６０，１００円 枠連： １２，９６７，０００円

馬連： ４０，８０３，７００円 馬単： ３７，１２２，３００円 ワイド： ２２，２２１，２００円

３連複： ６０，８８４，９００円 ３連単： １１２，３６２，０００円 計： ３３５，３９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，３１０円 複 勝 � １，１９０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（２－７） １，０２０円

馬 連 �� ７，６８０円 馬 単 �� ２８，８７０円

ワ イ ド �� ２，０００円 �� ２，５４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １２，１６０円 ３ 連 単 ��� １３３，３２０円

票 数

単勝票数 計 １９５７３２ 的中 � ２１１１（８番人気）
複勝票数 計 ２９４６０１ 的中 � ４２８５（９番人気）� ８７４４０（２番人気）� ２８７５０（３番人気）
枠連票数 計 １２９６７０ 的中 （２－７） ９３８５（５番人気）
馬連票数 計 ４０８０３７ 的中 �� ３９２６（１９番人気）
馬単票数 計 ３７１２２３ 的中 �� ９４９（４９番人気）
ワイド票数 計 ２２２２１２ 的中 �� ２６０４（１９番人気）�� ２０３０（２１番人気）�� １４４５８（３番人気）
３連複票数 計 ６０８８４９ 的中 ��� ３６９８（３３番人気）
３連単票数 計１１２３６２０ 的中 ��� ６２２（２７４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．４―１２．２―１２．６―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．９―５９．１―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーサクセス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１１．７．１０ 函館１１着

２００８．４．１５生 牡３黒鹿 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング ３戦１勝 賞金 ４，５００，０００円
〔騎手変更〕 エリザベートアスク号の騎手松岡正海は，負傷のため木村健に変更。
〔発走状況〕 サワヤカオジョー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 エリザベートアスク号の騎手木村健は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
〔調教再審査〕 サワヤカオジョー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワフロスト号・ニシノシュクラン号・スリーバリアント号・ミスズファミリー号は，平成２３年１０月

１８日まで平地競走に出走できない。
サワヤカオジョー号は，平成２３年１１月１８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オークヴィル号・キュールエキュール号・ビヨンドザリーフ号
※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。

２８０２８ ９月１８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２３阪神５）第３日 第４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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

６６ メイケイオーシャン 牡４鹿 ６０ 白浜 雄造名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 ４４６± ０３：２５．６ ３．５�

１１ サンレイランキング 牡４鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５０－１０３：２５．９２ ２．０�
５５ ユウターチェイサー 牡３栗 ５８ 植野 貴也北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４６４＋ ８３：２６．８５ １９．８�
８９ � フミノイダテン 牡４鹿 ６０ 南井 大志谷 二氏 目野 哲也 新ひだか へいはた牧場 ５４８－ ８３：２９．０大差 １０９．１�
２２ ウォーターリコシェ 牝３栗 ５６ 田村 太雅山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１８＋１０３：２９．４２� ５１．０�
７７ シングルショット 牡６青 ６０ 熊沢 重文深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５１８＋２８３：２９．５� ５．１�
４４ � ア ピ ー ル 牝６栗 ５８ 黒岩 悠長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 ４２８± ０ （競走中止） ２２．５	
８８ トウケイムーディ 牝３栗 ５６ 佐久間寛志木村 信彦氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本 智広 ４６２＋１８ （競走中止） ９９．３

３３ � メジャーテースト 牡４黒鹿６０ 岩崎 祐己阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４６２－ ８ （競走中止） ８．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，４５６，９００円 複勝： １７，５５６，７００円 枠連： ８，２４６，０００円

馬連： ２６，８１５，２００円 馬単： ２６，５２９，７００円 ワイド： １１，５８５，１００円

３連複： ３７，３２３，９００円 ３連単： ９８，６５３，９００円 計： ２４１，１６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（１－６） ２８０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド �� １５０円 �� ６８０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ５，４３０円

票 数

単勝票数 計 １４４５６９ 的中 � ３３４２０（２番人気）
複勝票数 計 １７５５６７ 的中 � ４５１１８（２番人気）� ６５０５３（１番人気）� １０７９１（５番人気）
枠連票数 計 ８２４６０ 的中 （１－６） ２２３９８（１番人気）
馬連票数 計 ２６８１５２ 的中 �� ８１９３２（１番人気）
馬単票数 計 ２６５２９７ 的中 �� ３２８６８（２番人気）
ワイド票数 計 １１５８５１ 的中 �� ２６８９７（１番人気）�� ３２８６（１１番人気）�� ５３２５（６番人気）
３連複票数 計 ３７３２３９ 的中 ��� １８２４１（４番人気）
３連単票数 計 ９８６５３９ 的中 ��� １３４１８（１７番人気）

上り １マイル １：４９．３ ４F ５２．４－３F ３９．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
１，６，７（５，２）＝９・（６，７）１，５－２－９

�
�
１（７，６）（５，２）－９
６－１（５，７）－２－９

勝馬の
紹 介

メイケイオーシャン �

父 ダンスインザダーク �


母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．１２．１２ 中京１５着

２００７．５．６生 牡４鹿 母 タケイチビューティ 母母 ビクトリークミコ 障害：５戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔競走中止〕 メジャーテースト号は，１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。

トウケイムーディ号は，１号障害〔いけ垣〕着地時に，競走を中止した「メジャーテースト」号に触れ，騎手が落馬したため競
走中止。
アピール号は，１号障害〔いけ垣〕飛越後に，競走を中止した「メジャーテースト」号に触れ，転倒したため競走中止。



２８０２９ ９月１８日 晴 良 （２３阪神５）第３日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

１２ トミーバローズ 牡２黒鹿５４ 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４ ―１：２３．２ ４７．６�

６１１ アルフィルク 牝２栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４３６ ―１：２３．４１� ２１．３�

３５ ゴールドベル 牡２黒鹿５４ 武 豊松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４６０ ―１：２３．５クビ １７．９�
７１５ タイセイミステリオ 牡２鹿 ５４ 池添 謙一田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４８６ ―１：２３．７１� ４８．１�
７１４ コスモリーガル 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 藤本ファーム ４２２ ― 〃 アタマ ４７．５�
８１６ パンツァーリート 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６２ ―１：２３．９１ １３．５	
１１ ヤマノスプリング 牡２鹿 ５４ 田中 克典山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 ４１６ ―１：２４．１１� ８８．７

８１７ ハートマイハート 牝２鹿 ５４ 福永 祐一平本 敏夫氏 昆 貢 新冠 川上 悦夫 ４５０ ―１：２４．３１ ５．４�
７１３ チュウワダンサー 牝２芦 ５４ 川田 将雅中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：２４．５１� １４．４�
２３ スズカヘリオス 牡２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４５０ ― 〃 クビ １０１．１
４７ アグネスファイター 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７４ ― 〃 アタマ １５５．６�
４８ グ ラ ー ネ 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：２４．６� ２．４�
３６ マキハタテノール 牡２鹿 ５４ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８４ ―１：２４．７� １５１．１�
２４ アマノスペリオール 牡２栗 ５４ 浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 稲葉牧場 ４７４ ―１：２４．９１� ４．３�
５１０ ジツリキワンダー 牡２青鹿５４ 酒井 学河合實貴男氏 服部 利之 新ひだか 飯岡牧場 ４９６ ―１：２５．１１� １０３．１�
５９ コスモエスプレッソ 牡２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜 �ビッグレッドファーム 服部 利之 新冠 ビッグレッドファーム ４５８ ―１：２５．２� ５３．９�
６１２ セイカアンダンテ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム ４２８ ―１：２６．２６ ３２８．６�
８１８ オースミツバキ 牝２栗 ５４ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 ４９４ ―１：２６．３� ２５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，６８０，５００円 複勝： ３２，８３４，０００円 枠連： １８，８２６，７００円

馬連： ４６，７７４，２００円 馬単： ３４，５７８，２００円 ワイド： ２２，１８４，７００円

３連複： ６４，４５８，４００円 ３連単： １０３，５６０，５００円 計： ３４４，８９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７６０円 複 勝 � １，３９０円 � ６８０円 � ６２０円 枠 連（１－６） ２５，８３０円

馬 連 �� ５４，６２０円 馬 単 �� １４３，３７０円

ワ イ ド �� １３，１９０円 �� ８，３６０円 �� ４，３５０円

３ 連 複 ��� ２４９，０６０円 ３ 連 単 ��� ２，０１１，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２１６８０５ 的中 � ３５９６（１０番人気）
複勝票数 計 ３２８３４０ 的中 � ５９４２（１２番人気）� １２９９３（７番人気）� １４３７２（６番人気）
枠連票数 計 １８８２６７ 的中 （１－６） ５３８（３２番人気）
馬連票数 計 ４６７７４２ 的中 �� ６３２（８３番人気）
馬単票数 計 ３４５７８２ 的中 �� １７８（１７０番人気）
ワイド票数 計 ２２１８４７ 的中 �� ４１２（８４番人気）�� ６５２（６２番人気）�� １２６４（４４番人気）
３連複票数 計 ６４４５８４ 的中 ��� １９１（３２１番人気）
３連単票数 計１０３５６０５ 的中 ��� ３８（２０６８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１２．０―１２．３―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．２―５８．５―１：１０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．０
３ ５，１６－１５，２（７，１８）（１，１１）（１０，１３）（９，８）（４，１７，１４）６－３，１２ ４ ５，１６－（２，１５）７，１８（１，１１）（１０，８，１３）９（４，１７，１４）（６，３）－１２
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

トミーバローズ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００９．３．２４生 牡２黒鹿 母 モンテドーター 母母 カディザデー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 タイセイミステリオ号の騎手松岡正海は，負傷のため池添謙一に変更。
〔発走状況〕 スズカヘリオス号は，発進不良〔出遅れ〕。

２８０３０ ９月１８日 晴 稍重 （２３阪神５）第３日 第６競走 ��
��１，８００�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 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６８＋ ８１：５５．０ ９．５�

３６ タマモダリア 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４２６－ ２１：５５．３１� ４．９�

８１５ ベリーフィールズ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ６．７�
２３ ピ ュ カ ー ロ 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ４１：５５．８３ ８．８�

５１０ ルースデラルナ 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４－ ８１：５６．０１� ３３．５�

２４ スピログラフ 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：５６．２１� ７．２	
７１３ ディープフィールド 牡３黒鹿５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５６．５１� ２．７

５９ シルクプラズマ 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４５４± ０ 〃 クビ １５２．７�
１１ エリートバイオ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４６２＋ ２１：５６．７１ ９２．３�
８１６ テンシノイツル 牡３黒鹿５６ 中村 将之岩� 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４３８－ ２１：５６．８� １０８．１
４７ ヤマカツクライム 牡３栗 ５６ 赤木高太郎山田 博康氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ５２６＋ ４１：５７．１２ １３０．６�
６１２ セルリアンデーゲン 牡３栗 ５６ 田嶋 翔�イクタ 小島 貞博 新冠 越湖ファーム ４３８－１０１：５７．２クビ ４９６．３�
１２ アサクサジェット 牡３栗 ５６ 木村 健田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４７４－ ２１：５８．３７ １０２．２�

（兵庫）

６１１ テーオーオリビア 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４４６ ―１：５９．０４ ９０．７�

７１４ ヒルノクラウド 牡３鹿 ５６ 高田 潤蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４９２－１４２：００．１７ １９．１�
４８ ルクスヴェーラ 牝３青鹿５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５４± ０ （競走中止） ２６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３３３，０００円 複勝： ３４，３３８，９００円 枠連： １６，０６２，７００円

馬連： ４７，４９９，８００円 馬単： ３１，７７８，２００円 ワイド： ２１，９４９，０００円

３連複： ６７，２０３，４００円 ３連単： １０５，７４３，４００円 計： ３４３，９０８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（３－３） ２，７９０円

馬 連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ８２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� ２５，６８０円

票 数

単勝票数 計 １９３３３０ 的中 � １６１１５（６番人気）
複勝票数 計 ３４３３８９ 的中 � ３６７９９（５番人気）� ５８１１９（２番人気）� ４４１２９（３番人気）
枠連票数 計 １６０６２７ 的中 （３－３） ４２６２（８番人気）
馬連票数 計 ４７４９９８ 的中 �� １５４３１（１２番人気）
馬単票数 計 ３１７７８２ 的中 �� ４６１４（２７番人気）
ワイド票数 計 ２１９４９０ 的中 �� ９０４４（８番人気）�� ６４４９（１１番人気）�� １０７２８（４番人気）
３連複票数 計 ６７２０３４ 的中 ��� １３８０３（１２番人気）
３連単票数 計１０５７４３４ 的中 ��� ３０３９（８７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１３．６―１２．９―１２．８―１２．８―１２．６―１２．７―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．５―５０．４―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．６―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．０
１
３
１（３，５）（６，７，８）（１０，１４）２（４，１６）（９，１５，１３）（１１，１２）・（１，３，５）（６，７，８）（１０，１６）１５（４，１３）（２，９）１４（１１，１２）

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

勝馬の
紹 介

フェニックスソード �
�
父 ネヴァーフォゲット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．１２ 小倉４着

２００８．３．１３生 牡３鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ １０戦１勝 賞金 ８，５９０，０００円
〔騎手変更〕 スピログラフ号の騎手藤岡康太は，病気のため武豊に変更。
〔競走中止〕 ルクスヴェーラ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒルノクラウド号は，平成２３年１０月１８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 コーイヌール号・スマートスピリット号・ツルマルアゲイン号・ハローザロック号・フロッティ号
※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。



２８０３１ ９月１８日 晴 稍重 （２３阪神５）第３日 第７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）

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１０ プリティカポレイ 牝４鹿 ５５ 小牧 太横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５４＋ ４１：５３．６ １．３�

６６ メロウメロディ 牝３鹿 ５２ 幸 英明吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４８８－１０ 〃 クビ ８．０�
７７ � プ ル プ ル 牝５鹿 ５５

５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４５０＋１４１：５４．５５ ７７．２�
１１ � セ ル シ ウ ス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 ４４０＋１８１：５５．２４ ７９．８�
８９ ラブリイステラ 牝３芦 ５２ 和田 竜二�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４７２－ ２１：５５．３� ８．４�
５５ セイピーシーズ 牝４鹿 ５５ 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４６８＋ ６１：５５．４� ４１．９	
３３ シースアーヴ 牝３鹿 ５２

５０ △国分 優作藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４３８－ ８１：５６．６７ ８８．７

４４ ヤマニンソルファ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ５２２－ ６１：５６．８� １０．６�
２２ ピアノボレロ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４２４－１０１：５６．９� ３２．４�
７８ ネオイユドゥレーヌ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：５７．３２� １３２．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，１０８，５００円 複勝： ７４，９７３，８００円 枠連： １１，１５４，５００円

馬連： ４４，７７３，８００円 馬単： ４７，８６７，１００円 ワイド： ２１，７０３，２００円

３連複： ５６，５３２，９００円 ３連単： １７９，４２５，０００円 計： ４６３，５３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ９００円 枠 連（６－８） ３４０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ９８０円 �� ３，０００円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� ８，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２７１０８５ 的中 � １７７０２０（１番人気）
複勝票数 計 ７４９７３８ 的中 � ５３８４７２（１番人気）� ５４０２９（３番人気）� ６０６４（７番人気）
枠連票数 計 １１１５４５ 的中 （６－８） ２４４４７（１番人気）
馬連票数 計 ４４７７３８ 的中 �� ８３１９１（２番人気）
馬単票数 計 ４７８６７１ 的中 �� ７０２７２（２番人気）
ワイド票数 計 ２１７０３２ 的中 �� ３２６８９（２番人気）�� ４８４３（１０番人気）�� １４９７（２４番人気）
３連複票数 計 ５６５３２９ 的中 ��� １１２０１（１１番人気）
３連単票数 計１７９４２５０ 的中 ��� １５１６８（２７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．８―１２．２―１２．３―１２．９―１３．３―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．７―４８．９―１：０１．２―１：１４．１―１：２７．４―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリティカポレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．９．２７ 阪神１０着

２００７．２．７生 牝４鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター ２０戦３勝 賞金 ４３，３１０，０００円
〔騎手変更〕 セイピーシーズ号の騎手太宰啓介は，検査のため酒井学に変更。

２８０３２ ９月１８日 晴 良 （２３阪神５）第３日 第８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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２２ テイエムバゴオー 牡４黒鹿 ５７
５５ △国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４９０± ０２：１５．９ ３．３�

６６ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５４
５１ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５０８＋ ２ 〃 クビ ２．７�

４４ サイドアタック 牡３栗 ５４ 川田 将雅杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７６± ０２：１６．１１ ２．９�
３３ スターリットスカイ 牝３栗 ５２

５１ ☆高倉 稜永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B４５６± ０２：１６．３１� ２０．９�
１１ ハ ナ カ ゲ 牝３栗 ５２

５１ ☆川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４４０－ ２２：１６．４� ３５．７�

５５ フェブスター 牡３栗 ５４ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 高橋 幸男 ４４２＋ ４２：１６．７２ ５９．０�
８８ � リッカタキシード 牡４黒鹿５７ 和田 竜二立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４４４＋ ８２：１７．０１	 １９．４	
８９ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５４ 北村 友一深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５１２＋ ６２：１７．１	 １１．９

７７ セルリアンタイガー 牡３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 ４７２－ ６２：１８．５９ １７０．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，７２０，２００円 複勝： ２７，９６３，２００円 枠連： １２，１４１，２００円

馬連： ４４，２７６，９００円 馬単： ３７，８７５，０００円 ワイド： １９，６２７，３００円

３連複： ６２，３１９，７００円 ３連単： １６１，２４０，７００円 計： ３８５，１６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（２－６） ３９０円

馬 連 �� ３１０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� １４０円 �� １９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ２６０円 ３ 連 単 ��� １，２７０円

票 数

単勝票数 計 １９７２０２ 的中 � ４８４５１（３番人気）
複勝票数 計 ２７９６３２ 的中 � ５６１０６（３番人気）� ９５８１７（１番人気）� ５６９８１（２番人気）
枠連票数 計 １２１４１２ 的中 （２－６） ２３５４４（２番人気）
馬連票数 計 ４４２７６９ 的中 �� １０７８８０（１番人気）
馬単票数 計 ３７８７５０ 的中 �� ４０５２１（２番人気）
ワイド票数 計 １９６２７３ 的中 �� ４３７８６（１番人気）�� ２２５４９（３番人気）�� ２８１８８（２番人気）
３連複票数 計 ６２３１９７ 的中 ��� １７８７１７（１番人気）
３連単票数 計１６１２４０７ 的中 ��� ９４０４２（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．７―１３．１―１３．５―１２．４―１２．４―１２．２―１１．８―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．２―３５．９―４９．０―１：０２．５―１：１４．９―１：２７．３―１：３９．５―１：５１．３―２：０３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムバゴオー 
�
父 バ ゴ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．１５ 小倉５着

２００７．３．１８生 牡４黒鹿 母 アイリッシュクレア 母母 インヴァイト ２４戦２勝 賞金 ２５，１５０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔騎手変更〕 ファイヤー号の騎手太宰啓介は，負傷のため北村友一に変更。
※フェブスター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０３３ ９月１８日 晴 良 （２３阪神５）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 １６１，０００円 ４６，０００円 ２３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

７７ ダ ロ ー ネ ガ 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２１：４８．７ １．５�

１１ ニシノビークイック 牡２栗 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４６０＋ ２１：４８．８� ５．５�
３３ メイショウカドマツ 牡２栗 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１０± ０１：４９．１２ ２１．３�
６６ カイルアロマンス 牝２鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：４９．２� １３．９�
４４ ルリシュブール 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４６２＋ ２１：４９．７３ １３．６�
２２ ビームライフル 牡２青鹿５４ 武 豊西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４５８＋ ２１：４９．９１� ５．６�
５５ キリシマトリオ 牡２黒鹿５４ 北村 友一西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ３４．９	

（７頭）

売 得 金

単勝： ３５，９１０，７００円 複勝： ４３，６０３，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ６９，２５８，５００円 馬単： ６３，３７６，２００円 ワイド： ２４，８２４，２００円

３連複： ７０，０３０，３００円 ３連単： ２７２，５８３，３００円 計： ５７９，５８７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ４３０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３５９１０７ 的中 � １９４１１８（１番人気）
複勝票数 計 ４３６０３８ 的中 � ２１７６１８（１番人気）� ６７２１５（３番人気）
馬連票数 計 ６９２５８５ 的中 �� １５４５５２（１番人気）
馬単票数 計 ６３３７６２ 的中 �� １０７４７９（１番人気）
ワイド票数 計 ２４８２４２ 的中 �� ４５６６６（１番人気）�� １２７１１（６番人気）�� ６７２９（１２番人気）
３連複票数 計 ７００３０３ 的中 ��� ３５２１５（６番人気）
３連単票数 計２７２５８３３ 的中 ��� ５６２０３（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．２―４７．９―１：００．９―１：１３．８―１：２５．４―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ロ ー ネ ガ 

�
父 ダイワメジャー 


�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．６．１９ 阪神１着

２００９．５．４生 牡２鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン ３戦２勝 賞金 ２７，９６１，０００円
〔騎手変更〕 メイショウカドマツ号の騎手藤岡康太は，病気のため福永祐一に変更。

２８０３４ ９月１８日 晴 稍重 （２３阪神５）第３日 第１０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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
１：０８．７

重

重

６１２ シゲルソウウン �４栗 ５７ 川須 栄彦森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５１２＋ ６１：１１．３ ７．８�

５１０ ホクトキングダム 牡３青鹿５５ 武 豊布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B４８８＋ ４１：１１．５１� ２５．５�
７１３ ヒシコモンズ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７８± ０１：１１．６	 ８３．５�
６１１ キョウエイカルラ 牝４栗 ５５ 福永 祐一田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ２．４�
１１ カリスマサンスカイ 牡３鹿 ５５ 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５１２＋ ８ 〃 ハナ １１．４�
３５ ナックルパート 牡７鹿 ５７ 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９２－ ８１：１２．２３
 ６．９�
４７ � ユウキアックン 牡６栗 ５７ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４８８－ ２ 〃 アタマ ３１．０�
８１５ サダムテンジン 牝５栗 ５５ 川田 将雅大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４８０＋１２１：１２．４１ ２３．４	
３６ ベ ネ ラ 牝４栗 ５５ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７４＋１０１：１２．７２ ６．５

８１６ ナイトレイダー �３鹿 ５５ 松山 弘平�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ４９６－ ８ 〃 クビ ６６．３�
１２ ケージーヨシツネ 牡３鹿 ５５ 和田 竜二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５０± ０１：１２．８
 ２０．０
７１４ オペラモーヴ 牝３黒鹿５３ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４８０＋１０１：１３．３３ １０．０�
５９  フィールドチャペル 牡５青 ５７ 北村 友一地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４９２－ ８ 〃 アタマ ６５．１�
４８ フォレストルーラー 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４７０－１０１：１３．４クビ ３８１．９�
２４ タマモトワイライト �５栗 ５７ 国分 恭介タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ４９２－１０１：１３．９３ ２０１．８�
２３ アベニールシチー 牡５鹿 ５７ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４５２＋ ８ 〃 ハナ ４３４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，３６６，４００円 複勝： ６４，０４２，３００円 枠連： ４０，１７９，０００円

馬連： １４３，０３８，５００円 馬単： ８３，７４９，１００円 ワイド： ５１，８９３，６００円

３連複： １８２，４３９，９００円 ３連単： ３３１，９８３，５００円 計： ９３７，６９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２８０円 � ７３０円 � １，６００円 枠 連（５－６） １，８３０円

馬 連 �� ９，９４０円 馬 単 �� １８，６９０円

ワ イ ド �� ２，８５０円 �� ５，９４０円 �� １４，８６０円

３ 連 複 ��� １９５，１４０円 ３ 連 単 ��� ８２４，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４０３６６４ 的中 � ４０９５０（４番人気）
複勝票数 計 ６４０４２３ 的中 � ７０４１３（４番人気）� ２１９９０（９番人気）� ９３９２（１２番人気）
枠連票数 計 ４０１７９０ 的中 （５－６） １６２７０（８番人気）
馬連票数 計１４３０３８５ 的中 �� １０６２７（３６番人気）
馬単票数 計 ８３７４９１ 的中 �� ３３０８（６０番人気）
ワイド票数 計 ５１８９３６ 的中 �� ４５３５（３４番人気）�� ２１４８（５６番人気）�� ８５１（７８番人気）
３連複票数 計１８２４３９９ 的中 ��� ６９０（２６７番人気）
３連単票数 計３３１９８３５ 的中 ��� ２９７（１２６６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．５―１２．２―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３４．０―４６．２―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルソウウン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Dr Devious デビュー ２０１０．２．１３ 京都３着

２００７．４．２４生 �４栗 母 ティルリール 母母 ゲーリックキャット １５戦４勝 賞金 ４８，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ホクトキングダム号の騎手太宰啓介は，負傷のため武豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オールブランニュー号
（非抽選馬） ６頭 サザンブレイズ号・サミットストーン号・マルカバッケン号・ユウキマリアッチ号・ライコウテンユウ号・

リッカコウユウ号

２レース目



２８０３５ ９月１８日 晴 良 （２３阪神５）第３日 第１１競走 ��
��１，８００�第２９回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （秋華賞トライアル） （芝・右・外）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
関西テレビ放送賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，０２２，０００円 ２９２，０００円 １４６，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５８ ホエールキャプチャ 牝３芦 ５４ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ６１：４８．１ ２．８�

７１１ マイネイサベル 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４６０＋ ６ 〃 クビ ３９．６�

２２ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４７０＋ ６１：４８．２クビ ２１．５�
７１２ ビッグスマイル 牝３黒鹿５４ 北村 友一大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４４０＋ ４ 〃 クビ ６．８�
８１４ ドナウブルー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３６＋２０１：４８．５２ １０．６�
６９ マルセリーナ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６８＋１６ 〃 ハナ ３．５	
３４ マイネジャンヌ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ６１：４８．７� ５５．２

１１ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４６０＋ ６１：４８．９１� １７．９�
８１３ メ デ タ シ 牝３鹿 ５４ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３０－ ４ 〃 アタマ ３３．６�
４６ エリンコート 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７０＋１４１：４９．１１� ６．７
３３ ハッピーグラス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４６＋ ８ 〃 アタマ ２２．４�
６１０ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１４－ ４ 〃 ハナ ３５４．２�
４５ ユースティティア 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ６１：４９．２クビ ２２５．５�
５７ � ナ ナ ク サ 牝３鹿 ５４ 木村 健泉 一郎氏 平松 徳彦 日高 古本 正則 ４５８＋ ６１：４９．９４ ２５１．２�

（兵庫） （兵庫）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４８，７６９，９００円 複勝： ２３４，８７２，８００円 枠連： １００，５２３，０００円

馬連： ６２９，９６６，２００円 馬単： ３５９，５３６，０００円 ワイド： ２００，４０８，７００円

３連複： ８０２，４５０，２００円 ３連単： １，７９２，７５５，３００円 計： ４，２６９，２８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ８５０円 � ５７０円 枠 連（５－７） ９８０円

馬 連 �� ５，０２０円 馬 単 �� ８，０２０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� １，１１０円 �� ８，９９０円

３ 連 複 ��� ２７，８３０円 ３ 連 単 ��� １３８，６００円

票 数

単勝票数 計１４８７６９９ 的中 � ４１８９８５（１番人気）
複勝票数 計２３４８７２８ 的中 � ７６１６５７（１番人気）� ５１７０１（１０番人気）� ８０６３０（８番人気）
枠連票数 計１００５２３０ 的中 （５－７） ７６４１０（４番人気）
馬連票数 計６２９９６６２ 的中 �� ９２６８９（１９番人気）
馬単票数 計３５９５３６０ 的中 �� ３３１１０（２９番人気）
ワイド票数 計２００４０８７ 的中 �� ３４３１５（１６番人気）�� ４５９０３（１０番人気）�� ５２９５（５３番人気）
３連複票数 計８０２４５０２ 的中 ��� ２１２８４（７５番人気）
３連単票数 計１７９２７５５３ 的中 ��� ９５４６（３４７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．１―１２．６―１２．４―１２．３―１１．２―１０．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３６．７―４９．３―１：０１．７―１：１４．０―１：２５．２―１：３６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホエールキャプチャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．３ 函館２着

２００８．２．２４生 牝３芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール ９戦４勝 賞金 ２２１，０４９，０００円
〔騎手変更〕 マイネイサベル号の騎手松岡正海は，負傷のため小牧太に変更。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりホエールキャプチャ号・マイネイサベル号・キョウワジャンヌ号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

２８０３６ ９月１８日 晴 良 （２３阪神５）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

６１１ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７
５６ ☆国分 恭介吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７０－ ４１：０９．５ ３．６�

５１０ ラヴアンドサンクス 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎�アカデミー 千田 輝彦 新冠 清水 克則 ４５４＋１０ 〃 アタマ ３９．２�
８１５ トップルビー 牝３黒鹿５３ 小牧 太�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４２２－ ２１：０９．６� １８．５�
１２ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 武 豊増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４５０＋ ４１：０９．８１� ４．７�
３５ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４６＋ ８ 〃 アタマ １６．２�
８１６ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５３ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４８－ ４１：１０．０１� １４．０	
５９ コーストバンクシア 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５１８－ ４ 〃 ハナ ３６．４

７１３ キャロルロゼ 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７２－１０ 〃 クビ ６０．４�
４８ セルリアンレッド 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４８４＋ ８１：１０．１クビ ６３．７�
２４ マルブツサバンナ 牡３栗 ５５ 幸 英明大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ５２２－１８ 〃 クビ ８．２
１１ ダノンカスガ 牡４青鹿５７ 熊沢 重文�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２１：１０．２� ６．４�
６１２ エーティーガンダム 牡３栗 ５５

５３ △国分 優作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 B４６４＋１０１：１０．３� ４１．５�
２３ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５３ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４８６＋１０１：１０．６２ ２７．０�
４７ 	 ノブクィーン 牝４黒鹿５５ 高田 潤前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４４４＋１２ 〃 クビ ２９２．１�
７１４ レ ー ガ ン 牡３青鹿５５ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８４＋ ８１：１１．０２� ７．９�
３６ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４６０＋ ６１：１１．１クビ ３２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，８４８，７００円 複勝： ６９，５９０，６００円 枠連： ４５，８８１，９００円

馬連： １４２，２８６，２００円 馬単： ７７，７３３，９００円 ワイド： ５４，４７９，６００円

３連複： １９０，１９１，１００円 ３連単： ３５１，２１５，１００円 計： ９７４，２２７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � １，０６０円 � ５９０円 枠 連（５－６） ３，５６０円

馬 連 �� ６，９４０円 馬 単 �� １１，０５０円

ワ イ ド �� ２，５４０円 �� １，６９０円 �� ５，８３０円

３ 連 複 ��� ３７，４６０円 ３ 連 単 ��� １９５，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４２８４８７ 的中 � ９４２７９（１番人気）
複勝票数 計 ６９５９０６ 的中 � １３０１８３（１番人気）� １４３８２（１３番人気）� ２７３９９（８番人気）
枠連票数 計 ４５８８１９ 的中 （５－６） ９５１２（１５番人気）
馬連票数 計１４２２８６２ 的中 �� １５１３１（２７番人気）
馬単票数 計 ７７７３３９ 的中 �� ５１９３（３９番人気）
ワイド票数 計 ５４４７９６ 的中 �� ５２９１（３３番人気）�� ８０７７（１８番人気）�� ２２６５（６７番人気）
３連複票数 計１９０１９１１ 的中 ��� ３７４７（１２９番人気）
３連単票数 計３５１２１５１ 的中 ��� １３２４（６０５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．１―１１．４―１１．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．０―４５．４―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラーニーストーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Irish River デビュー ２０１０．３．２１ 阪神５着

２００７．１．２８生 牡４芦 母 フ ェ ル モ イ 母母 Victoress １４戦３勝 賞金 ３３，１２４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 ロードセイバー号の騎手松岡正海は，負傷のため浜中俊に変更。
ブラーニーストーン号の騎手藤岡康太は，病気のため国分恭介に変更。

※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。
（非当選馬） １頭 エナジーハート号
（非抽選馬） ４頭 エイシンフェアリー号・エトピリカ号・スズカサクセス号・ヒカリトリトン号

４レース目



（２３阪神５）第３日 ９月１８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６３，１８０，０００円
２，０３０，０００円
４，４００，０００円
２，１９０，０００円
２３，０１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５０，４２８，０００円
４，８５７，８００円
１，５９３，９００円

勝馬投票券売得金
４２７，８６８，１００円
７０４，７２９，９００円
２９２，５６９，９００円
１，３１８，１１２，４００円
８６９，０５８，３００円
４９３，２９３，１００円
１，７１９，３２０，２００円
３，７３９，１６３，２００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 ９，５６４，１１５，１００円

総入場人員 ２５，８２１名 （有料入場人員 ２４，２５２名）


