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２８０７３１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７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

８１３ クリノカリスマ 牡２鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 武田 博 日高 豊田田村牧場 ４８４＋ ４１：５７．４ １０．０�

２２ � ミルクディッパー 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５２４－ ４ 〃 クビ ２．９�
６９ � アシュヴィン 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd ４４４－ ２１：５７．５クビ ３．１�
５８ ゼ ロ ス 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４８０＋１０ 〃 クビ ６．４�
４６ サンマルリジイ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４７８－ ２１：５７．８２ ２９．３�
４５ ゴットコーズウェイ 牡２黒鹿５５ 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 新冠 パカパカ

ファーム ４６２＋ ２１：５９．０７ ８２．０�
３４ 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± ０１：５９．６３� １０８．７	
３３ シゲルアーモンド 牡２青 ５５

５３ △国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５１８－ ２２：００．１３ ９１．５

６１０ 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± ０ 〃 クビ ３１０．３�
７１２ ヴェリタスウオリア 牡２鹿 ５５ 川田 将雅松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４６０－１０ 〃 ハナ ４．４�
８１４ スペクトルジーン 牡２黒鹿５５ 田中 克典�樽さゆり氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４８０＋ ４２：００．２クビ １８９．４
１１ シゲルネーブル 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 今井 秀樹 ４７２－ ４２：００．３� １１４．１�
７１１ ドンクラーケン 牡２青鹿５５ 赤木高太郎山田 貢一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 B４２８－１４２：０２．１大差 ７７．５�
５７ テイエムデイジー 牝２鹿 ５４ 酒井 学竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４５４＋１２２：０２．９５ ２５３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，２５１，０００円 複勝： １５，１８２，７００円 枠連： ６，４００，２００円

馬連： ２４，４８６，０００円 馬単： １８，８１７，６００円 ワイド： １０，５３８，４００円

３連複： ３５，３７１，９００円 ３連単： ６２，３８０，８００円 計： １８２，４２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（２－８） １，４７０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ５５０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� １３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ９２５１０ 的中 � ７２９８（５番人気）
複勝票数 計 １５１８２７ 的中 � １４７６０（５番人気）� ３２５６３（２番人気）� ３４５５６（１番人気）
枠連票数 計 ６４００２ 的中 （２－８） ３２３５（７番人気）
馬連票数 計 ２４４８６０ 的中 �� １２２９５（８番人気）
馬単票数 計 １８８１７６ 的中 �� ３８２０（１７番人気）
ワイド票数 計 １０５３８４ 的中 �� ４８３９（７番人気）�� ４３２９（９番人気）�� １２９７３（１番人気）
３連複票数 計 ３５３７１９ 的中 ��� １９９０６（５番人気）
３連単票数 計 ６２３８０８ 的中 ��� ３４２７（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３８．３―５１．０―１：０３．６―１：１６．５―１：２９．４―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４０．９
１
３
２，８，１１（１，６，１３）１２（３，９）１４－（４，７）１０，５
２，８（６，１１，１３）（１，１２）（３，９）（４，７，１４，１０）－５

２
４

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

勝馬の
紹 介

クリノカリスマ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２０１１．７．３１ 小倉８着

２００９．４．２４生 牡２鹿 母 シャイニングレディ 母母 ショウナンアイコ ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００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〕 テイエムデイジー号は，平成２３年１１月１日まで平地競走に出走できない。

２８０７４１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

４７ ケイアイユニコーン 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７６＋ ８１：１０．３ ２．３�

６１１ レオンビスティー 牡２鹿 ５５ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ２１：１０．４� ３．８�
６１０ シゲルオレンジ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５６＋ ６１：１０．５� １１６．４�
７１３ デンコウベリル 牡２芦 ５５ 北村 友一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４８２－ ６ 〃 クビ ３２．９�
７１２ スズカヘリオス 牡２栗 ５５ 小牧 太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４５０± ０１：１０．６クビ ５０．５�
８１４ サチノポピー 牝２栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４６４－ ２１：１０．８１ ８．４�

５８ パンツァーリート 牡２鹿 ５５ 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 ４６８＋ ６１：１１．１２ ５．４	

８１５ シゲルミカン 牝２栗 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ５７．５

３５ レアプラチナ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４５４＋１０１：１１．４１� １０３．５�
２３ ドーントレス 牡２黒鹿５５ 中村 将之岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４４４－ ４１：１１．５� １０１．９�
２２ アグネスファイター 牡２黒鹿５５ 幸 英明渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７０－ ４１：１１．７１� ６１．８
３４ マウンテンファスト 牡２鹿 ５５ 武 豊山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４４８± ０１：１２．０１� ７．５�
５９ カンファーマリア 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作楠本 陸雄氏 服部 利之 新ひだか 静内酒井牧場 ４１０± ０ 〃 アタマ ２４８．８�
１１ ハリスキャスケード 牡２栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志伊藤 仁氏 南井 克巳 浦河 冨岡 博一 ４６６－ ６１：１２．４２� １７６．０�
４６ テイエムダリア 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ３９２－ ４１：１２．７１� ５９５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，９６２，６００円 複勝： ２６，０６４，１００円 枠連： ９，０５０，７００円

馬連： ３３，５５６，４００円 馬単： ２５，１６２，５００円 ワイド： １５，９８７，１００円

３連複： ４４，９４６，６００円 ３連単： ７５，５８８，９００円 計： ２４５，３１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １，０５０円 枠 連（４－６） ５２０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，６９０円 �� ３，６８０円

３ 連 複 ��� １２，８２０円 ３ 連 単 ��� ４３，１２０円

票 数

単勝票数 計 １４９６２６ 的中 � ５１３４９（１番人気）
複勝票数 計 ２６０６４１ 的中 � ７８６４５（１番人気）� ４６６６５（３番人気）� ３７８６（１０番人気）
枠連票数 計 ９０５０７ 的中 （４－６） １２９４２（２番人気）
馬連票数 計 ３３５５６４ 的中 �� ４５３２０（１番人気）
馬単票数 計 ２５１６２５ 的中 �� １８５３２（２番人気）
ワイド票数 計 １５９８７１ 的中 �� １８２４５（２番人気）�� １３１１（２６番人気）�� ９５１（３５番人気）
３連複票数 計 ４４９４６６ 的中 ��� ２５８９（３２番人気）
３連単票数 計 ７５５８８９ 的中 ��� １２９４（１１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１１．２―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．０―４６．２―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．３
３ ５，８，１０，７（９，１１，１５）（１，４，１４）（２，３，１３）１２，６ ４ ・（５，８，１０，１５）（７，１１）１４，１（９，４）（２，１３）（３，１２）－６

勝馬の
紹 介

ケイアイユニコーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．８．２０ 小倉２着

２００９．２．２６生 牡２栗 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円

第５回　阪神競馬　第７日



２８０７５１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７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

３５ アドマイヤクイーナ 牝３芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８４＋１２１：２６．１ ３．８�

２４ ラプスドール 牝３鹿 ５５ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４１：２６．５２� ４．０�
８１５ ビヨンドザリーフ 牡３栗 ５７ 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６１：２７．４５ ５．６�
６１１ ル ア ス 牝３栗 ５５

５４ ☆川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 新ひだか 橋本牧場 ４３０ ―１：２８．２５ ６５．０�

３６ ゴールデンコマンド 牡３青 ５７ 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７０＋ ８１：２８．５１� ８３．７�
２３ ク ッ カ 牝３栗 ５５

５４ ☆松山 弘平飯田 正剛氏 池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋１２ 〃 ハナ ２１４．５	
４８ マリブビーチ 牝３黒鹿５５ 浜中 俊 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６４－１２１：２８．６� １６．０

１２ カネトシパシュート 牡３栗 ５７

５６ ☆国分 恭介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：２８．８１ ７．７�
５９ メイショウミフユ 牝３鹿 ５５

５３ △国分 優作松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４６６－１２１：２９．１１� ７２．９�
５１０ レアリサール 牝３鹿 ５５ 小牧 太 �ローレルレーシング 笹田 和秀 新冠 石田牧場 ４１４－ ４１：２９．７３� ２５６．６
８１６ コマノアクラ 牝３栗 ５５ 佐藤 哲三長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４４８＋ ２１：２９．８� １１．８�
１１ メイショウキクヒメ 牝３黒鹿５５ 石橋 守松本 好�氏 河内 洋 浦河 斉藤英牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ １０．７�
７１４ アグネスカーラ 牝３鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５６－ ８１：３０．０１� １５．４�
６１２ ツイテルシャチョウ 牝３栗 ５５

５２ ▲花田 大昂池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４４８＋ ４１：３０．８５ ２９６．０�
４７ テーオーアポロン 牡３鹿 ５７ N．ピンナ 小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 ４７８－ ８１：３１．５４ １４．０�

（伊）

７１３ スリーロビンソン 牡３青 ５７ 中村 将之永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B４５４＋ ４１：３２．１３� １６４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９５６，２００円 複勝： ２１，８１０，６００円 枠連： １１，７２４，４００円

馬連： ３１，０８７，３００円 馬単： ２１，５２１，３００円 ワイド： １５，３９６，６００円

３連複： ４６，０２０，７００円 ３連単： ７０，６４２，７００円 計： ２３１，１５９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（２－３） ８１０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ５５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� ８，２７０円

票 数

単勝票数 計 １２９５６２ 的中 � ２７０８９（１番人気）
複勝票数 計 ２１８１０６ 的中 � ３３７８３（２番人気）� ４６４４２（１番人気）� ３２７６３（３番人気）
枠連票数 計 １１７２４４ 的中 （２－３） １０７７６（２番人気）
馬連票数 計 ３１０８７３ 的中 �� ２６８８５（１番人気）
馬単票数 計 ２１５２１３ 的中 �� ９４９５（２番人気）
ワイド票数 計 １５３９６６ 的中 �� １４１０１（１番人気）�� ６５１１（５番人気）�� ７９９５（３番人気）
３連複票数 計 ４６０２０７ 的中 ��� ２０１４４（２番人気）
３連単票数 計 ７０６４２７ 的中 ��� ６３０８（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．７―１２．２―１２．２―１２．４―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．３―５９．５―１：１１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．８
３ ５，４（１，８）（２，１１，１４）（９，１５，１６）６－（３，１０，１２）＝７＝１３ ４ ５，４（２，８）－１（６，１１，１４，１６）（９，１５）－（３，１２）－１０＝７＝１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤクイーナ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１１．１４ 京都４着

２００８．３．９生 牝３芦 母 ウインドヴェイン 母母 ラスリングカプス ５戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツイテルシャチョウ号・テーオーアポロン号・スリーロビンソン号は，平成２３年１１月１日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２８０７６１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

７１３ アズマユニヴァース 牡３栗 ５７ 藤岡 康太東 哲次氏 藤岡 健一 浦河 川越ファーム ４６６－１２１：５４．７ １０．０�

３５ アグネスピンキー 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４２４－ ４１：５５．８７ １７．６�
８１６ ルチルドラード 牡３黒鹿５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２１：５５．９� ３．２�
１２ スターリットスカイ 牝３栗 ５５

５４ ☆高倉 稜永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B４６０＋ ４１：５６．０クビ ９．７�
４８ グランドキャニオン 牡３鹿 ５７ 浜中 俊前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８± ０１：５６．３２ ６．６�
１１ メイショウホウユウ 牡３黒鹿５７ 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ５３０＋ ８１：５６．６１� ７．１	
５１０ シエーナスプレーマ 牝３鹿 ５５ 小牧 太有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ４１：５６．７クビ ２０．１

６１２ グラニースミス 牝３鹿 ５５

５３ △国分 優作 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ４１：５６．９１� １９．１�

６１１ フ ロ ッ テ ィ 牡３鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８２＋ ４１：５７．２２ ５９．０�

５９ トロピカルジュエル 牝３鹿 ５５ 中村 将之小川 勲氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４３６－ ８１：５７．３� ４００．４
７１４ スマートスピリット 牡３鹿 ５７ 幸 英明大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド ４８６＋ ８１：５７．４� １０４．５�
３６ アーティクラフティ 牡３鹿 ５７ 田中 健吉田 和美氏 白井 寿昭 日高 待兼牧場 ５０６－１０１：５７．５クビ ４．９�
４７ アメージングティナ 牝３鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋ ４１：５７．６� ３８７．８�

８１５ ハクユウライナー 牡３鹿 ５７ 小坂 忠士 �H.Iコーポレーション 武 宏平 浦河 福岡 広行 ４８０＋ ８１：５８．４５ ２３．９�
２４ メイショウホロベツ 牡３鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６６＋１２１：５８．５� ８５．３�
２３ インパクトバイオ 牝３栗 ５５ 大下 智バイオ� 鶴留 明雄 平取 坂東牧場 ４１８－１８２：０１．６大差 ４６８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０７３，７００円 複勝： ２４，０７８，７００円 枠連： １３，５７０，９００円

馬連： ３６，３９５，０００円 馬単： ２３，６１４，１００円 ワイド： １７，２８３，５００円

３連複： ５２，７１５，６００円 ３連単： ７７，６１４，０００円 計： ２５９，３４５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ４１０円 � ４８０円 � １７０円 枠 連（３－７） １，８６０円

馬 連 �� ７，５８０円 馬 単 �� １３，５００円

ワ イ ド �� ３，３６０円 �� ９２０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� １０，２３０円 ３ 連 単 ��� ７９，４５０円

票 数

単勝票数 計 １４０７３７ 的中 � １１０９２（６番人気）
複勝票数 計 ２４０７８７ 的中 � １３４０７（６番人気）� １１０８７（８番人気）� ５０６６３（１番人気）
枠連票数 計 １３５７０９ 的中 （３－７） ５３９３（８番人気）
馬連票数 計 ３６３９５０ 的中 �� ３５４４（３３番人気）
馬単票数 計 ２３６１４１ 的中 �� １２９１（５５番人気）
ワイド票数 計 １７２８３５ 的中 �� １２２０（４２番人気）�� ４７８５（９番人気）�� ４０２３（１５番人気）
３連複票数 計 ５２７１５６ 的中 ��� ３８０４（３９番人気）
３連単票数 計 ７７６１４０ 的中 ��� ７２１（３０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３８．２―５０．９―１：０３．９―１：１６．８―１：２９．３―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アズマユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．３．２０ 小倉７着

２００８．４．８生 牡３栗 母 テイエスハツヒメ 母母 スギヤマワッスル ６戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インパクトバイオ号は，平成２３年１１月１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウェイアウトバジー号・オペラキング号・ソトーグラシオ号・ハギノフォルテ号



２８０７７１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第５競走 ��１，８００�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� コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

７１０ ディープブリランテ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４９０ ―１：４９．７ １．２�

８１１ エボニーナイト 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４９６ ―１：５０．５５ ９．４�
３３ サチノコイノボリ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 ４６８ ―１：５０．６� ５７．２�
５５ ラルシュドール 牝２鹿 ５４ N．ピンナ �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６ ―１：５０．７� １４．９�
（伊）

７９ コスモプランタン 牡２黒鹿５５ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７０ ― 〃 クビ ６７．５�
２２ ポップアイコン 牝２栗 ５４ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 シンコーファーム ４８８ ―１：５０．９１� １２．４�
８１２ ダノンオリエント 牡２黒鹿５５ 武 豊	ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５６０ ―１：５１．３２� １２．８

１１ マイネルイグアス 牡２青鹿５５ 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４７２ ―１：５１．４� １２１．７�
６７ ニロティカス 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４３４ ―１：５１．５クビ ２９４．７�
５６ ドンスキマー 牡２鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７８ ―１：５１．９２� ４３．０
６８ タイセイタイクーン 牡２黒鹿５５ 北村 友一田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 ４３４ ―１：５２．４３ ６８．１�
４４ シゲルパイナップル 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜森中 蕃氏 佐々木晶三 日高 三輪牧場 ４６０ ―１：５３．７８ ３１７．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，５８７，９００円 複勝： ７８，７２７，６００円 枠連： １１，９１４，４００円

馬連： ３６，４７４，８００円 馬単： ４１，２８９，５００円 ワイド： １８，３４８，８００円

３連複： ４８，５８４，１００円 ３連単： １３２，４９６，５００円 計： ３９８，４２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � ４７０円 枠 連（７－８） ２００円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド �� ２００円 �� ７９０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� ６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３０５８７９ 的中 � ２０４９３９（１番人気）
複勝票数 計 ７８７２７６ 的中 � ５９７９７９（１番人気）� ５３３５９（２番人気）� １１１３０（７番人気）
枠連票数 計 １１９１４４ 的中 （７－８） ４４６４５（１番人気）
馬連票数 計 ３６４７４８ 的中 �� ６６８０２（１番人気）
馬単票数 計 ４１２８９５ 的中 �� ６２０００（１番人気）
ワイド票数 計 １８３４８８ 的中 �� ３０２０２（１番人気）�� ５０８５（１１番人気）�� １８５２（２１番人気）
３連複票数 計 ４８５８４１ 的中 ��� １１５８５（１１番人気）
３連単票数 計１３２４９６５ 的中 ��� １４６２３（１７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１１．６―１２．９―１３．１―１２．４―１１．５―１１．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．６―３６．２―４９．１―１：０２．２―１：１４．６―１：２６．１―１：３７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープブリランテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage 初出走

２００９．５．８生 牡２鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２８０７８１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５０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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１１ ブラボースキー 牡３栗 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ２１：２２．０ ６．３�

５１０ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４５６＋ ６ 〃 ハナ ５．１�
２４ リバーハイランド 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８６＋１２１：２２．２１� ２．５�
４７ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４５４＋ ８１：２２．４１� ５８．８�
７１４ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４３４＋ ６ 〃 クビ １９．９�
６１２ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 佐藤 哲三田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５２＋１８ 〃 ハナ ４２．７�
３６ アルトゥバン 牡３栗 ５５

５３ △国分 優作	ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８４＋１２１：２２．５� ２０．７

１２ メイショウサバト 牝４黒鹿５５ 武 豊松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ４１：２２．６クビ ８．６�
８１７ キングシャーロット 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４６６＋ ６１：２２．７	 ２４５．９
７１３ アスターウィング 牡３鹿 ５５ 和田 竜二加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４４８＋１８１：２２．８クビ ２５１．３�
４８ ニシノモレッタ 牝４栗 ５５ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ １３．３�
５９ スズカサクセス 牡４鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４７２＋ ４１：２３．１１	 １８６．９�
８１８ エイシンフェアリー 牝５栗 ５５

５４ ☆国分 恭介平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ
ングシステム B４６２－ ４１：２３．３１� ３２．４�

７１５ キタサンスズラン 牝４黒鹿５５ N．ピンナ 	大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４９０＋１４１：２３．５１� １５．７�
（伊）

３５ 
 トシザレイクブルー 牝５栗 ５５ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 B４７２＋３２１：２３．９２� ５４．１�
８１６ アートギャラリー 牡３鹿 ５５ 川田 将雅 	社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４５２－１３１：２４．１１� １７５．８�
２３ トウケイカガヤキ 牝３黒鹿５３ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４４６＋ ４１：２４．８４ １９６．９�
１１ エナジーハート 牝４鹿 ５５ 小牧 太�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４２± ０１：２５．０１� ３２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，２８３，４００円 複勝： ３３，３０４，７００円 枠連： １３，７３３，６００円

馬連： ４６，１４１，１００円 馬単： ２８，８５５，３００円 ワイド： ２０，７３５，４００円

３連複： ６６，８６７，１００円 ３連単： １００，２８４，７００円 計： ３２７，２０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（５－６） １，５９０円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ３８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� １２，９１０円

票 数

単勝票数 計 １７２８３４ 的中 � ２１７０３（３番人気）
複勝票数 計 ３３３０４７ 的中 � ５３７４７（３番人気）� ６２２０８（２番人気）� ７９２９６（１番人気）
枠連票数 計 １３７３３６ 的中 （５－６） ６３７８（６番人気）
馬連票数 計 ４６１４１１ 的中 �� １７４０３（７番人気）
馬単票数 計 ２８８５５３ 的中 �� ５６７１（１２番人気）
ワイド票数 計 ２０７３５４ 的中 �� ７６７５（６番人気）�� １３５６４（２番人気）�� ２０６５９（１番人気）
３連複票数 計 ６６８６７１ 的中 ��� ２８６１５（１番人気）
３連単票数 計１００２８４７ 的中 ��� ５７３５（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１１．８―１１．６―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．８―４６．６―５８．２―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラボースキー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．５ 小倉２着

２００８．２．７生 牡３栗 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン ５戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔制裁〕 リバーハイランド号の騎手太宰啓介は，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３０，０００円。（１３番・１２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エンジョイタイム号・ドレッドノート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２８０７９１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７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

６９ エーシンメンフィス 牝３鹿 ５３ 小牧 太�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ４８８± ０１：５４．７ ２．７�

７１０ メロウメロディ 牝３鹿 ５３ 幸 英明吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４８６－ ２１：５４．８� １．９�
５６ � 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 ４５２＋ ２１：５５．１１� ２４．７�
４４ レジュールダムール 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠山本 英俊氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４２＋１０ 〃 ハナ １３．１�
２２ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５

５４ ☆国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４９２± ０１：５５．４２ １７．７�

５７ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４６６＋ ２１：５５．８２� ９．５	
８１２ スカイノレイ 牝３青鹿 ５３

５２ ☆川須 栄彦江 賦晨氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６１：５５．９� ２３．１

３３ ハギノフォルテ 牝３鹿 ５３

５２ ☆高倉 稜安岡美津子氏 鮫島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム ４４４± ０１：５６．３２� １９９．６�

６８ イサミスマイル 牝３鹿 ５３
５０ ▲藤懸 貴志前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４３６＋ ６１：５６．７２� ３９３．７�

４５ � セ ル シ ウ ス 牝４鹿 ５５
５３ △国分 優作�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 ４４２＋ ２１：５６．９１ ３９．０

７１１ ソトーグラシオ 牝３栗 ５３ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：５７．５３� ３６７．２�
８１３ ウェイアウトバジー 牝３黒鹿５３ 渡辺 薫彦吉田 和子氏 清水 久詞 浦河 鎌田 正嗣 ４４２－ ８１：５７．７１� ５１７．２�
１１ クイーンフラワー 牝４黒鹿５５ 高橋 亮��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５３０＋３２１：５８．５５ １６４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，９８２，４００円 複勝： ３８，９９９，２００円 枠連： １０，６４３，２００円

馬連： ４０，０７１，８００円 馬単： ３２，９４６，０００円 ワイド： １８，７９８，７００円

３連複： ５１，９２４，８００円 ３連単： １１５，０８７，１００円 計： ３２６，４５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ３３０円 枠 連（６－７） ２３０円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ６６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ３，７４０円

票 数

単勝票数 計 １７９８２４ 的中 � ５３０７１（２番人気）
複勝票数 計 ３８９９９２ 的中 � ７５８６１（２番人気）� ２０６４２２（１番人気）� １１９５８（８番人気）
枠連票数 計 １０６４３２ 的中 （６－７） ３４８２７（１番人気）
馬連票数 計 ４００７１８ 的中 �� １３４２８０（１番人気）
馬単票数 計 ３２９４６０ 的中 �� ４６０８５（２番人気）
ワイド票数 計 １８７９８７ 的中 �� ５０６３０（１番人気）�� ５２２８（１２番人気）�� ７６０８（６番人気）
３連複票数 計 ５１９２４８ 的中 ��� ３８３９３（４番人気）
３連単票数 計１１５０８７１ 的中 ��� ２２７２７（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３８．４―５１．５―１：０４．７―１：１７．５―１：３０．０―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３
９，１０，２（４，６）（５，７）１２，８，１３，１１－（３，１）
９，１０（２，４）６（８，５，７）１２，１１（３，１３）１

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

勝馬の
紹 介

エーシンメンフィス �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pine Bluff デビュー ２０１１．６．１２ 阪神８着

２００８．４．２０生 牝３鹿 母 テネシーガール 母母 Java Magic ６戦２勝 賞金 １５，３００，０００円
〔発走状況〕 クイーンフラワー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クイーンフラワー号は，平成２３年１０月２日から平成２３年１０月２３日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※イサミスマイル号・ウェイアウトバジー号・ソトーグラシオ号・ハギノフォルテ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２８０８０１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

７１１ ゴットマスタング 牡３青鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４６４＋ ２２：３０．５ ２．６�

６９ トウカイパラダイス 牡４黒鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５１０＋１６２：３１．０３ １０．２�

７１２ グッドカフェ 牡３青鹿 ５４
５２ △国分 優作杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４８４＋１６ 〃 アタマ １４．２�

３３ 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± ０ 〃 クビ ７．４�

８１３ ゴーゴーヒュウガ 牡３鹿 ５４ N．ピンナ 永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４４８－ ２２：３１．３１� ２０．７�
（伊）

５８ � ダイシンマジック 牝４黒鹿５５ 高田 潤大八木信行氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 クビ ６５．５�
３４ トップミノル 牡４青鹿５７ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７４＋ ８２：３１．４	 ９１．１	
６１０ メイショウスピード 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜松本 好
氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３６－ ４２：３１．５クビ １８１．９�
１１ ヒラボクビクトリー 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ ６．７�
２２ ダノンフェニックス 牡３黒鹿５４ 川田 将雅�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ８２：３１．６クビ ３．３
４６ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５１０－ ２２：３１．９２ ４８．７�
５７ � リッカタキシード 牡４黒鹿５７ 幸 英明立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４４２－ ２ 〃 クビ １７７．２�
８１４ メイショウクレモナ 牡４鹿 ５７ 酒井 学松本 好
氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ２２：３２．７５ ３０２．１�
４５ メイショウユウシャ 牡６栗 ５７

５６ ☆川須 栄彦松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４９２－１０２：３２．９１
 ８７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，２０１，３００円 複勝： ３１，９３４，５００円 枠連： １２，６３３，６００円

馬連： ４６，７３８，７００円 馬単： ３２，５７３，８００円 ワイド： ２０，９４８，５００円

３連複： ６４，２２３，５００円 ３連単： １１４，３１６，７００円 計： ３４２，５７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � ３２０円 枠 連（６－７） １，３００円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ６２０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ２２，５７０円

票 数

単勝票数 計 １９２０１３ 的中 � ５８２５１（１番人気）
複勝票数 計 ３１９３４５ 的中 � ８２２８５（１番人気）� ２１９５１（５番人気）� ２１５５９（６番人気）
枠連票数 計 １２６３３６ 的中 （６－７） ７２００（６番人気）
馬連票数 計 ４６７３８７ 的中 �� ２３１０６（６番人気）
馬単票数 計 ３２５７３８ 的中 �� ８６１９（１２番人気）
ワイド票数 計 ２０９４８５ 的中 �� １１２７３（６番人気）�� ８４２７（９番人気）�� ２７２８（１９番人気）
３連複票数 計 ６４２２３５ 的中 ��� ９５４６（１６番人気）
３連単票数 計１１４３１６７ 的中 ��� ３７３９（７１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１４．１―１３．８―１３．３―１３．２―１２．７―１２．２―１１．８―１１．１―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．７―３８．８―５２．６―１：０５．９―１：１９．１―１：３１．８―１：４４．０―１：５５．８―２：０６．９―２：１８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ゴットマスタング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．１１．１３ 京都１１着

２００８．３．２７生 牡３青鹿 母 インコンパス 母母 Totality ９戦２勝 賞金 ２０，７６４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２８０８１１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第９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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

４４ ネオヴァンクル 牡２栗 ５５ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：２２．９ ５．２�

８８ ゴーイングパワー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４７２－ ８ 〃 ハナ ４．６�
５５ メイショウハガクレ 牡２鹿 ５６ 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ １６．０�
１１ メイショウダビンチ 牡２鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １０．９�
３３ ハギノコメント 牡２鹿 ５５ 小牧 太日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０± ０１：２３．１１� ３．３�
８９ キリシマトリオ 牡２黒鹿５５ 幸 英明西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ８２．０�
７７ ニ ン ジ ャ 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４６８－ ６１：２３．３１� ３．７�
２２ トミーバローズ 牡２黒鹿５５ 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４± ０１：２３．５１� １１．３	
６６ カシノインカローズ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４４８＋ ４１：２３．７１� ７０．７


（９頭）

売 得 金

単勝： ２７，６８６，９００円 複勝： ４３，２５９，９００円 枠連： １２，４５４，７００円

馬連： ７１，５８３，９００円 馬単： ４７，７５９，５００円 ワイド： ２６，３１４，６００円

３連複： ７９，９６６，５００円 ３連単： １８５，８９４，９００円 計： ４９４，９２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ３５０円 枠 連（４－８） １，１２０円

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ７８０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ４，５３０円 ３ 連 単 ��� ２０，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２７６８６９ 的中 � ４２０５３（４番人気）
複勝票数 計 ４３２５９９ 的中 � ５９６１６（４番人気）� ８０７５３（３番人気）� ２６６３８（６番人気）
枠連票数 計 １２４５４７ 的中 （４－８） ８２６５（６番人気）
馬連票数 計 ７１５８３９ 的中 �� ４６５７８（６番人気）
馬単票数 計 ４７７５９５ 的中 �� １５７３３（１１番人気）
ワイド票数 計 ２６３１４６ 的中 �� １４４３３（６番人気）�� ８２１７（１２番人気）�� ７０９６（１７番人気）
３連複票数 計 ７９９６６５ 的中 ��� １３０５０（２４番人気）
３連単票数 計１８５８９４９ 的中 ��� ６６９８（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．２―４７．０―５８．６―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァンクル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．７．３１ 小倉３着

２００９．５．１２生 牡２栗 母 ユアライフスタイル 母母 マイライフスタイル ３戦２勝 賞金 ２３，００３，０００円

２８０８２１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

あ し や が わ

芦 屋 川 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
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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１４� オールブランニュー 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �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 ４６２＋ ２１：０９．３ ３４．４�

７１２ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４６２－ ８１：０９．５１� ７．３�
５９ ジョーアカリン 牝３黒鹿５３ 佐藤 哲三上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４４０＋ ２１：０９．７１	 ４２．２�
６１０ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５５ 川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ １０．０�
３４ タマモコントラバス 牡４黒鹿５７ 川田 将雅タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４５６＋ ４１：０９．８クビ ３．０�
６１１
 エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５７ 浜中 俊平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４７４－ ６ 〃 ハナ ６４．４�
５８ ドリームフォワード 牡４栗 ５７ 熊沢 重文セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ６１：０９．９� １２．１	
７１３ リッピアピンク 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４８２＋ ８１：１０．０クビ ４４．４

３５ メイショウバレーヌ 牝７栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６８＋ ６１：１０．１� １５．０�
８１５ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４６２＋ ４１：１０．３１ ８７．３�
１１ メイショウツガル 牡３鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５８± ０１：１０．５１	 ２６．２
２３ タガノラヴキセキ 牝３黒鹿５３ 北村 友一八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４６２＋１０１：１０．７１� ４．０�
４７ ビットスターダム 牡３芦 ５５ 国分 恭介馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ ２０．４�
２２ ショウナンカッサイ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４５６± ０１：１１．３３� １９．７�
４６ 
 エーシンシークルー 牝５栗 ５５ N．ピンナ �栄進堂 小崎 憲 米 John James

Revocable Trust ４８０± ０ 〃 クビ １８．６�
（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，０２３，０００円 複勝： ４９，９９０，８００円 枠連： ２５，２７５，１００円

馬連： １０９，８９８，２００円 馬単： ５９，２１２，０００円 ワイド： ４０，９８４，５００円

３連複： １３９，２７６，８００円 ３連単： ２４７，４９３，６００円 計： ７０１，１５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４４０円 複 勝 � ９２０円 � ２６０円 � ８８０円 枠 連（７－８） ４，５１０円

馬 連 �� １０，３９０円 馬 単 �� ２５，５３０円

ワ イ ド �� ３，１３０円 �� １４，９２０円 �� ４，２４０円

３ 連 複 ��� １４２，９６０円 ３ 連 単 ��� ７９４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２９０２３０ 的中 � ６６５１（１１番人気）
複勝票数 計 ４９９９０８ 的中 � １３０１２（１３番人気）� ６０６０５（３番人気）� １３７２３（１１番人気）
枠連票数 計 ２５２７５１ 的中 （７－８） ４１４１（２１番人気）
馬連票数 計１０９８９８２ 的中 �� ７８１３（３９番人気）
馬単票数 計 ５９２１２０ 的中 �� １７１２（８７番人気）
ワイド票数 計 ４０９８４５ 的中 �� ３２５７（４０番人気）�� ６６９（９６番人気）�� ２３８８（５４番人気）
３連複票数 計１３９２７６８ 的中 ��� ７１９（２８５番人気）
３連単票数 計２４７４９３６ 的中 ��� ２３０（１５８９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．１―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．２―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オールブランニュー �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Gone West

２００６．５．１２生 牝５黒鹿 母 ニューデイダウニング 母母 Courtney’s Day １７戦２勝 賞金 ３３，２９２，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２８０８３１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第１５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，２２．１０．２以降２３．９．２５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

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００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

４４ ヤマニンキングリー 牡６栗 ５６ 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ５００＋ ６２：０４．３ １０．６�

５５ キングスエンブレム 牡６青 ５７ N．ピンナ �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６４＋１０２：０４．７２� ７．５�
（伊）

８１１ フサイチセブン 牡５鹿 ５７．５ 川田 将雅林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４９２－ ２２：０４．９１� ３．７�
５６ タガノロックオン 牡３栗 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０４± ０２：０５．１１� ２．６�
７９ ヒラボクワイルド 牡５青鹿５５ 幸 英明�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ２２：０５．３１� ６２．４�
３３ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５５ 佐藤 哲三北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１６－ ２２：０５．４� １５．７	
２２ メイショウブンブク 牡５栗 ５２ 和田 竜二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４７２－ ２２：０５．５� ６６．２

６７ ウインペンタゴン 牡５鹿 ５５ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８２－１０２：０５．６クビ ２４．１�
７１０ アドマイヤダンク 牡７栗 ５２ 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B５１０＋ ２２：０６．４５ ２３７．３�
１１ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５２ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５２＋ ６２：０７．１４ ５．３
８１２ ピースキーパー 牡６鹿 ５２ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ８２：０７．２� １５２．９�
６８ ドリームライナー 牡５鹿 ５４ 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 静内 井高牧場 ４９４－ ２２：０８．２６ ２５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６４，２１３，３００円 複勝： ９２，４２８，１００円 枠連： ４２，５２２，０００円

馬連： ２８９，７６３，１００円 馬単： １４７，６０８，８００円 ワイド： ８３，０４２，１００円

３連複： ３２１，９７５，２００円 ３連単： ６８８，０９８，４００円 計： １，７２９，６５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３５０円 � ２９０円 � １８０円 枠 連（４－５） １，３６０円

馬 連 �� ４，９１０円 馬 単 �� ９，４６０円

ワ イ ド �� １，５１０円 �� １，２６０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ８，４００円 ３ 連 単 ��� ６２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ６４２１３３ 的中 � ４８０９２（５番人気）
複勝票数 計 ９２４２８１ 的中 � ６０６７５（６番人気）� ７８９８１（４番人気）� １６７６９８（２番人気）
枠連票数 計 ４２５２２０ 的中 （４－５） ２３２０２（７番人気）
馬連票数 計２８９７６３１ 的中 �� ４３５７５（１９番人気）
馬単票数 計１４７６０８８ 的中 �� １１５２４（３５番人気）
ワイド票数 計 ８３０４２１ 的中 �� １３２２４（１９番人気）�� １６０５９（１５番人気）�� ３０４４５（７番人気）
３連複票数 計３２１９７５２ 的中 ��� ２８２９１（３０番人気）
３連単票数 計６８８０９８４ 的中 ��� ８１２２（１８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．０―４８．６―１：０１．８―１：１４．９―１：２７．７―１：３９．８―１：５１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンキングリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．２ 札幌１着

２００５．５．１６生 牡６栗 母 ヤマニンアリーナ 母母 ティファニーラス ２８戦７勝 賞金 ２９６，３４４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２８０８４１０月１日 晴 良 （２３阪神５）第７日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

５９ ペガサスヒーロー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０± ０１：２４．３ １．７�

２４ スマートアーサイト 牡４黒鹿５７ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ２１：２４．６１� １０．３�

２３ ウォーターサムデイ 牡５鹿 ５７ 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４６６－１４１：２４．７� ２１．５�
１２ トイボックス 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７０＋ ２１：２４．９１� ５１．２�
５１０ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５１２－１０１：２５．０� １４．８�
６１２ ミッキーミステリー 牡４黒鹿５７ 川田 将雅野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４８８＋ ４１：２５．１クビ ６３．４�
１１ エースインザホール 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９０－１２ 〃 アタマ １５．０	
８１５ シゲルケンシン 牡４鹿 ５７ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４６６± ０１：２５．２� ５．２

７１４ スターサイクル 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６８－１４１：２５．７３ ５３３．０�
４７ メイショウテキーラ 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ２１：２５．８クビ ９．９�
３６ シークロノス 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０２－２６１：２６．０１� ３１５．１
６１１ テイエムキングダム 牡４青鹿５７ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 オリエント牧場 ４９４＋ ２ 〃 アタマ ６０．３�
８１６ マイネルセラーノス 牡４栗 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ２１：２６．２１� １３３．４�
４８ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５５

５３ △国分 優作横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７８± ０１：２６．３� ３１９．８�
３５ ホットチリペッパー 牡４芦 ５７

５６ ☆川須 栄彦 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：２６．８３ ３８．７�
７１３� ゴールドサムソン 牡４青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５０４－１０１：２７．８６ ５１３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，１０２，８００円 複勝： ６４，６７５，２００円 枠連： ２７，５８２，３００円

馬連： １０９，０１５，９００円 馬単： ７１，８１１，０００円 ワイド： ４０，５１０，２００円

３連複： １３４，９３３，７００円 ３連単： ２８０，５５２，４００円 計： ７６４，１８３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ４７０円 枠 連（２－５） ６００円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ７１０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ５，０９０円 ３ 連 単 ��� １４，３００円

票 数

単勝票数 計 ３５１０２８ 的中 � １６６００３（１番人気）
複勝票数 計 ６４６７５２ 的中 � ３０５００３（１番人気）� ３５２９７（５番人気）� ２０９０４（７番人気）
枠連票数 計 ２７５８２３ 的中 （２－５） ３４１８１（２番人気）
馬連票数 計１０９０１５９ 的中 �� ８８９３３（３番人気）
馬単票数 計 ７１８１１０ 的中 �� ４５６４１（３番人気）
ワイド票数 計 ４０５１０２ 的中 �� ２９８４１（３番人気）�� １３９５０（７番人気）�� ３５５１（２７番人気）
３連複票数 計１３４９３３７ 的中 ��� １９６０２（１５番人気）
３連単票数 計２８０５５２４ 的中 ��� １４４８１（４０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１１．８―１２．３―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．３―４６．１―５８．４―１：１０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．２
３ ５，１０－１（３，１１）（９，１２）（２，４）７，１６（６，１５）（１３，１４）－８ ４ ５，１０，１（３，１１）（９，１２）（４，７）２，１６（６，１５）１４（１３，８）

勝馬の
紹 介

ペガサスヒーロー �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２００９．１０．１８ 京都６着

２００７．１．１７生 牡４鹿 母 ラブリープリンセス 母母 ラブリーサンライズ １６戦３勝 賞金 ４５，７６６，０００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 サーランスロット号



（２３阪神５）第７日 １０月１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

２３６，４９０，０００円
５，３１０，０００円
１，３６０，０００円
２２，１１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，６３２，０００円
４，６２４，０００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
２９２，３２４，５００円
５２０，４５６，１００円
１９７，５０５，１００円
８７５，２１２，２００円
５５１，１７１，４００円
３２８，８８８，４００円
１，０８６，８０６，５００円
２，１５０，４５０，７００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，００２，８１４，９００円

総入場人員 １４，２８４名 （有料入場人員 １３，３９８名）


