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26061 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55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
1：23．5
1：23．1

重
重

35 メイショウシンシア 牡2鹿 54 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 430－ 41：26．6 10．6�
510 ゼンノロンゴ 牡2鹿 54 福永 祐一大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 488± 01：26．7� 1．6�
59 ニシノナーガ 牡2黒鹿 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 510－ 61：27．87 7．1�
36 パープルパルピナ 牡2鹿 54 秋山真一郎中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 472－ 21：27．9� 107．8�
612 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 494＋101：28．11 24．7�
12 テイエムロカビリー 牡2芦 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 468－ 41：28．2クビ 112．8	
611 ピンクプリンセス 牝2芦 54 岩田 康誠池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 506－ 4 〃 クビ 6．0

47 カシノクローネ 牡2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 488＋ 41：28．3� 71．1�
815 カフジホーク 牡2栗 54 国分 恭介加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 426＋ 41：28．4� 23．5�
24 ヤマノボンバー 牡2芦 54 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 448＋ 4 〃 アタマ 43．2
23 テイエムシナモン 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 442－ 61：28．5クビ 434．6�
714 シンゼンマリリン 牝2鹿 54 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 絵笛牧場 444－ 21：28．6� 354．7�
48 シ ゲ ル ウ ゴ 牡2青鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 520＋ 81：29．13 30．3�
713 ウインマティーニ 牡2鹿 54 川須 栄彦�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 446＋ 61：29．84 317．3�
816 メイショウパワフル 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 490± 01：30．33 233．2�
11 シゲルエチゼン 牡2鹿 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 460＋ 21：31．68 46．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，082，100円 複勝： 69，975，500円 枠連： 8，912，700円
馬連： 32，918，400円 馬単： 26，297，400円 ワイド： 18，521，100円
3連複： 50，711，600円 3連単： 93，768，100円 計： 320，186，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 280円 � 110円 � 190円 枠 連（3－5） 820円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，130円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 19，120円

票 数

単勝票数 計 190821 的中 � 14270（4番人気）
複勝票数 計 699755 的中 � 22233（4番人気）� 498700（1番人気）� 40472（3番人気）
枠連票数 計 89127 的中 （3－5） 8089（3番人気）
馬連票数 計 329184 的中 �� 20115（3番人気）
馬単票数 計 262974 的中 �� 5536（11番人気）
ワイド票数 計 185211 的中 �� 9074（4番人気）�� 3484（12番人気）�� 23742（2番人気）
3連複票数 計 507116 的中 ��� 18616（5番人気）
3連単票数 計 937681 的中 ��� 3621（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―13．0―12．9―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―48．6―1：01．5―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．0
3 ・（1，8，9）（14，10，11）12（2，5，13）15（3，4，16）7－6 4 ・（1，8，9，11）（14，10，12）（5，13）（2，15）（3，4）（7，16）6

勝馬の
紹 介

メイショウシンシア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2013．9．7 阪神8着

2011．3．25生 牡2鹿 母 メイショウアイリス 母母 ロ ス ケ イ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ゼンノロンゴ号の騎手福永祐一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
※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 アスカタキオン号

26062 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：46．6
1：46．0

良
良

77 ラ イ ザ ン 牡2青鹿54 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 41：48．0 2．8�
88 ロ ー ハ イ ド 牡2鹿 54 福永 祐一石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：48．53 2．8�
33 ワクワクカンヲ 牡2鹿 54 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 466＋ 21：48．92� 4．3�
89 ミンネゼンガー 牡2栗 54 和田 竜二 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 466－141：49．11� 19．4�
22 マルクナッテ 牝2栗 54

51 ▲藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 406－121：49．31� 72．2�
55 ドリームジュエリー 牡2鹿 54

53 ☆中井 裕二セゾンレースホース	 中村 均 大樹 大樹ファーム 432＋ 4 〃 ハナ 11．7

66 ジョーエクスカリバ 牡2鹿 54 古川 吉洋上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 492－ 8 〃 クビ 19．4�
11 ゼンノブローアップ 牡2青鹿54 浜中 俊大迫久美子氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 466－ 81：49．72� 11．1�
44 ダンツプライス 牡2芦 54 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新冠 タニグチ牧場 466－ 41：50．23 86．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，610，800円 複勝： 36，462，800円 枠連： 6，153，700円
馬連： 32，397，200円 馬単： 25，742，900円 ワイド： 17，347，400円
3連複： 45，461，400円 3連単： 101，672，700円 計： 285，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 190円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 計 206108 的中 � 58348（2番人気）
複勝票数 計 364628 的中 � 89288（2番人気）� 108785（1番人気）� 69891（3番人気）
枠連票数 計 61537 的中 （7－8） 13750（1番人気）
馬連票数 計 323972 的中 �� 64067（1番人気）
馬単票数 計 257429 的中 �� 24312（2番人気）
ワイド票数 計 173474 的中 �� 25294（1番人気）�� 23990（2番人気）�� 22894（3番人気）
3連複票数 計 454614 的中 ��� 86701（1番人気）
3連単票数 計1016727 的中 ��� 38135（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―12．8―12．7―12．1―11．0―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．9―49．7―1：02．4―1：14．5―1：25．5―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．5
3 7，4（1，6）2，3，8，5，9 4 ・（7，6）（1，4）（2，8）（3，9）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ イ ザ ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．9．7 阪神3着

2011．2．10生 牡2青鹿 母 ライジングクロス 母母 Woodrising 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第４回 阪神競馬 第６日



26063 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 � ベルサリエーレ 牡3鹿 56 松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita 478－101：55．1 2．1�

11 ワンダーデスタン 牡3青鹿 56
53 ▲森 一馬山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 470＋ 41：55．42 80．8�

35 クリノコトノオー 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 464－ 41：55．5クビ 29．6�
815 ビーチブレイブ 牡3芦 56 北村 友一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B498＋161：55．81� 244．2�
713 マンハッタンケイ 牡3青 56 国分 優作橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 B448－ 2 〃 クビ 25．5�
24 テイエムオデッセイ 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 438－ 61：55．9	 65．6�
48 オーケストラピット 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志	下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 450＋ 6 〃 クビ 165．1

59 メイショウヨウコウ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋101：56．0クビ 10．6�
510 ミ ラ イ エ 牝3鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 400－181：56．31� 53．7�
47 � エイシンガリレイ 牡3鹿 56 和田 竜二平井 克彦氏 沖 芳夫 愛 Smithfield

Inc 508－ 21：56．51
 12．5
611 ユニヴァーザライド 牡3鹿 56 武 豊 	社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 41：56．6� 3．3�
36 ルペールノエル 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 502－ 21：56．91� 44．5�
612 ダノンエトワール 牡3鹿 56 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 6 〃 ハナ 76．4�
23 テイエムブレイク 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 440－12 〃 クビ 280．4�
816� シ ュ ー ニ ャ 牡3鹿 54

53 ☆中井 裕二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr G
Shigemi 516 ―1：57．64 64．5�

714 アグネスリズム 牡3栗 56 幸 英明渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 468± 01：58．45 8．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，549，000円 複勝： 39，228，200円 枠連： 11，538，300円
馬連： 43，152，100円 馬単： 32，171，100円 ワイド： 24，117，100円
3連複： 61，444，200円 3連単： 111，074，000円 計： 346，274，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 2，460円 � 480円 枠 連（1－1） 18，440円

馬 連 �� 26，590円 馬 単 �� 47，870円

ワ イ ド �� 9，310円 �� 940円 �� 41，150円

3 連 複 ��� 246，450円 3 連 単 ��� 1，078，590円

票 数

単勝票数 計 235490 的中 � 91539（1番人気）
複勝票数 計 392282 的中 � 126261（1番人気）� 2823（13番人気）� 16755（7番人気）
枠連票数 計 115383 的中 （1－1） 462（29番人気）
馬連票数 計 431521 的中 �� 1198（44番人気）
馬単票数 計 321711 的中 �� 496（76番人気）
ワイド票数 計 241171 的中 �� 623（54番人気）�� 6654（9番人気）�� 140（99番人気）
3連複票数 計 614442 的中 ��� 184（228番人気）
3連単票数 計1110740 的中 ��� 76（1064番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．5―12．9―13．3―13．1―12．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．4―50．3―1：03．6―1：16．7―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベルサリエーレ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Native Prospector デビュー 2013．5．12 新潟10着

2010．4．12生 牡3鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カーヴィシャス号・メイショウメルシー号・ロードプレアデス号

26064 9月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神4）第6日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

89 � タマモショパン 牡4鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 510－ 43：18．8 1．5�
33 バードバーニング 牡3鹿 58 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 23：19．22� 12．6�
66 ニジブルーム 牡5芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 504＋103：20．05 9．2�
11 � ピンクピアリス 牝5鹿 58 黒岩 悠池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 470－ 63：22．2大差 5．4�
55 エリタージュ 牝3鹿 56 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 450＋ 23：22．83� 30．2�
78 タマモダイナミック 牡5鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 520＋ 63：24．07 19．2	
810 ソ ラ コ マ チ 牝4鹿 58 平沢 健治藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 500－ 23：35．0大差 90．3

22 ベストドロップ 牡3栗 58 中村 将之岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 63：36．17 84．0�
44 メイショウガルソン 牡6栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 浦河日成牧場 502＋123：41．3大差 45．6�
77 アドマイヤコング 牡3黒鹿58 白浜 雄造近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 480－ 4 （競走中止） 18．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，921，700円 複勝： 47，172，800円 枠連： 7，872，400円
馬連： 23，214，100円 馬単： 24，997，100円 ワイド： 13，910，500円
3連複： 34，891，800円 3連単： 91，043，000円 計： 258，023，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 210円 枠 連（3－8） 560円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 240円 �� 370円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 149217 的中 � 83461（1番人気）
複勝票数 計 471728 的中 � 328006（1番人気）� 26801（3番人気）� 22840（4番人気）
枠連票数 計 78724 的中 （3－8） 10557（3番人気）
馬連票数 計 232141 的中 �� 25813（2番人気）
馬単票数 計 249971 的中 �� 22453（2番人気）
ワイド票数 計 139105 的中 �� 16580（2番人気）�� 9307（3番人気）�� 2632（13番人気）
3連複票数 計 348918 的中 ��� 16375（5番人気）
3連単票数 計 910430 的中 ��� 15649（11番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 53．1－3F 40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1，6，9－（7，3）＝（10，8）＝5＝2，4・（1，6）－9－3＝8－7－5＝10＝2，4

�
�
・（1，6）－9，3，7＝8－10－5＝（2，4）
9，6－1，3＝8＝5＝10＝2＝4

勝馬の
紹 介

�タマモショパン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 クリスタルグリツターズ

2009．3．30生 牡4鹿 母 ノ ク タ ー ン 母母 ノーノーネヴアー 障害：5戦1勝 賞金 14，400，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 アドマイヤコング号は，9号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻出
血〕を発症。

〔その他〕 メイショウガルソン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウガルソン号・アドマイヤコング号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年10月21日まで

出走できない。



26065 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時15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
1：08．6
1：07．8

良
良

22 タガノブルグ 牡2鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452 ―1：10．9 1．9�

66 カワカミマゴコロ 牝2青鹿54 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 422 ― 〃 アタマ 14．9�
77 キタサンゲッコウ 牝2青鹿54 武 幸四郎�大野商事 鹿戸 明 日高 浜本牧場 476 ―1：11．32� 7．1�
55 アワーズヒロイン 牝2鹿 54 浜中 俊ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 428 ―1：11．72� 3．4�
88 マイネルティエラ 牡2鹿 54

53 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：11．8� 7．0	

44 シ ゲ ル オ キ 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 408 ― 〃 クビ 87．8

33 ジーブラウン 牝2鹿 54 松山 弘平�グランプリ 清水 久詞 日高 目黒牧場 410 ―1：11．9クビ 18．6�
11 ゴ ラ イ コ ウ 牝2鹿 54 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 浦河 谷口牧場 458 ―1：12．32� 48．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 17，344，600円 複勝： 25，389，700円 枠連： 発売なし
馬連： 30，786，500円 馬単： 25，679，000円 ワイド： 13，322，400円
3連複： 33，493，300円 3連単： 99，485，000円 計： 245，500，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 270円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 610円 �� 280円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 173446 的中 � 71940（1番人気）
複勝票数 計 253897 的中 � 119892（1番人気）� 14117（5番人気）� 25318（4番人気）
馬連票数 計 307865 的中 �� 17064（6番人気）
馬単票数 計 256790 的中 �� 11532（5番人気）
ワイド票数 計 133224 的中 �� 5056（8番人気）�� 13680（2番人気）�� 4652（11番人気）
3連複票数 計 334933 的中 ��� 11328（8番人気）
3連単票数 計 994850 的中 ��� 8808（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―11．9―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．1―48．0―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノブルグ 
�
父 ヨハネスブルグ 

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．3．18生 牡2鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26066 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時45分 （ダート・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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

711 スマートダイバー 牡2栗 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 480 ―1：55．7 3．4�
610 クァンタムギア 牡2黒鹿54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 平取 清水牧場 472 ―1：55．91 2．5�
46 タマモホルン 牡2鹿 54 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 488 ―1：56．0� 6．9�
57 ローゼロッセ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二近藤 克麿氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 25．3�
58 メイショウイチオシ 牡2黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 512 ―1：56．1クビ 21．8�
813 ワードイズボンド 牡2青 54 松田 大作宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 528 ―1：56．2� 22．1	

（ゴッドブレイク）

814	 エアスワッグ 牡2鹿 54 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Pin Oak
Stud, LLC 496 ―1：56．83� 6．5


34 イノセンテス 牡2鹿 54 松山 弘平小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 456 ―1：57．43� 59．6�
33 マイネルプレセンテ 牡2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 454 ―1：57．61
 63．9
11 プレスアテンション 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502 ―1：58．55 53．5�

712 キスザブライド 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 斉藤 安行 450 ―2：00．2大差 373．0�
45 	 アスターカウンティ 牡2鹿 54 小牧 太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Glencrest

Farm LLC 470 ―2：00．3� 23．1�
22 モーントシャイン 牝2鹿 54 浜中 俊岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 藤川フアーム 466 ―2：03．7大差 74．0�
69 ナムラマサシゲ 牡2栗 54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 470 ―2：04．65 46．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，769，800円 複勝： 31，635，000円 枠連： 12，120，700円
馬連： 40，240，600円 馬単： 28，316，700円 ワイド： 21，073，200円
3連複： 52，973，800円 3連単： 90，417，800円 計： 298，547，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 200円 �� 400円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 217698 的中 � 50912（2番人気）
複勝票数 計 316350 的中 � 53380（2番人気）� 100927（1番人気）� 38101（4番人気）
枠連票数 計 121207 的中 （6－7） 23117（1番人気）
馬連票数 計 402406 的中 �� 70442（1番人気）
馬単票数 計 283167 的中 �� 20844（2番人気）
ワイド票数 計 210732 的中 �� 31863（1番人気）�� 11752（5番人気）�� 13287（3番人気）
3連複票数 計 529738 的中 ��� 35718（2番人気）
3連単票数 計 904178 的中 ��� 13927（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―14．2―13．2―12．9―12．8―12．5―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．5―51．7―1：04．6―1：17．4―1：29．9―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートダイバー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2011．2．14生 牡2栗 母 ウッドウインド 母母 ポールトゥウィン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーントシャイン号・ナムラマサシゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月21日まで平地競走に出走できない。



26067 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 � スミデロキャニオン 牡4鹿 57 幸 英明吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450± 01：58．9 4．5�
24 ゴールドテーラー 牝3栗 52 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 420＋ 81：59．0� 3．3�
714 ダンツクロノス 牡3鹿 54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 506－ 21：59．31� 13．8�
713 ステイザコース �3栗 54 池添 謙一有限会社シルク西浦 勝一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：59．51	 3．9�
510� アドマイヤアロング 牝5黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480－ 41：59．92
 57．9�
35 スイートリリック 牝3栗 52 高倉 稜伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 440－ 2 〃 ハナ 141．3�
47 キングデザイヤー 牡3黒鹿54 松田 大作山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 494＋ 8 〃 ハナ 19．8	
48 フレイムコード 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志
イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 474＋16 〃 クビ 12．5�
12 マイアミムーン 牡3黒鹿54 四位 洋文吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 466－ 82：00．75 61．0�
815 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 国分 優作ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 430＋ 62：00．8クビ 48．1�
36 レッドシェリフ 牡5栗 57 北村 友一 東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 37．7�
612 ケルンフォーティー 牡4栗 57 藤田 伸二谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 452＋ 2 〃 ハナ 15．2�
611 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 藤岡 康太
ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 480＋ 22：00．9クビ 33．4�
816 ネオリアライズ �5鹿 57 国分 恭介橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 478＋ 42：01．11	 11．5�
23 メイショウデビッド �4鹿 57 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 470＋ 82：01．2
 259．3�
59 � ビコーワンダフル 牝4栗 55 佐久間寛志
レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 440± 02：02．58 533．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，235，700円 複勝： 44，518，700円 枠連： 16，828，400円
馬連： 57，116，200円 馬単： 35，693，000円 ワイド： 28，383，400円
3連複： 77，978，700円 3連単： 127，416，200円 計： 413，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 150円 � 260円 枠 連（1－2） 790円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 360円 �� 900円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 10，950円

票 数

単勝票数 計 252357 的中 � 44233（3番人気）
複勝票数 計 445187 的中 � 73689（3番人気）� 93399（1番人気）� 37151（4番人気）
枠連票数 計 168284 的中 （1－2） 15776（3番人気）
馬連票数 計 571162 的中 �� 50066（2番人気）
馬単票数 計 356930 的中 �� 14506（5番人気）
ワイド票数 計 283834 的中 �� 21126（2番人気）�� 7346（9番人気）�� 11054（4番人気）
3連複票数 計 779787 的中 ��� 23386（3番人気）
3連単票数 計1274162 的中 ��� 8592（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．2―12．0―11．9―11．9―11．9―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．4―47．4―59．3―1：11．2―1：23．1―1：34．9―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8
1
3
11，8（9，12）（1，10，16）（4，13）（3，7）6（5，14）＝2，15・（11，8）－（10，9，12）（1，13，16）4（3，7）（6，14）5－2－15

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

勝馬の
紹 介

�スミデロキャニオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto

2009．8．19生 牡4鹿 母 ダ フ ィ ー ナ 母母 Dafayna 6戦1勝 賞金 7，920，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ネオリアライズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

26068 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第8競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

24 エイコーンパス 牡4栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 42：05．9 2．1�

510 クレスコモア 牡3黒鹿54 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 512－102：06．43 4．3�
12 スタンドバイミー 牡4鹿 57 岩田 康誠石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 454－ 42：06．61 12．6�
47 タイガーシード 牡4黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 504± 0 〃 アタマ 11．0�
59 ナムララオウ 牡3栗 54 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500－ 22：07．02� 15．7�
611 ペガサスフラッシュ 牡5栗 57

54 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 416－ 82：07．1� 30．4�
35 アラタシャチョウ 牡3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 	ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 536－ 42：07．2� 137．2

48 ア ザ ゼ ル 牡3青鹿54 幸 英明前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 484± 02：07．3� 28．1�
816 クリビツテンギョ 牡4栗 57 川須 栄彦�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480＋ 22：07．51� 14．9
23 リ ノ ワ ー ル 牝3青鹿52 国分 優作 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 456± 02：07．71� 200．6�
815 テイエムクロジシ 牡3青 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 458＋ 2 〃 ハナ 617．8�
714 レッドサクセサー 牡3青鹿54 浜中 俊 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 534－ 42：07．91� 7．6�
612 バイオレットムーン 牡3栗 54

51 ▲城戸 義政池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 510－ 82：08．21� 199．7�
11 ジェットブリット 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣	G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 570＋ 32：08．51� 245．0�
36 ペガサスムーン 牡3鹿 54 高倉 稜名古屋競馬	 清水 久詞 平取 北島牧場 524－122：09．45 109．0�
713 ワンダープロフィー 牡3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 460－ 82：11．6大差 360．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，358，000円 複勝： 49，063，400円 枠連： 15，840，400円
馬連： 63，318，800円 馬単： 40，682，000円 ワイド： 31，277，600円
3連複： 82，369，900円 3連単： 150，232，600円 計： 460，142，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 260円 枠 連（2－5） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 200円 �� 430円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 273580 的中 � 106503（1番人気）
複勝票数 計 490634 的中 � 145939（1番人気）� 88709（2番人気）� 34750（5番人気）
枠連票数 計 158404 的中 （2－5） 32851（1番人気）
馬連票数 計 633188 的中 �� 120487（1番人気）
馬単票数 計 406820 的中 �� 47436（1番人気）
ワイド票数 計 312776 的中 �� 47944（1番人気）�� 16861（3番人気）�� 10308（7番人気）
3連複票数 計 823699 的中 ��� 55450（2番人気）
3連単票数 計1502326 的中 ��� 35947（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―11．8―13．4―12．8―12．7―12．6―12．6―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―36．5―49．9―1：02．7―1：15．4―1：28．0―1：40．6―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
10，11（2，16）（8，13，14）（4，5）7（1，3）（12，15）（6，9）
10（11，16）（2，14）8（4，7）9，5，13（1，3）（12，15）6

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

勝馬の
紹 介

エイコーンパス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．2．18 京都2着

2009．3．26生 牡4栗 母 エイコーンリング 母母 サンデーエイコーン 13戦3勝 賞金 28，720，000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 クリノバトゥーラ号



26069 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

33 ウインスプラッシュ 牡2鹿 54 中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 470± 01：22．2 10．7�
810 クールジョジョ 牝2黒鹿54 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 426－ 4 〃 アタマ 59．5�
66 モズハツコイ 牝2芦 54 浜中 俊北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 454－ 81：22．51� 2．6�
811 スナークマスカラス 牡2栗 54 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 466＋ 81：22．6	 4．4�
79 ナムラアッパー 牡2鹿 54 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 414＋201：22．81
 20．2�
44 ラ ヴ ィ ー ネ 牝2芦 54 福永 祐一 	社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 446－ 41：22．9� 3．9

11 ウ メ 牝2栗 54 武 豊副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 448＋ 21：23．0	 11．0�
67 イ ス ル ギ 牝2黒鹿54 岩田 康誠荒木隆之介氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 410＋ 61：23．1	 10．1�
78 サ ン グ ラ ス 牡2青鹿54 田中 博康玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 486± 0 〃 クビ 67．0
55 カシノヒカル 牡2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 440－ 61：23．31	 43．3�
22 � キ ン コ バ ン 牡2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 468＋ 81：23．4クビ 149．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，299，900円 複勝： 59，112，700円 枠連： 15，016，800円
馬連： 78，164，200円 馬単： 51，654，200円 ワイド： 34，410，700円
3連複： 96，457，200円 3連単： 211，801，000円 計： 580，916，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 260円 � 930円 � 140円 枠 連（3－8） 2，150円

馬 連 �� 21，930円 馬 単 �� 41，990円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 440円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 17，560円 3 連 単 ��� 177，030円

票 数

単勝票数 計 342999 的中 � 25420（5番人気）
複勝票数 計 591127 的中 � 55094（5番人気）� 11850（9番人気）� 155673（1番人気）
枠連票数 計 150168 的中 （3－8） 5159（10番人気）
馬連票数 計 781642 的中 �� 2631（36番人気）
馬単票数 計 516542 的中 �� 908（67番人気）
ワイド票数 計 344107 的中 �� 1710（36番人気）�� 21379（5番人気）�� 3606（22番人気）
3連複票数 計 964572 的中 ��� 4056（45番人気）
3連単票数 計2118010 的中 ��� 883（341番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．1―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．6―47．7―59．2―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインスプラッシュ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．16 阪神4着

2011．4．2生 牡2鹿 母 デルフィーネ 母母 スルーミーナウ 5戦2勝 賞金 27，390，000円

26070 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第10競走 ��
��1，800�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

57 スマートレイアー 牝3芦 52 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 462－ 81：44．8 1．8�
34 エアジェルブロワ 牝4黒鹿55 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 478－ 41：45．01� 9．5�
58 イリュミナンス 牝3鹿 52 福永 祐一中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474± 01：45．1� 5．1�
46 アドマイヤギャラン 牝4青鹿55 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 486＋ 41：45．31	 6．0�
610 デルマイザナミ 牝4鹿 55 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 452－181：45．4
 53．5�
33 タガノルミナーレ 牝4黒鹿55 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 21：45．5� 161．0	
813 サンレガーロ 牝5鹿 55 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 438＋ 4 〃 クビ 24．1

45 アルアマーナ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 430± 01：45．71	 26．1�
814 ヤマニンシェリル 牝3栗 52 武 幸四郎土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468＋10 〃 ハナ 22．3
711 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 北村 友一松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 458－ 21：45．9
 30．6�
69 メイショウキラリ 牝4鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 492＋22 〃 クビ 43．6�
22 ディアマイベイビー 牝3青鹿52 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 49．5�
712 ユースティティア 牝5青鹿55 小牧 太前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 484± 01：46．11	 224．3�
11 ハイタッチクイーン 牝6栗 55 幸 英明星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454± 01：46．52� 108．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，460，000円 複勝： 92，707，400円 枠連： 29，044，400円
馬連： 126，710，900円 馬単： 82，387，300円 ワイド： 54，758，200円
3連複： 165，452，400円 3連単： 357，658，700円 計： 958，179，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 150円 枠 連（3－5） 620円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 200円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 494600 的中 � 216969（1番人気）
複勝票数 計 927074 的中 � 353503（1番人気）� 83568（4番人気）� 137807（2番人気）
枠連票数 計 290444 的中 （3－5） 35063（3番人気）
馬連票数 計1267109 的中 �� 123727（3番人気）
馬単票数 計 823873 的中 �� 54557（3番人気）
ワイド票数 計 547582 的中 �� 39159（3番人気）�� 82579（1番人気）�� 18749（6番人気）
3連複票数 計1654524 的中 ��� 106095（2番人気）
3連単票数 計3576587 的中 ��� 64667（5番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．0―11．3―12．2―12．1―11．4―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．5―45．8―58．0―1：10．1―1：21．5―1：32．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．4．7 阪神1着

2010．5．15生 牝3芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 4戦3勝 賞金 28，915，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26071 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第11競走 ��
��1，400�大阪スポーツ杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

89 キ ズ マ 牡4鹿 57 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋ 61：23．2 2．6�

11 タイセイシュバリエ 牡4芦 57 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 01：23．62� 1．6�

66 	 シゲルソウサイ 牡5鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments 508＋ 21：23．92 17．7�

810 ローブドヴルール 牝7鹿 55 岩田 康誠�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 504± 01：24．21
 17．2�
78 ケ イ ト 牝5黒鹿55 菱田 裕二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム 482＋101：24．3クビ 21．0�
55 スマイリングムーン 牝5黒鹿55 秋山真一郎吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム 492－ 21：25．04 135．1	
22 トーホウプリンセス 牝6栗 55 和田 竜二東豊物産
 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 494－16 〃 アタマ 35．8�
44 アップトゥデイト 牡3芦 55 水口 優也今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504± 0 〃 クビ 24．8�
33 ウッドシップ 牝5鹿 55 古川 吉洋小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 474－ 81：25．32 209．6
77 オースミレジスタ 牡6青鹿57 池添 謙一
オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 542－ 21：26．25 116．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，887，300円 複勝： 167，503，800円 枠連： 34，591，100円
馬連： 156，271，200円 馬単： 124，483，100円 ワイド： 53，754，200円
3連複： 185，860，200円 3連単： 638，605，900円 計： 1，413，956，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 100円 � 210円 枠 連（1－8） 140円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 120円 �� 370円 �� 290円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 計 528873 的中 � 161823（2番人気）
複勝票数 計1675038 的中 � 269323（2番人気）� 1154469（1番人気）� 59173（3番人気）
枠連票数 計 345911 的中 （1－8） 184583（1番人気）
馬連票数 計1562712 的中 �� 719593（1番人気）
馬単票数 計1244831 的中 �� 226865（2番人気）
ワイド票数 計 537542 的中 �� 178279（1番人気）�� 24946（7番人気）�� 35464（2番人気）
3連複票数 計1858602 的中 ��� 246722（2番人気）
3連単票数 計6386059 的中 ��� 244753（6番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．9―11．8―11．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．1―58．9―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 9，10（1，6）（5，8）（2，3，7）4 4 9（1，10，6）（5，8）（2，3，7）4

勝馬の
紹 介

キ ズ マ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2011．9．3 新潟1着

2009．3．12生 牡4鹿 母 ハンドオブフェイト 母母 Destiny Dance 13戦5勝 賞金 77，672，000円

26072 9月21日 晴 良 （25阪神4）第6日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

818 ウイングザムーン 牝4鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 486＋ 61：20．4 5．5�
11 レディオブオペラ 牝3黒鹿53 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492± 01：20．61� 5．2�
611 ニシノモンクス 牝3鹿 53

52 ☆中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 446－ 6 〃 クビ 6．6�
817 シンジュボシ 牝3栗 53 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 468± 01：20．81� 20．1�
816� フォーチュンスター �4鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 514－ 91：20．9	 11．7	
24 ケイティープライド 牡3鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 9．5

59 ショウリュウバイオ 牡3栗 55 福永 祐一バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋101：21．11� 22．9�
714 シャスターデイジー 牝3栗 53 高倉 稜�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 2 〃 クビ 74．7�
35 シンデレラボーイ 牡3鹿 55 藤岡 康太田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 474－16 〃 アタマ 18．7
23 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468－ 4 〃 アタマ 36．0�
510 ウインスラッガー 牡4栗 57 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 500－ 6 〃 同着 6．9�
12 アナスタシアブルー 牝4鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 484－ 61：21．2クビ 18．3�
612 モオプナツヨシ 牡3黒鹿55 松山 弘平横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 466－12 〃 アタマ 28．7�
713 ビップセレブアイ 牡5青鹿57 北村 友一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 4 〃 ハナ 109．0�
36 エメラルドヴァレー 牝5青鹿 55

52 ▲藤懸 貴志吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 438＋12 〃 クビ 18．2�
48 ロマンスリップ 牝4鹿 55 松田 大作�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B468＋101：21．51
 258．1�
715 ディアプリンセス 牝3黒鹿53 幸 英明ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 442± 01：21．81
 23．4�
47 フィボナッチ 牡3鹿 55

54 ☆菱田 裕二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462－ 4 （競走中止） 93．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，194，400円 複勝： 78，647，500円 枠連： 40，184，200円
馬連： 156，832，800円 馬単： 64，752，500円 ワイド： 61，201，300円
3連複： 193，502，800円 3連単： 308，822，700円 計： 945，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 220円 � 230円 枠 連（1－8） 810円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 720円 �� 690円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 19，940円

票 数

単勝票数 計 411944 的中 � 59963（2番人気）
複勝票数 計 786475 的中 � 109449（1番人気）� 97949（2番人気）� 87670（4番人気）
枠連票数 計 401842 的中 （1－8） 36758（1番人気）
馬連票数 計1568328 的中 �� 62242（3番人気）
馬単票数 計 647525 的中 �� 14443（3番人気）
ワイド票数 計 612013 的中 �� 21003（4番人気）�� 22129（2番人気）�� 17762（5番人気）
3連複票数 計1935028 的中 ��� 36493（2番人気）
3連単票数 計3088227 的中 ��� 11434（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．0―57．2―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．4
3 ・（1，15）（4，16）（5，17）（2，13，11）9（6，14）（10，12）（3，18）－8 4 ・（1，15，16）17（4，5）（13，11）（2，9）（14，12）（6，10，3，18）－8

勝馬の
紹 介

ウイングザムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．11．6 京都8着

2009．4．4生 牝4鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 11戦3勝 賞金 28，226，000円
〔競走中止〕 フィボナッチ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 1頭 イントゥザストーム号



（25阪神4）第6日 9月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158頭 本 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

197，240，000円
9，060，000円
1，130，000円
16，790，000円
56，060，500円
4，590，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
347，713，300円
741，417，500円
198，103，100円
841，123，000円
562，856，300円
372，077，100円
1，080，597，300円
2，381，997，700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 6，525，885，300円

総入場人員 12，930名 （有料入場人員 12，052名）
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