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２６０４９ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第１競走 １，２００�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

１：１１．０
１：１０．２

良

不良

５１０ カシノパシオン 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６２＋ ８１：１４．１ ７５．０�

８１６ メイショウアルファ 牡２鹿 ５４ 酒井 学松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４２± ０ 〃 クビ １８．９�
６１２ ゼンノコリオリ 牡２鹿 ５４ 池添 謙一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 ４５０－ ６１：１４．２� ５．７�
６１１ バルトロメオ 牡２鹿 ５４ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ８ 〃 ハナ ４．３�
８１５ マルトクスパート 牡２鹿 ５４ 国分 優作高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４４８＋ ６１：１４．３クビ １７．４�
１２ ポーラーシェーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二山下 恭茂氏 加用 正 浦河 山下 恭茂 ４４０－ ２１：１４．７２� １５．２	
５９ ビップイシマツ 牡２青 ５４ 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：１５．６５ １９．３

３５ メイショウメロディ 牝２鹿 ５４ 幸 英明松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ３６．７�
４７ キュートヴァリュー 牝２鹿 ５４ 川島 信二��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４９０－ ８１：１５．８１� ５８．３�
４８ ドリームハヤテ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平セゾンレースホース 南井 克巳 日高 長谷川 一男 ４８６－ ２１：１６．０１ ３．０�
７１３ コウエイターボ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４７２± ０１：１６．８５ ２８．５�
３６ ジェイケイドミノ 牡２栗 ５４ 川須 栄彦小谷野次郎氏 西橋 豊治 新ひだか 藤川フアーム ４３２＋１０ 〃 クビ ６４．９�
２３ シゲルオトメザ 牝２黒鹿５４ 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 馬道 繁樹 ４２４＋ ６ 〃 ハナ ２２５．７�
２４ シゲルミズガメザ 牡２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン
テンファーム ４７２± ０１：１７．１１� １８２．３�

７１４ コアレスドラゴン 牡２鹿 ５４ 小牧 太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４８６＋ ４１：１７．４２ ５．８�
１１ ニホンピロソリッド 牡２栗 ５４ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 ミルファーム ４３０± ０ 〃 クビ ３６７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８９１，９００円 複勝： ３１，６２８，１００円 枠連： １２，０５８，０００円

馬連： ４０，２４５，２００円 馬単： ２６，２６９，０００円 ワイド： ２２，４０９，３００円

３連複： ６３，１７５，０００円 ３連単： ９１，９４４，９００円 計： ３０３，６２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，５００円 複 勝 � １，９８０円 � ５７０円 � ２００円 枠 連（５－８） ５，４００円

馬 連 �� ７１，９２０円 馬 単 �� ２１０，７３０円

ワ イ ド �� １４，０９０円 �� ６，９００円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� １４１，７２０円 ３ 連 単 ��� １，５０７，９００円

票 数

単勝票数 計 １５８９１９ 的中 � １６７０（１３番人気）
複勝票数 計 ３１６２８１ 的中 � ３４５７（１３番人気）� １３５４６（８番人気）� ５２８７２（２番人気）
枠連票数 計 １２０５８０ 的中 （５－８） １６５０（１７番人気）
馬連票数 計 ４０２４５２ 的中 �� ４１３（７４番人気）
馬単票数 計 ２６２６９０ 的中 �� ９２（１６２番人気）
ワイド票数 計 ２２４０９３ 的中 �� ３８５（７１番人気）�� ７９１（５３番人気）�� ３７０９（１４番人気）
３連複票数 計 ６３１７５０ 的中 ��� ３２９（２００番人気）
３連単票数 計 ９１９４４９ 的中 ��� ４５（１４３５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．３―１２．４―１２．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．７―３６．０―４８．４―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノパシオン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１２．６．３ 阪神９着

２０１０．４．８生 牡２鹿 母 ノーザンセレナード 母母 ダイナセレナード ７戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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 ハニーバニー号

２６０５０ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５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
１：４６．４

良

良

７８ ノースパストラル 牝２鹿 ５４ 幸 英明��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４８０－ ８１：４９．１ １８．９�

５５ イントレピッド 牡２鹿 ５４ 荻野 琢真会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 ４２６－１０ 〃 ハナ ５４．１�
３３ アーマークラッド 牡２栗 ５４ 秋山真一郎吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０± ０１：４９．５２� ７．９�
８１０ コスモサリー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４２４± ０ 〃 ハナ １８８．０�
８９ コウエイアース 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 ４４６＋ ２１：４９．６� １２．５�
７７ ブライトグローリイ 牡２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 ４９０＋１８ 〃 クビ ９５．８�
６６ コスモライセンス 牝２栗 ５４ 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ８１：４９．７� ６．３	
２２ オースミアイビス 牡２栗 ５４ 川田 将雅
オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 ４９６＋ ２１：４９．８� ２．７�
１１ スマートマーチ 牝２鹿 ５４ 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 ４３０－ ４ 〃 ハナ ２．５�
４４ ダンツクレイン 牡２鹿 ５４ 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 ４８６± ０１：５０．６５ ４１．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，５７９，９００円 複勝： ２７，９８６，２００円 枠連： ７，４２４，３００円

馬連： ３０，９８４，３００円 馬単： ２５，６２０，７００円 ワイド： １７，１８８，３００円

３連複： ４３，８８３，４００円 ３連単： ９２，９４２，７００円 計： ２６３，６０９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ４６０円 � ９１０円 � ２６０円 枠 連（５－７） １５，６６０円

馬 連 �� １３，９５０円 馬 単 �� ４５，２４０円

ワ イ ド �� ３，８６０円 �� １，６５０円 �� ３，６３０円

３ 連 複 ��� ３６，６８０円 ３ 連 単 ��� ２７６，５８０円

票 数

単勝票数 計 １７５７９９ 的中 � ７３４６（６番人気）
複勝票数 計 ２７９８６２ 的中 � １５５７９（６番人気）� ７１８４（８番人気）� ３３５５１（３番人気）
枠連票数 計 ７４２４３ 的中 （５－７） ３５０（２７番人気）
馬連票数 計 ３０９８４３ 的中 �� １６４０（２７番人気）
馬単票数 計 ２５６２０７ 的中 �� ４１８（６０番人気）
ワイド票数 計 １７１８８３ 的中 �� １０８７（２８番人気）�� ２６１１（１７番人気）�� １１５８（２７番人気）
３連複票数 計 ４３８８３４ 的中 ��� ８８３（６０番人気）
３連単票数 計 ９２９４２７ 的中 ��� ２４８（３６９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．２―１３．０―１３．０―１２．２―１１．３―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３６．７―４９．７―１：０２．７―１：１４．９―１：２６．２―１：３７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノースパストラル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２０１２．８．１９ 小倉１４着

２０１０．５．１７生 牝２鹿 母 ブランピュール 母母 パウダースノー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第４回 阪神競馬 第５日



２６０５１ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３６－ ４１：５４．８ ５．０�

４８ チ ー ズ マ ヨ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２ 〃 クビ ６．８�
７１３ エーシンルクソール 牝３栗 ５４ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４５８－ ４１：５５．２２� ３．０�
６１２ サイレンスドリーム 牝３鹿 ５４ 酒井 学藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４５６－ ４１：５５．５１� ７３．０�
４７ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 松山 弘平華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４９０± ０１：５６．０３ ８．５�
３６ ハギノクィーン 牝３栗 ５４ 川須 栄彦日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント ４３８－ ６１：５６．１� ８．３	
８１６ サティスファイ 牝３黒鹿５４ 国分 優作山口 敦広氏 大根田裕之 日高 天羽 禮治 ４５２－ ４１：５６．３１ ３２３．０

８１５ シャムローグ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４０２－ ２１：５７．２５ ５０．７�
１２ ワンサイドゲーム 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ６１：５７．３� ２０．３�
５９ ロングフェイヴァー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太中井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４３０－ ４１：５７．４クビ ９２．７
６１１ サ フ ァ ー ガ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ２４．４�
３５ ヴァリディオル 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ４１：５７．８２� ５．８�
７１４ アートオブジェリカ 牝３鹿 ５４ 川島 信二岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 山岸 康 ４４８－１０１：５８．０� １７０．３�
２４ スズカスペクトル 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 様似 様似共栄牧場 ４４８＋ ６ 〃 ハナ ３８９．９�
１１ カピトリヌス 牝３栗 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６１：５８．１� ７０．３�
５１０ ライングレイス 牝３栗 ５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ４００－ ６１：５９．９大差 １３３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７２，９００円 複勝： ３５，８０１，５００円 枠連： １３，３０２，２００円

馬連： ３８，１７１，２００円 馬単： ２６，９２４，２００円 ワイド： ２０，９１６，３００円

３連複： ５９，２７４，７００円 ３連単： ９６，３８５，０００円 計： ３１２，２４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（２－４） ９６０円

馬 連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� １２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２１４７２９ 的中 � ３４１０５（２番人気）
複勝票数 計 ３５８０１５ 的中 � ６４７０１（２番人気）� ３６９６０（５番人気）� ８５８５７（１番人気）
枠連票数 計 １３３０２２ 的中 （２－４） １０３０８（５番人気）
馬連票数 計 ３８１７１２ 的中 �� １３８１７（７番人気）
馬単票数 計 ２６９２４２ 的中 �� ４７２９（１５番人気）
ワイド票数 計 ２０９１６３ 的中 �� ８３８２（７番人気）�� ２００８７（１番人気）�� １０１４９（４番人気）
３連複票数 計 ５９２７４７ 的中 ��� ２６１１２（３番人気）
３連単票数 計 ９６３８５０ 的中 ��� ５６３４（２９番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１３．５―１２．５―１２．４―１３．０―１３．３―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３７．１―４９．６―１：０２．０―１：１５．０―１：２８．３―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトポジー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１１．１１．２０ 京都８着

２００９．５．１生 牝３鹿 母 キッズフェイヴァー 母母 インフェイヴァー １６戦１勝 賞金 １７，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライングレイス号は，平成２４年１０月１７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベラルーナ号
（非抽選馬） １頭 ソーテルヌ号

２６０５２ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第４競走 １，４００�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 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

３５ ナリタスーパーワン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－ ４１：２７．０ １．５�

８１５ ニホンピロルノン 牝３鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 ４４０－ ４１：２７．６３� ２７．０�
５１０ マスターミニスター 牡３鹿 ５６ 和田 竜二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 ４３０± ０１：２７．８１� ９．６�
２３ キョウワプロミス 牝３栗 ５４ 川田 将雅�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４７６± ０１：２８．３３ １３．７�
２４ フィールダー 牡３青鹿５６ 松山 弘平杉山 忠国氏 北出 成人 新ひだか 明治牧場 ４５８＋ ６１：２８．４� ４２．６�
４７ ミラクルセイリング 牝３栗 ５４ 国分 恭介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 ５４４± ０１：２８．５クビ ７．０	
７１３ アキノギムレット 牝３栗 ５４ 池添 謙一穐吉 正孝氏 角居 勝彦 新ひだか 西村 和夫 ４１０－１０ 〃 ハナ １８３．２

１１ ストームセンター 牡３栗 ５６ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４６４＋ ４ 〃 クビ ３６．０�
７１４ ラ イ ト ガ イ 牡３芦 ５６

５３ ▲藤懸 貴志前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２± ０１：２８．６クビ ３３．２�
１２ タガノカプリッチョ 牝３鹿 ５４ 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２＋ ２１：２９．６６ １３．７
８１６ ヴァンブラン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム ４２６＋ ２１：２９．８１� ４５．５�
５９ アグネスビスタ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎渡辺公美子氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４１：２９．９クビ １７８．８�
６１２ マヤノメスキータ 牝３栗 ５４ 幸 英明田所 英子氏 梅内 忍 新冠 高橋 忍 ４３６－ ８１：３０．１１� ２１２．８�
３６ ハギノローザ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太安岡美津子氏 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 ４１０－１６１：３１．０５ ２０３．３�
４８ オンザクラッグ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二吉田 和子氏 鈴木 孝志 浦河 鎌田 正嗣 ４０４－ ８１：３１．４２� １８４．３�
６１１ セイクリッドハート 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真名古屋競馬� 田中 章博 千歳 社台ファーム B４７８＋ ４１：３５．４大差 ５４８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６８４，５００円 複勝： ７０，９４２，９００円 枠連： １１，４７０，６００円

馬連： ３６，８７７，７００円 馬単： ３５，７２６，５００円 ワイド： ２１，７１９，３００円

３連複： ５８，５９３，１００円 ３連単： １３２，８００，８００円 計： ３８７，８１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（３－８） １，１８０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２５０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０円

票 数

単勝票数 計 １９６８４５ 的中 � １０９４５９（１番人気）
複勝票数 計 ７０９４２９ 的中 � ４８９１４４（１番人気）� １５０８８（７番人気）� ５１６６６（２番人気）
枠連票数 計 １１４７０６ 的中 （３－８） ７１８２（５番人気）
馬連票数 計 ３６８７７７ 的中 �� １８６０９（５番人気）
馬単票数 計 ３５７２６５ 的中 �� １３９４４（８番人気）
ワイド票数 計 ２１７１９３ 的中 �� ９９７４（６番人気）�� ２５４１９（２番人気）�� ３０１５（１７番人気）
３連複票数 計 ５８５９３１ 的中 ��� １６０７６（８番人気）
３連単票数 計１３２８００８ 的中 ��� ９３７７（２７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．１―１２．８―１２．７―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．７―１：０１．４―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスーパーワン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．７．２２ 中京２着

２００９．５．８生 牡３鹿 母 マルセイユキャット 母母 ストレイキャット ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンザクラッグ号は，平成２４年１０月１７日まで平地競走に出走できない。

セイクリッドハート号は，平成２４年１１月１７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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ジョーリコチャン号・ゼンノティソナ号・ナーゴナーゴサユリ号・ヒラルダ号・ベストオブベスト号・

マザーウィット号・メリダ号
（非抽選馬） １頭 メイショウシコウ号



２６０５３ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５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

５５ タガノミューチャン 牝２鹿 ５４ 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５０６ ―１：２４．７ ５．３�

１１ レッドアリオン 牡２鹿 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４８６ ―１：２４．８� ３．５�
８９ ウンベラータ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２５．０１� ２．９�
２２ シュンケイリ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ―１：２５．２１� ２６．２�
４４ ヒ シ ダ イ ヤ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４９２ ―１：２５．３� １５．２�
７７ テイエムヒーロー 牡２鹿 ５４ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 ４７４ ― 〃 アタマ ３．５	
３３ エ ル ス テ イ 牡２鹿 ５４ 川島 信二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４５４ ―１：２５．５１� ６４．５

８８ クリノサガルマータ 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 新冠 長浜牧場 ４４０ ―１：２６．７７ １４０．９�
６６ ラエティティア 牡２栗 ５４ 芹沢 純一鳴戸 雄一氏 目野 哲也 新ひだか 佐竹 学 ４７４ ―１：２７．２３ ４８．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２２，８０３，４００円 複勝： ２６，５０３，５００円 枠連： ６，６７０，２００円

馬連： ３５，０８１，７００円 馬単： ３０，９３５，６００円 ワイド： １５，４４０，９００円

３連複： ４６，４１６，１００円 ３連単： １１０，７１７，０００円 計： ２９４，５６８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，２４０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ７，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２２８０３４ 的中 � ３４１５９（４番人気）
複勝票数 計 ２６５０３５ 的中 � ３９８６０（４番人気）� ５３０７９（３番人気）� ６４４３１（１番人気）
枠連票数 計 ６６７０２ 的中 （１－５） ３９８７（６番人気）
馬連票数 計 ３５０８１７ 的中 �� ２１０５８（６番人気）
馬単票数 計 ３０９３５６ 的中 �� ９３３４（１３番人気）
ワイド票数 計 １５４４０９ 的中 �� ９８９４（６番人気）�� １０７８２（５番人気）�� １５８５０（２番人気）
３連複票数 計 ４６４１６１ 的中 ��� ３２９８７（３番人気）
３連単票数 計１１０７１７０ 的中 ��� １０４６８（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２５．２―３７．５―４９．７―１：０１．８―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノミューチャン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 スピニングワールド 初出走

２０１０．４．１３生 牝２鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２６０５４ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５１０ コ ラ ン ダ ム 牡３栗 ５５ 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 ５００－ ４１：１３．１ １６．５�

８１６ マストバイアイテム 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４７２＋１０ 〃 アタマ ５．６�

８１５ ワンダーゴヴェルノ 牡４栗 ５７
５４ ▲水口 優也山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３０± ０１：１３．３１� ３３．５�

６１２ ナイトレイダー �４鹿 ５７ 渡辺 薫彦�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ５０８－ ２１：１３．４� １４．１�
１１ メイショウドルセー 牡３黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ４．５�
１２ マンテンリューマ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲森 一馬小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４５０－１０１：１３．７１� １７４．９�
４８ アルドワーズ 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４３６－１６ 〃 ハナ ２５．９	
２４ ウインラーニッド 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志
ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９８＋ ２１：１３．８� ８．９�
７１３ シンボリエクレール 牡３黒鹿５５ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５３０－ ８ 〃 アタマ ７．３�
４７ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５３ 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８０－ ８１：１３．９� ４．０
７１４ キセキノハナ 牝３芦 ５３ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ６１：１４．１１� １１１．８�
５９ ジ ェ ノ ア 牝３鹿 ５３

５０ ▲菱田 裕二大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４５０－１０１：１４．３１� ６１．５�
３６ エーティーガンダム 牡４栗 ５７ 国分 恭介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ４０．５�
６１１ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８６－ ２１：１４．４クビ １３．６�
２３ クラウンカイザー 牡３黒鹿５５ 国分 優作矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 ４８４－ ６１：１５．０３� ３４．９�
３５ コーリンデヴァター 牝３鹿 ５３ 鮫島 良太伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４２２± ０１：１５．６３� ４０５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０４０，６００円 複勝： ３９，５４８，６００円 枠連： １４，８７３，９００円

馬連： ４８，２４１，７００円 馬単： ３０，６８３，１００円 ワイド： ２３，７９９，８００円

３連複： ７４，４７４，７００円 ３連単： １１４，１４４，３００円 計： ３６６，８０６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ６２０円 � ２９０円 � ７８０円 枠 連（５－８） ３，８６０円

馬 連 �� ５，２２０円 馬 単 �� １３，０９０円

ワ イ ド �� ２，２６０円 �� ４，６００円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� ４８，４７０円 ３ 連 単 ��� ２６４，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２１０４０６ 的中 � １０１０１（８番人気）
複勝票数 計 ３９５４８６ 的中 � １５９７６（８番人気）� ４０２７５（４番人気）� １２３３１（１０番人気）
枠連票数 計 １４８７３９ 的中 （５－８） ２８５１（１８番人気）
馬連票数 計 ４８２４１７ 的中 �� ６８３３（２１番人気）
馬単票数 計 ３０６８３１ 的中 �� １７３０（５５番人気）
ワイド票数 計 ２３７９９８ 的中 �� ２６１９（３０番人気）�� １２６２（５３番人気）�� ２１３８（３６番人気）
３連複票数 計 ７４４７４７ 的中 ��� １１３４（１５０番人気）
３連単票数 計１１４１４４３ 的中 ��� ３１９（８２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．０―１２．２―１２．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．６―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ラ ン ダ ム �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神１着

２００９．４．１６生 牡３栗 母 レインボールビー 母母 サンキヨーセンサー ５戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
※デイブレイク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０５５ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第７競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ ニシノテキーラ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４６４－ ６１：４６．６ １０３．５�

６１１ フェータルローズ 牝３栗 ５２ 池添 謙一兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３６± ０ 〃 クビ ３．８�
８１６ ミサソレムニス 牝３栗 ５２ 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４１６－１２ 〃 アタマ ２８．８�
５１０� レ イ テ ッ ド 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：４６．７� ８４．６�
３６ ティボリペガサス 牝５黒鹿５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７４＋ ６１：４６．９１� １８．２�
１２ アラドヴァル 牝３青 ５２ 国分 恭介吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４５０－１６１：４７．１１� ８．２�
３５ マイネアロマ 牝５黒鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４８０－ ４１：４７．２クビ ５．３	
５９ エリモベッラ 牝３青鹿５２ 渡辺 薫彦山本三津子氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４４８－ ２ 〃 クビ ３２５．０

６１２ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 福永 祐一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４７６＋１８１：４７．３クビ ４．７�
２４ アンリミテッドピサ 牝４鹿 ５５ 酒井 学市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ４１：４７．４� １６．１�
７１３ マイネマキアージュ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４２６＋ ２１：４７．５� ２５．３

４８ スピカシチー 牝３鹿 ５２ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４２８＋１６ 〃 クビ １６５．９�
１１ タガノミュルザンヌ 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３９６－１２１：４７．６� ８．５�
４７ ビコーワンダフル 牝３栗 ５２ 小林慎一郎�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４２６－ ６１：４８．７７ ２５０．１�
８１８ トーアディアマンテ 牝３鹿 ５２ 国分 優作高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４２２－ ２１：４８．９１� ５４．１�
８１７ マイオリオン 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４２８＋１２１：４９．７５ ４９．０�
７１５ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５２ 古川 吉洋山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４４６－ ４ （競走中止） １２０．９�
２３ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７４－ ６ （競走中止） １２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，４８５，４００円 複勝： ４４，８９０，６００円 枠連： ２４，２４２，２００円

馬連： ５７，５７７，６００円 馬単： ３４，９８２，１００円 ワイド： ２８，０４４，９００円

３連複： ８６，８２１，８００円 ３連単： １３６，８２５，０００円 計： ４３４，８６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，３５０円 複 勝 � ３，６２０円 � １９０円 � ８１０円 枠 連（６－７） ２，４１０円

馬 連 �� ４７，１７０円 馬 単 �� １１７，８９０円

ワ イ ド �� １０，５９０円 �� ２８，５２０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ２５５，２８０円 ３ 連 単 ��� ２，５２４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２１４８５４ 的中 � １６３６（１４番人気）
複勝票数 計 ４４８９０６ 的中 � ２６２１（１５番人気）� ８７２１６（１番人気）� １２６９３（１０番人気）
枠連票数 計 ２４２４２２ 的中 （６－７） ７４５０（９番人気）
馬連票数 計 ５７５７７６ 的中 �� ９０１（７６番人気）
馬単票数 計 ３４９８２１ 的中 �� ２１９（１６７番人気）
ワイド票数 計 ２８０４４９ 的中 �� ６４７（７２番人気）�� ２３９（１０９番人気）�� ３２３２（２７番人気）
３連複票数 計 ８６８２１８ 的中 ��� ２５１（３４２番人気）
３連単票数 計１３６８２５０ 的中 ��� ４０（２５２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．２―４７．３―５９．５―１：１１．７―１：２３．３―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９
３ ・（１３，１７）１８（４，１５）（３，１１）（２，５）（１，１２，１４）（８，６）１０，９（７，１６） ４ ・（１３，１７）（４，１８）（１５，１１）５（３，２，１２）（８，６）（１，１４）９（７，１０）１６

勝馬の
紹 介

ニシノテキーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１．１０ 京都４着

２００８．３．７生 牝４鹿 母 リーヴザマーク 母母 The Caretaker １３戦２勝 賞金 １８，７００，０００円
〔発走状況〕 マイネマキアージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ジュヴェビアン号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中

止。
プレシャスペスカ号は，最後の直線コースで，転倒した「ジュヴェビアン」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。

２６０５６ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第８競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１１ ワンダーコロアール 牡３黒鹿５４ 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム ４５６＋ ２１：５３．５ ４．０�

５６ ペガサスフラッシュ 牡４栗 ５７ 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４１８－ ２１：５４．３５ １．９�
７１０ タガノプリンス 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４５６－ ６１：５４．４� ２０．５�
６７ シゲルダイセン 牡６鹿 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７８＋ ２１：５４．６１� ８．０�
６８ バーガンディミック 牡４栗 ５７ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４４２－ ２１：５４．９２ １１．８�
２２ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 幸 英明藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ６１：５５．０クビ ３５．８�
５５ ボストンリョウマ 牡４青鹿５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７８＋ ６１：５５．３１� ３５．８	
７９ � サトノサウザー �５栗 ５７ 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４５８－１２１：５５．４� １１．５

１１ シルクコスモス �５栗 ５７ 長谷川浩大有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４５８－ ２１：５５．６１� ２３．２�
３３ シルバーチーフ 牡４芦 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４７８－ ２１：５６．７７ １７１．４�
８１２ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５４ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４９０－ ４１：５７．４４ １６１．４
４４ � ディープタッチ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６＋ ８１：５７．７２ ３２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，４０３，２００円 複勝： ３７，３３５，７００円 枠連： １２，８４４，４００円

馬連： ５０，７６０，７００円 馬単： ４１，１３１，８００円 ワイド： ２３，８２１，７００円

３連複： ７０，４１１，０００円 ３連単： １４８，１７２，４００円 計： ４０８，８８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ３７０円 枠 連（５－８） ３９０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １，３４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２４４０３２ 的中 � ４８６０８（２番人気）
複勝票数 計 ３７３３５７ 的中 � ４９２２７（３番人気）� １２４２６９（１番人気）� １７８０７（７番人気）
枠連票数 計 １２８４４４ 的中 （５－８） ２４６０３（２番人気）
馬連票数 計 ５０７６０７ 的中 �� ８１５７９（１番人気）
馬単票数 計 ４１１３１８ 的中 �� ２７６３８（４番人気）
ワイド票数 計 ２３８２１７ 的中 �� ２４８８３（２番人気）�� ３８９８（１４番人気）�� ９４５６（７番人気）
３連複票数 計 ７０４１１０ 的中 ��� １８７７１（７番人気）
３連単票数 計１４８１７２４ 的中 ��� ８１１８（３６番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１３．５―１２．１―１２．７―１３．２―１３．０―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．５―３７．０―４９．１―１：０１．８―１：１５．０―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４F５１．７―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ワンダーコロアール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１２．３．１７ 阪神９着

２００９．３．２７生 牡３黒鹿 母 ワンダーマドンナ 母母 アラマサブレーヴ ５戦２勝 賞金 １１，８００，０００円



２６０５７ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第９競走 ��１，６００�
み の お

箕 面 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３０．７

良

良

７１０ ヴァリアシオン 牡３鹿 ５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０－１４１：３３．８ １３．５�

８１２ タガノリバレンス 牡３鹿 ５５ 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８２－ ８１：３４．０１� ３．１�

２２ � タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 和田 竜二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 ５０２＋１６１：３４．１� １２．５�

３３ � タマモマーブル �４栗 ５７ 川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７０－ ８１：３４．２� １８．２�
８１３ アルトゥバン 牡４栗 ５７ 高倉 稜�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ７０．０�
７１１ ディアエンデバー 牡６黒鹿５７ 高田 潤寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４ 〃 ハナ ７６．５	
４５ ク ロ ー チ ェ 牡３栗 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ２ 〃 クビ ３．１

６９ カレンデイムーン 牡４栗 ５７ 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ５．０�
５７ ゴーゴークリス 牡３青鹿５５ 中井 裕二加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４５２－ ６１：３４．６２� １４４．５�
６８ マイネルユリウス 牡３黒鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 青森 石田 英機 ５１２＋ ６１：３４．８１ ２２．０
４４ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４ 〃 クビ １１．２�
５６ アルティメイト 牝３青鹿５３ 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４３０± ０１：３４．９� ８２．４�
１１ 	 レッドグルーヴァー 牡３芦 ５５ 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm ４７２＋ ２１：３５．９６ ４８．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，４１２，７００円 複勝： ５０，７５７，５００円 枠連： １８，２７０，０００円

馬連： ８５，８５２，３００円 馬単： ５４，４８６，９００円 ワイド： ３４，４３６，２００円

３連複： １０９，４７２，２００円 ３連単： ２１０，４５８，３００円 計： ５９３，１４６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ３４０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（７－８） １，５８０円

馬 連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� １，７６０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ６，４１０円 ３ 連 単 ��� ４５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２９４１２７ 的中 � １７２４４（６番人気）
複勝票数 計 ５０７５７５ 的中 � ３４２６７（７番人気）� ９６８２２（２番人気）� ５２０２２（４番人気）
枠連票数 計 １８２７００ 的中 （７－８） ８５４６（７番人気）
馬連票数 計 ８５８５２３ 的中 �� ３１５０５（８番人気）
馬単票数 計 ５４４８６９ 的中 �� ７９９１（２４番人気）
ワイド票数 計 ３４４３６２ 的中 �� １０９８３（８番人気）�� ４６１０（２２番人気）�� １３１８２（５番人気）
３連複票数 計１０９４７２２ 的中 ��� １２６１９（２２番人気）
３連単票数 計２１０４５８３ 的中 ��� ３４３９（１４８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．６―１２．１―１１．９―１１．３―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．５―４７．６―５９．５―１：１０．８―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァリアシオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．１１．２６ 東京１着

２００９．３．２０生 牡３鹿 母 スワンプリンセス 母母 Fairy Footsteps ７戦２勝 賞金 １９，５６９，０００円
〔制裁〕 ターフェル号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔その他〕 ターフェル号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出走取消馬 ゴットラウディー号（疾病〔左肩跛行〕のため）

２６０５８ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第１０競走 ��２，０００�
み ま さ か

美 作 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下，２３．９．１７以降２４．９．９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

美作市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

１１ レインフォール 牡３芦 ５３ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 ４３２－ ４２：０２．３ ２．７�

２２ マイネオーチャード 牝４栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ４．７�

８１２ サフランディライト 牡４鹿 ５５ 川須 栄彦海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８４－ ４２：０２．６１� ６．９�
６８ マーブルデイビー 牡６栗 ５１ 中井 裕二下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４８６＋ ２２：０２．９２ １７７．５�
４４ スーパーオービット 牡６鹿 ５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５６± ０２：０３．０� ２１．３�
６９ グッドバニヤン 牡７栃栗５５ 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ４３．５�
４５ ゴールドブライアン 牡４青鹿５６ 松山 弘平杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ４．５	
７１１ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５６ 藤岡 佑介兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５８－１２２：０３．１クビ ４１．１

５６ スペシャルピース 牝４栗 ５２ 酒井 学�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４７６＋１０ 〃 ハナ ２３．９�
３３ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５０ 高倉 稜飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４６０＋ ８２：０３．２� １９１．７
７１０ シャイニーブレーヴ 牡５栗 ５４ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４５８± ０２：０３．４１� ２８．０�
５７ アントニオピサ 牡３鹿 ５３ 川田 将雅市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－２６２：０３．５� ８．５�

（１２頭）
８１３ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５４ 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３５，０６９，５００円 複勝： ５２，３１６，４００円 枠連： ２２，３４４，７００円

馬連： １０６，３９３，５００円 馬単： ７０，４３３，１００円 ワイド： ４０，７４２，９００円

３連複： １４１，３４５，７００円 ３連単： ２８６，５６４，８００円 計： ７５５，２１０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（１－２） ６００円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ４２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ４，０７０円

票 数

単勝票数 差引計 ３５０６９５（返還計 １８２） 的中 � １０６１９５（１番人気）
複勝票数 差引計 ５２３１６４（返還計 １５５） 的中 � １２１０６０（１番人気）� １１１６３４（２番人気）� ５９５７２（４番人気）
枠連票数 差引計 ２２３４４７（返還計 １７） 的中 （１－２） ２７５１４（１番人気）
馬連票数 差引計１０６３９３５（返還計 ８２３） 的中 �� １３８８６２（１番人気）
馬単票数 差引計 ７０４３３１（返還計 ４３２） 的中 �� ５６７５３（１番人気）
ワイド票数 差引計 ４０７４２９（返還計 ３５９） 的中 �� ３８７４９（１番人気）�� ２３３１３（４番人気）�� ２０７７０（５番人気）
３連複票数 差引計１４１３４５７（返還計 ２１３９） 的中 ��� ９０６１４（２番人気）
３連単票数 差引計２８６５６４８（返還計 ３３２７） 的中 ��� ５２０７４（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．５―３７．７―５０．７―１：０３．５―１：１６．１―１：２８．２―１：３９．７―１：５０．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レインフォール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１２．２．２５ 阪神１着

２００９．３．２７生 牡３芦 母 エヴァソーライトリー 母母 Quixotic Lady ４戦３勝 賞金 ３０，４５６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔出走取消〕 ヒカリトリトン号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出走取消馬 ゲットアヘッド号（疾病〔左肩跛行〕のため）

２レース目



２６０５９ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５日 第１１競走 ��１，４００�
ちゅうしゅう

仲秋ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）

３歳以上，１，６００万円以下，２３．９．１７以降２４．９．９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

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６８ カネトシディオス 牡５黒鹿５６ 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４６＋ ２１：２１．３ ３．５�

６７ カラフルデイズ 牝４栗 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋１２１：２１．５１� ３０．０�

２２ ウエストエンド 牡４鹿 ５３ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２± ０ 〃 クビ ９．５�

４４ イチオクノホシ 牝３芦 ５３ 松山 弘平�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８ 〃 ハナ ２．５�
７１０ ユメノキラメキ 牝５栗 ５２ 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８６＋１２１：２１．６クビ ３０．１�
８１２ ダノンフェアリー 牡４鹿 ５７．５ 川田 将雅�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ５０２－ ２１：２１．７� ６．８	
５６ メモリアルイヤー 牝４栗 ５５ 小牧 太西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４８４＋ ２ 〃 クビ １１．０

８１１ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５６ 秋山真一郎中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５０２＋ ６１：２１．９１ ２６．１�
５５ マイネルエデン 牡６鹿 ５４ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ １１６．８�
７９ � ブルーデインヒル 牡７鹿 ５４ 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 米 Britton House

Stud Ltd. ５００± ０１：２２．１１ ８２．１
３３ タ バ ル ナ 牡５鹿 ５５ 幸 英明前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ２１：２２．３１� １２．０�
１１ ラルティスタ 牝５黒鹿５１ 高倉 稜有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４２６－ ６１：２２．６２ ６４．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５０，１１２，４００円 複勝： ６５，２０３，４００円 枠連： ３５，８６２，３００円

馬連： １９５，２４５，０００円 馬単： １２０，３９８，０００円 ワイド： ６５，２３１，２００円

３連複： ２５６，１３３，３００円 ３連単： ５９２，２３４，９００円 計： １，３８０，４２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ５１０円 � ３００円 枠 連（６－６） ５，３４０円

馬 連 �� ５，４２０円 馬 単 �� ８，０００円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� ６５０円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� １２，４００円 ３ 連 単 ��� ７８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ５０１１２４ 的中 � １１４４７２（２番人気）
複勝票数 計 ６５２０３４ 的中 � １５００９２（２番人気）� ２６４６３（８番人気）� ５１６７１（５番人気）
枠連票数 計 ３５８６２３ 的中 （６－６） ４９５８（１９番人気）
馬連票数 計１９５２４５０ 的中 �� ２６６１３（２１番人気）
馬単票数 計１２０３９８０ 的中 �� １１１１２（２５番人気）
ワイド票数 計 ６５２３１２ 的中 �� １２８２８（１４番人気）�� ２６３２４（６番人気）�� ６８００（２７番人気）
３連複票数 計２５６１３３３ 的中 ��� １５２５３（４３番人気）
３連単票数 計５９２２３４９ 的中 ��� ５５７８（２２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．５―１１．９―１１．５―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．２―４７．１―５８．６―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシディオス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．８．２２ 札幌３着

２００７．４．１４生 牡５黒鹿 母 カネトシディザイア 母母 ゴーンプロフェッショナル ３０戦５勝 賞金 １２７，６６４，０００円
〔騎手変更〕 ケンブリッジエル号の騎手北村友一は，第７競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。

２６０６０ ９月１７日 晴 良 （２４阪神４）第５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

５１０ リリーファイアー 牡４鹿 ５７ 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９８－ ２１：２４．９ ６．８�

７１３ ユウキマリアッチ 牝４鹿 ５５ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９２＋ ４１：２５．２１� ４．９�
４７ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ２１：２５．３� ４．１�
５９ カネトシリープイン 牡４芦 ５７ 松田 大作兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６４－ ８１：２５．６２ ４８．７�
２３ タ ビ ト 牡４鹿 ５７ 和田 竜二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４９２－ ６１：２５．７� １９．５�
６１１ シゲルケンシン 牡５鹿 ５７ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４７０－ ９１：２５．９� １０．６�
８１５ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４７８－１０１：２６．０� １５．５�
３６ サウンドレーサー 牡３黒鹿５５ 福永 祐一増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４５６－ ４１：２６．１� ３．５	
８１６ ヴイブラッド 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４７０＋ ２１：２６．５２� １０７．１

１１ ハクユウシャンティ 牡３黒鹿５５ 川須 栄彦 �H.Iコーポレーション 武 宏平 新ひだか 田原橋本牧場 ４７０± ０１：２６．８１� １９５．２�
６１２ レジオンドヌール 牝３芦 ５３

５０ ▲藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前川牧場 ４６８＋１８１：２６．９� ６２．３
１２ サンライズシャトー 牡３栗 ５５ 小坂 忠士松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６２± ０１：２７．２１� １７６．４�
２４ � ブラックアース 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４９４－ ６１：２７．５１� １９３．７�
４８ スズカベラミー 牝５栗 ５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７２＋２０１：３２．８大差 １５．１�
３５ クルクルリンクル 牝３黒鹿５３ 酒井 学小田切 光氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０－ ４１：３６．２大差 ４３．８�
７１４ マッシヴリーダー 牡４栗 ５７

５４ ▲菱田 裕二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７２＋ ７ （競走中止） ８３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，１４０，４００円 複勝： ５４，６７５，０００円 枠連： ２８，９９８，１００円

馬連： １１２，３０３，３００円 馬単： ７０，０２１，５００円 ワイド： ４７，８５５，９００円

３連複： １６２，２４７，１００円 ３連単： ３１３，６３３，６００円 計： ８２９，８７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（５－７） １，２５０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ７１０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４０１４０４ 的中 � ４６５８０（４番人気）
複勝票数 計 ５４６７５０ 的中 � ５９７０９（４番人気）� ９５８１９（２番人気）� ８２３１７（３番人気）
枠連票数 計 ２８９９８１ 的中 （５－７） １７２１２（５番人気）
馬連票数 計１１２３０３３ 的中 �� ５３４５０（６番人気）
馬単票数 計 ７００２１５ 的中 �� １７５６７（９番人気）
ワイド票数 計 ４７８５５９ 的中 �� ２１３８６（４番人気）�� １５６８８（７番人気）�� ３８６３９（２番人気）
３連複票数 計１６２２４７１ 的中 ��� ５００７４（４番人気）
３連単票数 計３１３６３３６ 的中 ��� １６３５０（２４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．４―１２．３―１２．８―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３４．０―４６．３―５９．１―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーファイアー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１０．８．２２ 小倉３着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation ２１戦３勝 賞金 ３８，５４０，０００円
〔騎手変更〕 ヴイブラッド号の騎手北村友一は，第７競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
〔競走中止〕 マッシヴリーダー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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〕 スズカベラミー号・クルクルリンクル号は，平成２４年１０月１７日まで平地競走に出走できない。

４レース目



（２４阪神４）第５日 ９月１７日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８０，０５０，０００円
２，０８０，０００円
７，４９０，０００円
１，４００，０００円
１６，０００，０００円
５１，６３１，７５０円
４，３１６，０００円
１，５９３，６００円

勝馬投票券売得金
３１９，０９６，８００円
５３７，５８９，４００円
２０８，３６０，９００円
８３７，７３４，２００円
５６７，６１２，５００円
３６１，６０６，７００円
１，１７２，２４８，１００円
２，３２６，８２３，７００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 ６，３３１，０７２，３００円

総入場人員 １５，０９６名 （有料入場人員 １４，０７７名）


