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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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26001 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1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

12 メイショウオオラカ 牡2鹿 54
51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 430－ 41：26．2 8．7�

611� ウ リ ボ ー 牡2栗 54 武 豊冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-
les S. Giles 516＋141：26．62� 3．0�

612 ジョーアラタ 牡2鹿 54 藤田 伸二上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 472－121：26．92 8．0�
510 メイショウゲントク 牡2栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 446＋ 4 〃 ハナ 146．1�
36 ブラヴィッシモ 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480＋ 41：27．0クビ 6．7�
713� シゲルエベッサン 牡2鹿 54 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 470－ 61：27．95 13．2	
11 デンコウコハク 牝2栗 54 小林 徹弥田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 446＋ 4 〃 クビ 54．2

47 ミュトスレディ 牝2鹿 54 川島 信二小村アセットM� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 466＋ 61：28．21	 10．7�
714 トウケイファルコン 牡2栗 54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 480－ 61：28．41 7．8�
816 セ ン グ ウ 牝2栗 54 川須 栄彦重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 458± 01：28．5	 67．2
24 メ ザ ニ ン 牡2栗 54 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 浦河 小島牧場 468－ 81：28．81	 12．5�
35 ヒデノプラチナ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 410＋ 6 〃 クビ 63．3�

59 ウォーターアイリス 牝2栗 54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 444＋101：29．12 157．5�
48 ニホンピロラプター 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 442＋ 81：29．2� 32．0�
23 テイエムセキハン 牝2栗 54 畑端 省吾竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 460＋121：29．52 15．6�
815 タレントナチュラル 牝2青鹿54 菱田 裕二山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 榊原 敏明 440－ 61：29．71� 166．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，703，500円 複勝： 31，963，000円 枠連： 13，088，700円
馬連： 43，166，500円 馬単： 24，636，400円 ワイド： 24，536，200円
3連複： 65，455，000円 3連単： 86，329，700円 計： 306，879，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 210円 � 150円 � 160円 枠 連（1－6） 890円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 680円 �� 780円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 177035 的中 � 16274（5番人気）
複勝票数 計 319630 的中 � 33271（4番人気）� 61105（1番人気）� 52195（2番人気）
枠連票数 計 130887 的中 （1－6） 11279（3番人気）
馬連票数 計 431665 的中 �� 19846（4番人気）
馬単票数 計 246364 的中 �� 4888（10番人気）
ワイド票数 計 245362 的中 �� 9218（3番人気）�� 7888（7番人気）�� 13229（1番人気）
3連複票数 計 654550 的中 ��� 15535（5番人気）
3連単票数 計 863297 的中 ��� 2930（38番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．3―12．6―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．7―59．3―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．5
3 2（3，11）（6，16）（9，14）1（5，4，12）15（7，13）8，10 4 2，11（6，16）14，3（1，9）（5，12）－（7，4，15）（8，13）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウオオラカ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Kheleyf デビュー 2014．7．19 中京7着

2012．5．11生 牡2鹿 母 カネトシバニラ 母母 インシステント 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ミュトスレディ号の騎手川島信二は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エイシンサワー号・エンデヴァー号・スズミサキ号・スマートレビン号・タガノアルデ号・タカノロンシャン号

26002 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：08．6
1：07．8

良
良

36 クリノスーアンコー 牡2青鹿54 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468－ 81：09．9 12．1�
（伊）

816 ナムラマミー 牝2鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 412＋141：10．22 3．2�
59 シゲルカゼノボン 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 馬道 繁樹 484－141：10．3� 7．9�
23 グッドピアス 牝2栗 54 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 410＋ 6 〃 ハナ 24．7�
713 サフランスター 牡2黒鹿54 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 498± 01：10．4� 3．5�
11 カシノサクセス 牡2黒鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 452－ 61：10．5� 17．1�
24 マインリーバー 牡2青鹿54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 454＋ 41：10．71� 42．4	
510 マロンマロン 牝2栗 54 高倉 稜藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 01：10．91� 155．6

714 ユウキファルコン 牡2栗 54 秋山真一郎雪本 秀樹氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 398± 01：11．0クビ 163．5�
48 ペプチドアルマ 牡2黒鹿54 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 444＋ 2 〃 クビ 6．4�
35 サイクルヒッター 牡2栗 54

51 ▲城戸 義政西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 418＋ 61：11．1� 131．4
47 グロウミングティア 牝2栗 54 松山 弘平山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 堤 牧場 450＋ 21：11．2� 8．3�
611 ビップチャーチャン 牝2栗 54 藤田 伸二鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 434± 01：11．3� 96．1�
612 ローズウィップ 牝2鹿 54

51 ▲松若 風馬山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 430＋ 41：11．4クビ 249．6�
815 コウザンキサス 牝2栗 54 小林 徹弥山下 良子氏 目野 哲也 宮崎 戸田 ゆり子 462－ 21：11．71� 278．2�
12 タイキアデリナ 牝2鹿 54

51 ▲小崎 綾也�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 466＋ 81：12．12� 67．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，320，100円 複勝： 29，628，300円 枠連： 12，203，900円
馬連： 42，502，200円 馬単： 24，261，800円 ワイド： 23，992，300円
3連複： 58，136，900円 3連単： 82，729，300円 計： 290，774，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 330円 � 160円 � 230円 枠 連（3－8） 2，160円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，550円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 48，840円

票 数

単勝票数 計 173201 的中 � 11442（6番人気）
複勝票数 計 296283 的中 � 19040（6番人気）� 60695（1番人気）� 32127（5番人気）
枠連票数 計 122039 的中 （3－8） 4369（10番人気）
馬連票数 計 425022 的中 �� 14225（9番人気）
馬単票数 計 242618 的中 �� 3332（20番人気）
ワイド票数 計 239923 的中 �� 6999（10番人気）�� 3859（20番人気）�� 8512（8番人気）
3連複票数 計 581369 的中 ��� 6323（26番人気）
3連単票数 計 827293 的中 ��� 1228（159番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―46．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノスーアンコー �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2014．8．17 小倉4着

2012．5．28生 牡2青鹿 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 2戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非当選馬） 3頭 グランソルティス号・シゲルウチワマツリ号・ダプネ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 阪神競馬 第１日



26003 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1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

11 キャンドルライト 牡3黒鹿56 幸 英明山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 534－ 61：54．9 42．0�
812 デンコウエポック 牡3鹿 56 和田 竜二田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 アタマ 8．4�
811 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 438－ 2 〃 クビ 11．9�
710 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：55．0� 4．9�
56 フ ィ ラ ー レ 牡3黒鹿56 松田 大作岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 土居 忠吉 446－ 41：55．1� 167．2�
22 エアカページ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 522± 0 〃 アタマ 2．2	
55 アフリカンブルー 牡3鹿 56 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：55．42 16．3

79 スペシャリテ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 426＋ 31：55．5� 188．4�
68 ショウナンバッハ 牡3鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 81：55．6� 11．8�
44 ドリームセンス 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也セゾンレースホース� 松元 茂樹 新冠 田渕牧場 496－ 61：55．7� 97．6
33 ゴルゴネイオン 牡3青鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：57．7大差 6．2�
67 シャイニングホープ 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B476－ 11：58．55 22．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，201，100円 複勝： 31，511，100円 枠連： 10，882，300円
馬連： 41，506，100円 馬単： 26，692，200円 ワイド： 23，076，200円
3連複： 58，099，000円 3連単： 91，335，200円 計： 306，303，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，200円 複 勝 � 1，100円 � 310円 � 300円 枠 連（1－8） 9，920円

馬 連 �� 19，030円 馬 単 �� 41，610円

ワ イ ド �� 4，880円 �� 5，860円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 51，200円 3 連 単 ��� 354，100円

票 数

単勝票数 計 232011 的中 � 4416（9番人気）
複勝票数 計 315111 的中 � 6500（9番人気）� 27965（5番人気）� 29838（4番人気）
枠連票数 計 108823 的中 （1－8） 850（20番人気）
馬連票数 計 415061 的中 �� 1690（35番人気）
馬単票数 計 266922 的中 �� 481（73番人気）
ワイド票数 計 230762 的中 �� 1202（36番人気）�� 998（41番人気）�� 5075（17番人気）
3連複票数 計 580990 的中 ��� 851（96番人気）
3連単票数 計 913352 的中 ��� 187（587番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．2―12．7―12．7―12．8―12．6―13．1―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．8―49．5―1：02．2―1：15．0―1：27．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．9
1
3
・（1，5）7（2，10）3－4－6，8（11，12）9
1，5（2，7）3（4，10）－（6，12）8，11－9

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

勝馬の
紹 介

キャンドルライト �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．26 中京13着

2011．3．6生 牡3黒鹿 母 ヤ サ ラ ム 母母 Our Wildirish Rose 3戦1勝 賞金 4，000，000円
※出走取消馬 ユニコーンバローズ号（疾病〔左前管骨々膜炎〕のため）

26004 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

818 ラガーギアチェンジ 牡3青鹿 56
54 △岩崎 翼奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 472＋ 21：33．8 6．3�

12 � サイバーロイド 牡3黒鹿56 松山 弘平山本 英俊氏 角居 勝彦 米
John D. Gunther, Eurow-
est Bloodstock Services
& Nicole Gunther

500＋ 81：34．01� 79．7�
715 リリカルホイッスル 牝3黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也有限会社シルク宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426± 0 〃 クビ 13．3�

35 アグネスジェシカ 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502＋ 21：34．53 4．7�

47 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 398± 0 〃 アタマ 4．7�

48 キ ャ ロ ル 牡3黒鹿56 菱田 裕二石川 達絵氏 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 61：34．71� 116．9	

714 ビブラビブレ 牝3黒鹿54 浜中 俊 
キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：34．8クビ 13．2�
817 メイショウエフワン 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 464± 0 〃 ハナ 7．2�
11 タイキイルソーレ 牡3黒鹿56 D．ペロヴィッチ
大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 432＋ 8 〃 クビ 84．6
（伊）

36 ヤマカツスピード 牡3鹿 56 幸 英明山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 494＋ 41：34．9	 44．2�
23 ハッピーウィンド 牝3栗 54 国分 優作馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：35．0クビ 176．5�
24 オーミバンビーナ 牝3黒鹿54 武 豊岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 454＋ 8 〃 アタマ 12．8�
612 サンバレッスン 牝3栗 54 太宰 啓介
下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 478－ 41：35．1	 38．2�
611 バトルスパート 牡3鹿 56 
島 良太寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 有限会社 大

作ステーブル B530＋ 41：35．2	 87．8�
510 ラストアタック 牡3鹿 56 北村 友一五影 慶則氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 482＋ 61：35．62	 46．7�
713 メイショウタイリン 牝3青 54 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B448＋ 21：36．13 151．7�
59 サトノパテック 牡3栗 56 岡田 祥嗣里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 B588＋ 61：36．42 121．7�
816 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 川須 栄彦吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 442＋ 6 （競走中止） 5．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，000，200円 複勝： 40，580，700円 枠連： 21，196，200円
馬連： 48，394，600円 馬単： 26，007，500円 ワイド： 28，020，500円
3連複： 70，256，400円 3連単： 92，629，900円 計： 349，086，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 1，940円 � 430円 枠 連（1－8） 4，440円

馬 連 �� 27，150円 馬 単 �� 37，870円

ワ イ ド �� 7，580円 �� 1，680円 �� 14，110円

3 連 複 ��� 137，930円 3 連 単 ��� 545，980円

票 数

単勝票数 計 220002 的中 � 27691（4番人気）
複勝票数 計 405807 的中 � 50840（4番人気）� 4653（12番人気）� 24413（7番人気）
枠連票数 計 211962 的中 （1－8） 3699（13番人気）
馬連票数 計 483946 的中 �� 1381（52番人気）
馬単票数 計 260075 的中 �� 515（87番人気）
ワイド票数 計 280205 的中 �� 944（54番人気）�� 4405（22番人気）�� 505（85番人気）
3連複票数 計 702564 的中 ��� 382（247番人気）
3連単票数 計 926299 的中 ��� 123（1102番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．2―12．0―12．0―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．0―34．2―46．2―58．2―1：09．8―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．6
3 12，13，11－（14，18）（3，5，17）（15，9）（2，4，7）（1，6）－8＝10 4 12，13（11，18）（14，5，17，9）（3，15，7）6（2，4）（1，8）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラガーギアチェンジ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．12．23 阪神5着

2011．2．27生 牡3青鹿 母 アンティックドール 母母 Antique Auction 3戦1勝 賞金 4，700，000円
〔競走中止〕 ポーリュシカポーレ号は，発走直後に外側の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ビブラビブレ号の騎手浜中俊は，後検量に遅れたことについて戒告。
※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。
（非当選馬） 1頭 ジャルディナージュ号
（非抽選馬） 2頭 ザトゥルーエアー号・ベクターイメージ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



26005 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

牝，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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

44 バ チ ス タ 牝2鹿 54 福永 祐一 P.S．スライ氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442 ―1：23．0 3．0�
68 ラ ク ア ミ 牝2栗 54

51 ▲松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460 ―1：23．1� 4．2�
56 ソ ラ ー ナ 牝2鹿 54 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 424 ―1：23．31� 10．6�
710 グランドデザイン 牝2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 462 ― 〃 ハナ 15．3�
55 シゲルシチフクジン 牝2黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426 ―1：23．61� 85．7�
79 ゼットスウィート 牝2鹿 54 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 464 ― 〃 クビ 5．9	
11 オーキャロル 牝2栗 54 森 一馬
田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 424 ―1：23．7� 71．0�
33 マヤジョワイユ 牝2鹿 54 太宰 啓介�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 448 ―1：23．8クビ 23．4�
812 ノスタルジー 牝2鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 482 ― 〃 クビ 5．2
22 ナリタアネラ 牝2鹿 54 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 406 ―1：23．9� 31．7�
67 ローズダイヤモンド 牝2鹿 54 藤岡 佑介太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 416 ―1：24．11� 81．9�
811 ジーニアスドール 牝2鹿 54 幸 英明�グランプリ 村山 明 安平 ノーザンファーム 468 ―1：25．05 18．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，368，200円 複勝： 30，722，500円 枠連： 10，753，200円
馬連： 41，865，500円 馬単： 27，422，100円 ワイド： 22，131，800円
3連複： 53，405，600円 3連単： 85，832，000円 計： 292，500，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 220円 枠 連（4－6） 580円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 250円 �� 510円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 5，600円

票 数

単勝票数 計 203682 的中 � 54188（1番人気）
複勝票数 計 307225 的中 � 76776（1番人気）� 60050（2番人気）� 26100（5番人気）
枠連票数 計 107532 的中 （4－6） 14210（1番人気）
馬連票数 計 418655 的中 �� 56639（1番人気）
馬単票数 計 274221 的中 �� 20858（1番人気）
ワイド票数 計 221318 的中 �� 25818（1番人気）�� 10417（5番人気）�� 7166（8番人気）
3連複票数 計 534056 的中 ��� 25533（3番人気）
3連単票数 計 858320 的中 ��� 11099（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―11．9―12．0―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―47．6―59．6―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．4
3 10（2，4）（3，6，9，8）（7，12，11）5，1 4 ・（10，2）4（3，6，8）9（5，7，12，11）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ チ ス タ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mineshaft 初出走

2012．2．17生 牝2鹿 母 ミネラルスプリング 母母 ユーアンミー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26006 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第6競走 ��
��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

79 � ワンダフルラスター 牡2鹿 54 浜中 俊有限会社シルク音無 秀孝 米 Spendthrift
Farm LLC 516 ―1：26．9 2．2�

55 スマートレジェンド 牡2鹿 54 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 460 ―1：27．32� 4．9�

710 グロリアバローズ 牡2鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 520 ―1：27．72� 27．9�
67 キクノコール 牡2鹿 54 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 464 ―1：28．44 29．9�
22 パワーポケット 牡2黒鹿54 菱田 裕二 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 512 ―1：28．5クビ 11．6�
811 ワンダースパイア 牡2青鹿54 福永 祐一山本 能行氏 小崎 憲 浦河 大島牧場 460 ―1：28．6� 14．3	
812 クールテンゼン 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 岡田スタツド 474 ―1：28．7	 57．1

56 ゲットクローサー 牝2青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 522 ―1：29．12� 4．9�
33 ダ ン カ ン 牡2鹿 54 秋山真一郎杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448 ―1：29．63 20．8�
11 ニホンピロヒーロー 牡2黒鹿54 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444 ―1：29．92 13．8
44 エーティーミラクル 牡2黒鹿54 太宰 啓介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 日高 加藤牧場 464 ―1：30．53� 33．4�
68 テイエムオタカラ 牝2鹿 54

51 ▲松若 風馬竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 タニグチ牧場 418 ―1：31．03 126．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，311，900円 複勝： 28，577，900円 枠連： 15，146，900円
馬連： 42，976，400円 馬単： 27，506，000円 ワイド： 23，549，700円
3連複： 53，474，000円 3連単： 88，539，500円 計： 300，082，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 450円 枠 連（5－7） 300円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，140円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 203119 的中 � 72551（1番人気）
複勝票数 計 285779 的中 � 85258（1番人気）� 47556（2番人気）� 10256（9番人気）
枠連票数 計 151469 的中 （5－7） 38696（1番人気）
馬連票数 計 429764 的中 �� 52645（2番人気）
馬単票数 計 275060 的中 �� 21634（2番人気）
ワイド票数 計 235497 的中 �� 23066（1番人気）�� 4959（15番人気）�� 2349（30番人気）
3連複票数 計 534740 的中 ��� 8134（16番人気）
3連単票数 計 885395 的中 ��� 5037（26番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．8―12．8―12．5―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―37．1―49．9―1：02．4―1：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．0
3 ・（9，10）（5，11）7，12（2，1）（6，8，4）3 4 ・（9，10）（5，11）7，12（2，1）（6，8，4）－3

勝馬の
紹 介

�ワンダフルラスター �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 Speightstown 初出走

2012．1．26生 牡2鹿 母 Greer Lynn 母母 Roll Over Baby 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※グロリアバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26007 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

58 ディープサウス 牝4青 55 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B460＋ 61：45．6 5．8�
23 ヴィンテージローズ 牝3栗 52

49 ▲松若 風馬吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 クビ 15．9�
47 カラフルブラッサム 牝4鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 476＋161：45．81� 4．5�
11 アキノクリンチ 牝3芦 52 太宰 啓介穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 456－101：46．01� 13．5�
610 プリンセスアスク 牝3青鹿 52

50 △岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 454－10 〃 クビ 7．6�
712 ブリュネット 牝4栗 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 484± 01：46．1クビ 11．0	
46 ハイキートーン 牝4栗 55 武 幸四郎
下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B448± 01：46．31� 45．3�
59 マイネリベルタス 牝3鹿 52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 4 〃 クビ 30．9�
35 アメージングムーン 牝4鹿 55 �島 良太 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 450－ 61：46．4� 73．7
611 レッドジゼル 牝4鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 478＋181：46．5� 3．1�
34 ソロデビュー 牝5黒鹿 55

52 ▲城戸 義政
フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 21：46．92� 213．4�
22 ヴァイセフラウ 牝3芦 52

49 ▲小崎 綾也�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 41：47．53� 29．5�

713 スペランツァデーア 牝3黒鹿52 D．ペロヴィッチ 吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 438＋201：47．6� 35．0�
（伊）

814 ベストセラーアスク 牝3鹿 52 浜中 俊廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 424＋ 61：48．02� 22．3�
815 カネトシキフジン 牝3黒鹿52 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396± 01：48．21� 289．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，740，800円 複勝： 49，311，600円 枠連： 16，968，200円
馬連： 67，617，100円 馬単： 34，903，100円 ワイド： 36，152，500円
3連複： 87，952，100円 3連単： 121，776，100円 計： 441，421，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 380円 � 180円 枠 連（2－5） 2，420円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 540円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 45，550円

票 数

単勝票数 計 267408 的中 � 36631（3番人気）
複勝票数 計 493116 的中 � 90909（1番人気）� 26106（7番人気）� 75589（3番人気）
枠連票数 計 169682 的中 （2－5） 5416（11番人気）
馬連票数 計 676171 的中 �� 13834（15番人気）
馬単票数 計 349031 的中 �� 3755（27番人気）
ワイド票数 計 361525 的中 �� 7563（14番人気）�� 18320（3番人気）�� 6834（16番人気）
3連複票数 計 879521 的中 ��� 11444（17番人気）
3連単票数 計1217761 的中 ��� 1938（143番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．2―12．1―12．1―12．6―11．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．8―34．0―46．1―58．2―1：10．8―1：22．3―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．8
3 10，2－5－（1，4）（3，12，14）（8，11）（9，15，13）6，7 4 10，5（1，4）（2，12，14）（3，11）（8，13）（6，9）（7，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディープサウス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Judge T C デビュー 2012．11．10 京都1着

2010．3．26生 牝4青 母 ストレイトフロムテキサス 母母 Tellum Texan 14戦2勝 賞金 34，118，000円
※ベストセラーアスク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

26008 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

48 オーキッドレイ 牝4鹿 55
52 ▲小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：33．3 3．7�
510 リオグランデ 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 41：33．51� 27．2�

24 ベアトリッツ 牝4鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426± 01：33．6	 2．8�
817 シ ュ ネ ー ル 牡3鹿 55 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：33．7	 27．4�
36 ダノンドリーム 牡5青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 464－10 〃 ハナ 34．0	
12 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 504＋ 61：33．8
 7．8

818 スズカチャンプ 牡5鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 482＋ 41：34．11
 105．4�
714 ウ メ 牝3栗 53 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B436± 0 〃 ハナ 141．2�
612 グレイスフルデイズ �4芦 57 荻野 琢真 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 ハナ 48．8
59 � エアルーヴル 牝3栗 53 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm 438± 0 〃 ハナ 95．8�
713 カワカミマゴコロ 牝3青鹿53 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 442＋181：34．2	 11．2�
611 アラタマシャトル 牡3鹿 55 D．ペロヴィッチ 荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 470＋ 6 〃 クビ 34．2�

（伊）

47 グッドレインボー 牝4鹿 55 小牧 太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 486＋ 2 〃 アタマ 15．8�
715 エリモフローラ 牝4黒鹿 55

53 △岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 474－ 61：34．3クビ 24．8�
23  エヴリシーズン 牡4鹿 57

54 ▲義 英真飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 444＋ 4 〃 クビ 73．6�
816 カレングランブルー 牡3栗 55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 442－ 61：34．4クビ 43．6�
11 メイショウルンバ 牝3栗 53 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 478－ 61：34．61� 10．5�
35 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55

52 ▲城戸 義政澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480± 01：35．87 247．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，246，400円 複勝： 46，236，200円 枠連： 22，616，600円
馬連： 69，832，800円 馬単： 38，081，700円 ワイド： 37，470，600円
3連複： 94，800，600円 3連単： 139，629，600円 計： 475，914，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 480円 � 130円 枠 連（4－5） 3，760円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 260円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 32，350円

票 数

単勝票数 計 272464 的中 � 57916（2番人気）
複勝票数 計 462362 的中 � 86954（2番人気）� 15660（9番人気）� 122621（1番人気）
枠連票数 計 226166 的中 （4－5） 4658（14番人気）
馬連票数 計 698328 的中 �� 10051（19番人気）
馬単票数 計 380817 的中 �� 3510（27番人気）
ワイド票数 計 374706 的中 �� 6299（15番人気）�� 44635（1番人気）�� 7980（10番人気）
3連複票数 計 948006 的中 ��� 17304（10番人気）
3連単票数 計1396296 的中 ��� 3129（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．7―58．6―1：09．7―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．7
3 5－10－（7，9）（8，12）（6，11）15（4，13，16）（3，1，14，18，17）－2 4 ・（5，10）17（7，9，12）（8，11）（6，15）（4，13，18）（3，1，16）14，2

勝馬の
紹 介

オーキッドレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．29 札幌3着

2010．4．29生 牝4鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 22戦3勝 賞金 43，455，000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。
（非抽選馬） 1頭 イオラニ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



26009 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第9競走 ��
��2，000�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．9．7以降26．9．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

鳥取市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

44 グレナディアーズ 牡3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：04．7 1．7�
810 ワースムーン 牡4鹿 55 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 516± 0 〃 クビ 3．9�
78 タガノプリンス 牡6鹿 55 武 豊八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 42：04．8� 12．1�
55 マズルファイヤー 牡4青鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 570＋142：05．12 9．8�
22 タイセイバスター 牡4鹿 57 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 496－102：05．63 12．2�
77 アルディエス 牡5鹿 55 幸 英明	G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 454＋ 82：05．81 35．3

33 ファーマジェンヌ 牝5黒鹿52 菱田 裕二中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 502－162：06．65 176．5�
66 オペラハット 牡3鹿 53 藤田 伸二小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446± 02：07．34 12．5�
89 コスモアケルナル 牡5栗 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 82：07．62 71．2
11 オウケンゴールド 牡3栃栗53 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 478－ 62：07．81� 25．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，092，900円 複勝： 112，729，500円 枠連： 18，574，800円
馬連： 92，917，500円 馬単： 63，828，800円 ワイド： 46，233，400円
3連複： 122，790，400円 3連単： 275，583，200円 計： 774，750，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 490円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，120円

票 数

単勝票数 計 420929 的中 � 189356（1番人気）
複勝票数 計1127295 的中 � 686182（1番人気）� 169502（2番人気）� 65138（3番人気）
枠連票数 計 185748 的中 （4－8） 48930（1番人気）
馬連票数 計 929175 的中 �� 226493（1番人気）
馬単票数 計 638288 的中 �� 95968（1番人気）
ワイド票数 計 462334 的中 �� 99736（1番人気）�� 34925（2番人気）�� 19024（8番人気）
3連複票数 計1227904 的中 ��� 115013（1番人気）
3連単票数 計2755832 的中 ��� 94085（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―13．3―12．9―13．1―12．5―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．9―49．2―1：02．1―1：15．2―1：27．7―1：39．9―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
1，2－5（4，10）8，9，3，6，7・（1，2）5，10（4，8）（3，9）6，7

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

勝馬の
紹 介

グレナディアーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．15 阪神1着

2011．1．29生 牡3鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 6戦3勝 賞金 36，770，000円
〔発走状況〕 マズルファイヤー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

26010 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

の わ き

野 分 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 ミヤビジャスパー 牡3鹿 54 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 496± 01：46．2 2．1�
11 フェータルローズ 牝5栗 55 松若 風馬兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 464＋10 〃 クビ 9．7�
22 ケイティープライド 牡4鹿 57 浜中 俊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：46．41� 2．4�
55 タ マ ラ マ 	5黒鹿57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：46．5
 14．8�
77 ロングリバイバル 牡3鹿 54 小牧 太中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 472－121：46．6� 18．8�
88 メ ロ ー ト 牡6黒鹿57 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 458－ 21：46．92 63．9	
44 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 496－ 41：47．0クビ 7．3

66 � ホーマンベルウィン 牡6黒鹿57 北村 友一久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 480＋ 61：47．1� 65．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，282，900円 複勝： 54，406，100円 枠連： 発売なし
馬連： 88，418，700円 馬単： 54，638，200円 ワイド： 34，540，900円
3連複： 96，621，600円 3連単： 289，721，200円 計： 650，629，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 310円 �� 140円 �� 290円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 2，930円

票 数

単勝票数 計 322829 的中 � 118390（1番人気）
複勝票数 計 544061 的中 � 155249（2番人気）� 40633（4番人気）� 227425（1番人気）
馬連票数 計 884187 的中 �� 66496（5番人気）
馬単票数 計 546382 的中 �� 29420（6番人気）
ワイド票数 計 345409 的中 �� 23452（5番人気）�� 84638（1番人気）�� 25691（4番人気）
3連複票数 計 966216 的中 ��� 148993（2番人気）
3連単票数 計2897212 的中 ��� 71515（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．2―12．0―11．7―11．0―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．1―48．3―1：00．3―1：12．0―1：23．0―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．2
3 1，8，7，4，2，3，5，6 4 1，8（7，4）－2，3，5，6

勝馬の
紹 介

ミヤビジャスパー �

父 アドマイヤムーン �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．10．26 京都3着

2011．2．23生 牡3鹿 母 ミヤビキララ 母母 システィーナ 9戦3勝 賞金 52，390，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26011 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

57 	 ポアゾンブラック 牡5青鹿56 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 522＋ 21：22．5 25．2�
22 ワイドバッハ 牡5鹿 56 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 480－ 61：22．71
 4．6�
68 ナリタスーパーワン 牡5鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 0 〃 クビ 5．9�
44 ガ ン ジ ス 牡5栗 57 浜中 俊林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508－ 31：22．8クビ 3．1�
56 タイセイスティング 牡5栗 56 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 510－121：22．9� 8．2�
45 フィールドシャイン 牡7栗 56 北村 友一地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482± 01：23．0� 124．8	
813 メイショウノーベル 牡5栗 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 500－ 8 〃 ハナ 32．2

69 キ ズ マ 牡5鹿 56 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 504± 01：23．2� 4．0�
33 キクノストーム 牡5鹿 56 国分 恭介菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494＋ 4 〃 クビ 79．6�
711 サウンドリアーナ 牝4黒鹿54 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 496± 01：23．3� 22．6
812 ドレッドノート 6栗 56 和田 竜二�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 482＋101：23．72� 26．3�
11 トーホウチェイサー 牡7栗 57 D．ペロヴィッチ 東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 484± 01：23．8� 169．9�

（伊）

710� アーリーデイズ 7鹿 56 松山 弘平加藤 守氏 中竹 和也 米 George
Pruette 472－ 31：24．33 263．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，255，300円 複勝： 95，339，800円 枠連： 51，103，300円
馬連： 220，838，400円 馬単： 112，606，500円 ワイド： 84，266，600円
3連複： 294，066，800円 3連単： 567，233，500円 計： 1，484，710，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 570円 � 170円 � 170円 枠 連（2－5） 2，090円

馬 連 �� 6，580円 馬 単 �� 16，460円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，790円 �� 450円

3 連 複 ��� 10，050円 3 連 単 ��� 86，480円

票 数

単勝票数 計 592553 的中 � 18759（7番人気）
複勝票数 計 953398 的中 � 31933（8番人気）� 158154（3番人気）� 171442（2番人気）
枠連票数 計 511033 的中 （2－5） 18875（9番人気）
馬連票数 計2208384 的中 �� 25983（23番人気）
馬単票数 計1126065 的中 �� 5130（48番人気）
ワイド票数 計 842666 的中 �� 10881（24番人気）�� 11572（23番人気）�� 52487（5番人気）
3連複票数 計2940668 的中 ��� 21945（33番人気）
3連単票数 計5672335 的中 ��� 4755（242番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．7―11．8―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．0―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．5
3 ・（7，9）6（4，12）13，5（2，11，10）（1，8）－3 4 ・（7，9）（6，12）（4，13）（5，11）2，8（1，10）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

	ポアゾンブラック �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 チーフベアハート

2009．3．31生 牡5青鹿 母 サンライトチーフ 母母 サンライトコール 14戦4勝 賞金 87，740，000円
地方デビュー 2011．11．22 園田

〔制裁〕 ワイドバッハ号の騎手武豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

26012 9月13日 晴 良 （26阪神4）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

714 ドニカナルボーイ 牡4黒鹿57 菱田 裕二廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 460－ 21：11．6 2．8�
816 トウケイタイガー 牡3黒鹿55 藤田 伸二木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 下村 繁正 466＋101：11．7� 5．9�
35 � サンライズネオ 牡4黒鹿 57

54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 472＋ 2 〃 クビ 6．9�
59 ド ン マ ネ ー 牡4黒鹿57 幸 英明山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 458－ 31：11．8クビ 142．7�
24 � ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 484＋ 61：12．01� 33．7�
510 ニホンピロディール 牝3栗 53 太宰 啓介小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 448＋ 4 〃 クビ 6．7	
47 キョウワランサー 牡3栗 55 池添 謙一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 470＋161：12．1	 18．7

815� スリーエスペラント 牡4栗 57 武 豊永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 498± 01：12．2クビ 11．3�
611 チェリーミルズ 牝4鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋12 〃 クビ 50．5
612 ボストンビリーヴ 牝4栗 55 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470± 01：12．3	 36．3�
12 ケイリンボス 牡3栗 55 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520＋101：12．4� 22．3�
23 キクノメテオ 牡4芦 57 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 468－ 81：12．61� 29．7�
36 ストームシャドウ 牡3鹿 55 浜中 俊前田 幸治氏 安田 隆行 日高 オリオンファーム 534＋ 21：12．7� 14．3�
11 シゲルオウシザ 牡4栗 57 福永 祐一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 532＋161：12．8クビ 34．9�
48 � ワンダーブロタール 牝5栗 55 D．ペロヴィッチ 山本 信行氏 森田 直行 浦河 永田 克之 470－ 61：13．11	 42．2�

（伊）

713 ダンシングバトー 牝3芦 53 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B466＋ 71：13．42 104．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，947，400円 複勝： 72，672，200円 枠連： 38，987，300円
馬連： 161，175，400円 馬単： 63，567，300円 ワイド： 62，966，200円
3連複： 178，983，600円 3連単： 279，080，700円 計： 901，380，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 220円 � 200円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 460円 �� 460円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 11，590円

票 数

単勝票数 計 439474 的中 � 124723（1番人気）
複勝票数 計 726722 的中 � 208111（1番人気）� 67896（4番人気）� 80686（3番人気）
枠連票数 計 389873 的中 （7－8） 54512（1番人気）
馬連票数 計1611754 的中 �� 116104（3番人気）
馬単票数 計 635673 的中 �� 24779（2番人気）
ワイド票数 計 629662 的中 �� 36267（3番人気）�� 36285（2番人気）�� 16551（7番人気）
3連複票数 計1789836 的中 ��� 47860（4番人気）
3連単票数 計2790807 的中 ��� 17449（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．9―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―46．6―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．9
3 9，16（1，10，11）（4，5，14）－（6，15）（3，8）（7，13）12，2 4 9，16（1，11）10（4，5，14）－（6，15）（3，7，13）（8，12）－2

勝馬の
紹 介

ドニカナルボーイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ナリタハヤブサ デビュー 2012．7．14 中京10着

2010．1．9生 牡4黒鹿 母 アンプルカット 母母 ギヤラントミシー 11戦2勝 賞金 28，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スズカブリザード号・デアリングプライド号・ポイントパイパー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26阪神4）第1日 9月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

198，010，000円
7，580，000円
1，030，000円
17，580，000円
58，951，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
352，470，700円
623，678，900円
231，521，400円
961，211，200円
524，151，600円
446，936，900円
1，234，042，000円
2，200，419，900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 6，574，432，600円

総入場人員 14，699名 （有料入場人員 13，566名）
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