
２７０７３１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

４７ グレープブランデー 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５２２± ０１：５５．４ １．９�

６１２ ダートムーア 牝２鹿 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：５５．６１� ３．９�
３６ ナムラカンタベリー 牡２鹿 ５５ 酒井 学奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１８＋ ６１：５６．４５ ２２３．８�
１１ ヒデノオーカン 牡２青鹿５５ 渡辺 薫彦大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド ４６２＋ ２１：５７．０３� ３０．１�
７１４ トーホウジャパン 牡２栗 ５５ 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８０－ ２１：５７．３１� ８．８�
５９ カシノウィンド 牡２青鹿５５ 赤木高太郎柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４５６－ ２ 〃 ハナ ６７．６	
６１１ チーフミッチー 牝２黒鹿５４ 松田 大作北村実地子氏 小原伊佐美 新ひだか タガミファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ６７．４

１２ キョウワオリオン 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４８２＋ ４１：５７．７２� ７．３�
７１３ フレンドハーバー 牡２鹿 ５５ 幸 英明戸山 昌彦氏 坪 憲章 平取 中川 隆 ４９０＋ ２１：５７．８� ２３８．７�
３５ キンショーノドン 牡２栗 ５５ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 新冠 坂元 芳春 ４８６－ ２１：５８．１１� ９０．９
２４ ア ラ ン ロ ド 牝２栗 ５４ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４２６－ ４１：５８．２� ５１．８�
８１５ タイセイソルジャー 牡２鹿 ５５ 小牧 太田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３６－ ２１：５８．３� ４８．８�
２３ クリノダイヤモンド 牝２芦 ５４

５１ ▲高倉 稜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 永村 侑 ４９０＋ ２１：５８．５１ ２１．７�
４８ アルマニャック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１６－１０ 〃 クビ ６８．０�
５１０ マイネルムジカ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７８± ０１：５８．８１� ３５．４�
８１６ マイネルハミルトン 牡２青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 パカパカ

ファーム ４６０＋ ２１：５９．０１� １４０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７７９，７００円 複勝： ３１，７８３，７００円 枠連： １３，０６２，０００円

普通馬連： ４１，１２７，９００円 馬単： ３５，７１１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３６１，９００円

３連複： ５９，７１９，２００円 ３連単： １０４，６７７，８００円 計： ３２３，２２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２，４３０円 枠 連（４－６） ３９０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ６，７３０円 �� ７，３４０円

３ 連 複 ��� １７，５４０円 ３ 連 単 ��� ３７，６３０円

票 数

単勝票数 計 １６７７９７ 的中 � ７０９３６（１番人気）
複勝票数 計 ３１７８３７ 的中 � １２４１４９（１番人気）� ５９４３３（２番人気）� １６１４（１５番人気）
枠連票数 計 １３０６２０ 的中 （４－６） ２５０２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１１２７９ 的中 �� ７６１９１（１番人気）
馬単票数 計 ３５７１１１ 的中 �� ４６７０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３６１９ 的中 �� ４０４３２（１番人気）�� ５９９（４８番人気）�� ５４９（５１番人気）
３連複票数 計 ５９７１９２ 的中 ��� ２５１４（４９番人気）
３連単票数 計１０４６７７８ 的中 ��� ２０５３（８９番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１３．４―１３．２―１３．５―１３．４―１２．９―１２．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３７．１―５０．３―１：０３．８―１：１７．２―１：３０．１―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．２
１
３

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

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

グレープブランデー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２０１０．９．２６ 阪神２着

２００８．４．１１生 牡２黒鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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） １頭 ニューブライトリー号
（非抽選馬） ３頭 タガノキズナ号・テイエムフブキオー号・ハクユウサンサン号


