
２７０６８ ９月２６日 晴 良 （２２阪神４）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５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 ７，４００，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４８ サンデーミューズ 牝３栗 ５２ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６２－ ８１：４６．８ ３．７�

８１６ ネヴァーフェイド 牝３栗 ５２ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１８＋ ２１：４７．０１� １．８�

５９ クリスマスキャロル 牝３栗 ５２
５１ ☆国分 恭介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２ 〃 クビ ３２．２�

５１０ レイナソフィア 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：４７．１クビ １３．６�
２３ カネトシスラーヴァ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４４＋ ２１：４７．５２� ９．８�
６１１ メイショウシーマ 牝５鹿 ５５ 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４３４－ ２１：４７．６� ４５１．５�
２４ ルナフライト 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４７４－１０ 〃 ハナ ２００．５	
１２ ヴェラブランカ 牝３芦 ５２ 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２４－１２ 〃 クビ １５．０

８１７ オレンジシュプール 牝５栗 ５５ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：４７．７� ４３．２�
８１５ マヤノカピオラニ 牝４栗 ５５

５２ ▲高倉 稜田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４６０＋２４１：４７．９１� ９３．４
７１４ ポーラシークエンス 牝４栗 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８ 〃 ハナ ３４．７�
７１３� サンダーセブン 牝４鹿 ５５ 幸 英明三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４２２± ０１：４８．０クビ １４５．７�
４７ ア キ ノ ラ ブ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ２６３．２�
１１ ゴッドダンシング 牝４黒鹿５５ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６０＋１４１：４８．１� ４５．６�
３５ ジョーパフューム 牝３鹿 ５２ 野元 昭嘉上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ４１０＋ ４１：４８．３１� ２９０．１�
６１２ ディープキッス 牝５鹿 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３６＋ ８ 〃 ハナ ２２．６�
３６ フォルクスオーパー 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４９４＋ ４１：４９．２５ ４０５．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２６，９８２，９００円 複勝： ４６，６４４，６００円 枠連： ２０，９６５，６００円

普通馬連： ７５，２２４，５００円 馬単： ５５，８８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９４６，１００円

３連複： １０２，８５３，５００円 ３連単： ２０５，６１５，８００円 計： ５６５，１１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（４－８） ３００円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，３５０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２６９８２９ 的中 � ５７８９８（２番人気）
複勝票数 計 ４６６４４６ 的中 � ７７３７０（２番人気）� ２１６３１９（１番人気）� １３０３６（７番人気）
枠連票数 計 ２０９６５６ 的中 （４－８） ５２２２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５２２４５ 的中 �� １９２９４１（１番人気）
馬単票数 計 ５５８８４３ 的中 �� ５８５５１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９４６１ 的中 �� ７０１８３（１番人気）�� ４４１７（１６番人気）�� ５８７０（１４番人気）
３連複票数 計１０２８５３５ 的中 ��� ３００６９（７番人気）
３連単票数 計２０５６１５８ 的中 ��� １４６４０（２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１２．６―１２．４―１２．２―１１．９―１０．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．５―４８．１―１：００．５―１：１２．７―１：２４．６―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．１
３ ６（１４，１５）（１，４）１６（２，８）（３，９）１７，１３（５，１０）（７，１１）－１２ ４ ・（６，１４）（１，１５）（４，１６）（２，８，９）（３，１７）（５，１３）１０（７，１１）１２

勝馬の
紹 介

サンデーミューズ �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．１３ 京都３着

２００７．５．２３生 牝３栗 母 スカルプトレス 母母 シンコウビューティ ４戦２勝 賞金 １４，８００，０００円


