
２７０４９ ９月２７日 晴 良 （２０阪神４）第５日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

７９ トップカミング 牡２黒鹿５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５２＋ ２１：２２．２ １．６�

４４ ハッピーパレード 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３６＋１０１：２２．５１� ８．７�
６６ ウェザーサイド 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：２２．８２ ３６．６�
３３ アマノシーザー 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ １５．１�
６７ エーシンサニーデイ 牡２芦 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５０± ０１：２３．０１ １１．９�
８１１ セキサンダンスイン 牝２鹿 ５４ 上村 洋行�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４３８± ０１：２３．１� １７．１�
７８ マイネチャペル 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 	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± ０ 〃 クビ ３１．４

１１ テイエムダイアナ 牝２鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４４６＋ ２１：２３．２クビ ８０．６�
２２ カシノヘラクレス 牡２鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４７０＋ ４ 〃 クビ １２４．０�
５５ エリモラブリー 牡２鹿 ５４ 高橋 亮山本 敏晴氏 高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４３６－ ８１：２３．６２� １３５．８
８１０ ハリケンアスリート 牝２鹿 ５４ 武 豊小川 洋氏 佐々木晶三 日高 加藤牧場 ４７６± ０１：２３．９２ ４．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，１４１，９００円 複勝： ３７，８０１，０００円 枠連： １１，５３３，２００円

普通馬連： ４２，７７２，９００円 馬単： ４１，７３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６８９，９００円

３連複： ５２，６１１，８００円 ３連単： １０２，４７８，４００円 計： ３２０，７６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ４６０円 枠 連（４－７） ９１０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ７８０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� ６，２４０円 ３ 連 単 ��� １９，１９０円

票 数

単勝票数 計 １５１４１９ 的中 � ７６３７２（１番人気）
複勝票数 計 ３７８０１０ 的中 � ２４００９７（１番人気）� １９７８４（３番人気）� ８６５５（８番人気）
枠連票数 計 １１５３３２ 的中 （４－７） ９３９２（４番人気）
普通馬連票数 計 ４２７７２９ 的中 �� ３４０５０（３番人気）
馬単票数 計 ４１７３３１ 的中 �� ２３６２４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６８９９ 的中 �� １２８９８（３番人気）�� ５１７９（８番人気）�� １３７１（２７番人気）
３連複票数 計 ５２６１１８ 的中 ��� ６２３２（２１番人気）
３連単票数 計１０２４７８４ 的中 ��� ３９４２（６１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．７―１１．９―１１．７―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．４―５９．１―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップカミング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．８．１０ 小倉２着

２００６．４．１０生 牡２黒鹿 母 レッドヴィーナス 母母 イースタンガバナー ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円


