
２７００２ ９月１４日 晴 良 （２０阪神４）第１日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

８１１ リーチコンセンサス 牝２鹿 ５４
５２ △藤岡 康太 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：２１．９ ２．３�

５６ マイネレーヌ 牝２鹿 ５４ 武 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム ４６０± ０１：２２．０� ４．９�

６８ マルラニビスティー 牝２鹿 ５４ 福永 祐一備前島敏子氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４２４－１０１：２２．２１ ２．６�
８１２ シゲルキリガミネ 牝２青 ５４ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４５８± ０１：２２．７３ ２９．６�
６７ マイネチャペル 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４３２＋ ４１：２２．９１� ２１．７�
２２ デンタルマロン 牝２栗 ５４ 小牧 太安田 光則氏 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４１６＋ ４１：２３．１１� １１．８	
５５ カバードブリッジ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４３４＋ ４１：２３．２� ８１．１

４４ ウインドローザ 牝２鹿 ５４ 上村 洋行福原 正博氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４４４－１２１：２３．４１� １７４．７�
３３ シゲルアオバサン 牝２鹿 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 服部 利之 新冠 ハシモトフアーム ４１６＋ ４１：２３．６１� １４３．２�
１１ ファインラヴ 牝２鹿 ５４ 中村 将之岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 ミルファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ １７８．１
７９ ビバオーケストラ 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４２４－ ４１：２４．０２� ４６．０�
７１０ クラリネットポルカ 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健 �荻伏服部牧場 坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４４６＋１０１：２４．３２ １８９．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，９７７，５００円 複勝： ３０，３５７，８００円 枠連： １４，１００，６００円

普通馬連： ４９，８２２，４００円 馬単： ４９，５５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８９４，９００円

３連複： ６４，３８７，８００円 ３連単： １３３，８０１，９００円 計： ３７８，８９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（５－８） ５８０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １５０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 ��� ２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １８９７７５ 的中 � ６６８７２（１番人気）
複勝票数 計 ３０３５７８ 的中 � ８３５５１（２番人気）� ４１７５２（３番人気）� １１４２４９（１番人気）
枠連票数 計 １４１００６ 的中 （５－８） １８２３０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４９８２２４ 的中 �� ５８６５０（２番人気）
馬単票数 計 ４９５５５９ 的中 �� ３６１８６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８９４９ 的中 �� ２０１５３（２番人気）�� ３５４７０（１番人気）�� １７９１０（３番人気）
３連複票数 計 ６４３８７８ 的中 ��� １３３４８２（１番人気）
３連単票数 計１３３８０１９ 的中 ��� ４５０９１（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．２―１１．４―１１．５―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．２―４５．６―５７．１―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．３
３ ・（６，３）（９，１１）（２，５）（７，８）（４，１２）－１＝１０ ４ ・（６，１１）（３，９，８）（２，５）（７，１２）４－１＝１０

勝馬の
紹 介

リーチコンセンサス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１６ 小倉２着

２００６．４．２３生 牝２鹿 母 インディスユニゾン 母母 ラスティックベル ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円


