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26037 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走9時55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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

714 ブラックバード 牡2鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 458－ 61：34．3 3．3�
818 タガノエスプレッソ 牡2鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－141：34．4� 3．8�
24 ブリーズベイ 牝2黒鹿54 藤岡 康太吉田 安惠氏 藤岡 健一 日高 オリオンファーム 424－101：35．14 8．5�
12 パンプキンパイ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 416＋ 41：35．52� 25．8�
612	 ウインエアフォース 牡2黒鹿54 柴田 未崎�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones 500＋ 4 〃 クビ 7．9�
36 グランソルティス 牡2栗 54 藤岡 佑介名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 456＋ 41：35．92� 57．5	
59 サンディフック 牡2栗 54 浜中 俊吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 24．1

611 ハッピーキャップ 牡2黒鹿 54

52 △松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：36．0クビ 151．3�

35 マイネルバンケット 牡2芦 54 北村 友一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新ひだか 幌村牧場 442＋10 〃 クビ 108．1�

47 スマートアロー 牡2鹿 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 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 456＋121：36．21
 5．3

713 カノヤカノニカル 牝2鹿 54 幸 英明神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 446＋101：36．3� 214．4�
510 メイショウハイネス 牡2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486＋101：36．4� 48．3�
48 ヴェスペルティリオ 牡2鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：36．61 15．1�
816 ティーエスアルスト 牡2栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 422－ 21：36．81
 27．3�
715 シゲルウチワマツリ 牝2鹿 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 宝寄山 忠則 448＋ 21：37．01 454．3�
11 アイファーハート 牝2黒鹿54 吉井 友彦中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 410－161：37．42� 229．7�

（笠松）

23 ダ プ ネ 牝2鹿 54 小林 徹弥杉澤 光雄氏 石橋 守 新ひだか へいはた牧場 422－ 21：37．72 335．2�
817 シゲルデンガク 牡2栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 440＋ 61：37．91� 123．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，545，400円 複勝： 38，993，100円 枠連： 14，393，400円
馬連： 55，915，800円 馬単： 30，396，600円 ワイド： 29，717，200円
3連複： 81，231，500円 3連単： 106，936，300円 計： 380，129，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 240円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 330円 �� 480円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 225454 的中 � 54540（1番人気）
複勝票数 計 389931 的中 � 89011（1番人気）� 68758（2番人気）� 32557（5番人気）
枠連票数 計 143934 的中 （7－8） 18258（2番人気）
馬連票数 計 559158 的中 �� 55206（1番人気）
馬単票数 計 303966 的中 �� 15960（1番人気）
ワイド票数 計 297172 的中 �� 25064（1番人気）�� 15796（3番人気）�� 7672（12番人気）
3連複票数 計 812315 的中 ��� 28178（4番人気）
3連単票数 計1069363 的中 ��� 9648（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―36．0―48．2―59．8―1：11．1―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックバード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．6 中京7着

2012．6．7生 牡2鹿 母 ハ レ ク ラ ニ 母母 エリモエクセル 5戦1勝 賞金 9，500，000円
〔その他〕 ダプネ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

26038 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時25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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 ゴールドスーク 牡3栗 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：24．7 2．9�
36 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 454＋ 41：25．01� 4．8�
12 メイショウトキムネ 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 454－ 6 〃 クビ 3．6�
611 ヴ ィ ラ 牝3鹿 54 小牧 太窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 アタマ 11．5�
23 ファストアズソング 牡3鹿 56 福永 祐一 �グリーンファーム藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 422－ 61：25．42� 19．4	
47 ルールビクトリア 牝3栗 54 北村 友一儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 474＋ 21：25．61 14．8

713 シゲルヒタチ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 480＋ 61：25．7� 27．8�
714 マルカシグナス �3芦 56 藤岡 康太河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 454＋ 61：26．02 13．7�
35 ホクセツヒーロー 牡3栗 56

54 △岩崎 翼平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 前田 宗将 450－ 81：26．32 136．0
815 サ ッ ト ー 牝3芦 54 吉田 隼人吉見 典子氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 466＋ 6 〃 ハナ 367．7�
59 セルリアンラッシュ 牡3青 56 D．ペロヴィッチ�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B466＋ 61：26．5� 33．0�

（伊）

24 メイショウナギサ 牝3栗 54 竹之下智昭松本 好雄氏 千田 輝彦 様似 中脇 一幸 458＋ 81：27．03 318．3�
816 ヴォルカヌス 牡3鹿 56 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 448＋141：27．85 22．1�
48 ホシノキラメキ 牝3鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 476－101：27．9クビ 69．4�
11 ステラマリーン 牝3鹿 54 藤懸 貴志朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 464＋221：28．64 354．0�
612 タキノレイリー 牡3黒鹿56 熊沢 重文浅野多喜男氏 大橋 勇樹 新冠 坂元牧場 470 ―1：31．1大差 354．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，136，300円 複勝： 39，820，100円 枠連： 12，431，800円
馬連： 52，526，200円 馬単： 30，134，400円 ワイド： 27，733，300円
3連複： 73，996，000円 3連単： 111，800，000円 計： 368，578，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（3－5） 540円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 250円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 201363 的中 � 55396（1番人気）
複勝票数 計 398201 的中 � 106038（1番人気）� 74416（2番人気）� 66722（3番人気）
枠連票数 計 124318 的中 （3－5） 17810（2番人気）
馬連票数 計 525262 的中 �� 69146（2番人気）
馬単票数 計 301344 的中 �� 22405（2番人気）
ワイド票数 計 277333 的中 �� 27913（2番人気）�� 29704（1番人気）�� 23867（3番人気）
3連複票数 計 739960 的中 ��� 81614（1番人気）
3連単票数 計1118000 的中 ��� 29585（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．5―12．4―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―47．6―1：00．0―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．1
3 ・（7，15）2（10，16）14，5，11（1，13）6（3，8）－9，4－12 4 ・（7，15）（2，10，14）16（5，11）－（6，13）（3，8）9（1，4）＝12

勝馬の
紹 介

ゴールドスーク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Out of Place デビュー 2014．1．13 京都2着

2011．2．5生 牡3栗 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 5戦1勝 賞金 9，040，000円
〔発走状況〕 エイユービリオネア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エイユービリオネア号は，平成26年9月22日から平成26年10月13日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タキノレイリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月21日まで平地競

走に出走できない。
※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 アゲーラ号・アプリカーレ号・クリノシチフクジン号・ソルシエシチー号・メイショウオオダチ号・

ワンダーバイファル号
※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４日



26039 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55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
1：44．5
1：43．9

良
良

12 エーデルグランツ 牡3青鹿56 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480－ 61：46．8 4．9�
611 ライトニングロアー 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 21：47．01� 7．2�
11 シゲルオウミ 牝3鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 478＋ 81：47．31� 17．6�
48 サンドラバローズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞	湖 レイクヴィラファーム 406－10 〃 ハナ 6．9�
35 ヤマニンエルフィン 牝3鹿 54 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 458± 0 〃 クビ 13．0�
817 エイシンコアー 牝3鹿 54 藤岡 佑介	栄進堂 小崎 憲 新ひだか 土田 扶美子 460＋101：47．62 16．4

715 スズカビスタ 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 470＋ 8 〃 アタマ 95．6�
36 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56 浜中 俊守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 466± 01：47．7クビ 4．7�
47 ランガージュ 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－10 〃 クビ 19．8
713 ノ ー ビ リ ス 牝3青鹿54 武 豊	ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 81：48．01� 7．0�
59 グッドタルト 牝3栗 54

52 △岩崎 翼杉立 恭平氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 450± 01：48．1� 310．9�
24 ワイドショー 牝3鹿 54 
島 良太安原 浩司氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 488＋ 61：48．2クビ 41．0�
612 ディアフレンド 牝3栗 54 四位 洋文 �シルクレーシング 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．51� 43．8�
714 ラドンナデルラーゴ 牝3栗 54 田中 勝春山本 英俊氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476＋ 41：48．6� 24．5�
23 コパノミクス 牡3青 56

53 ▲小崎 綾也小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 450－ 4 〃 ハナ 31．9�
818 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 国分 恭介江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 B462＋ 61：48．81� 121．7�
816 プリンセスゼット 牝3栗 54 D．ペロヴィッチ�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 61：49．33 264．0�

（伊）

510 フェミニンドレス 牝3栗 54
51 ▲義 英真村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438－ 4 （競走中止） 39．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，937，200円 複勝： 49，919，400円 枠連： 18，863，600円
馬連： 63，954，500円 馬単： 31，287，400円 ワイド： 36，179，700円
3連複： 90，710，700円 3連単： 120，175，400円 計： 438，027，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 250円 � 480円 枠 連（1－6） 1，740円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，360円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 40，480円

票 数

単勝票数 計 269372 的中 � 43814（2番人気）
複勝票数 計 499194 的中 � 61846（3番人気）� 54131（5番人気）� 23603（8番人気）
枠連票数 計 188636 的中 （1－6） 8368（10番人気）
馬連票数 計 639545 的中 �� 23564（5番人気）
馬単票数 計 312874 的中 �� 6341（10番人気）
ワイド票数 計 361797 的中 �� 12416（5番人気）�� 6776（14番人気）�� 5955（17番人気）
3連複票数 計 907107 的中 ��� 8249（20番人気）
3連単票数 計1201754 的中 ��� 2152（93番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．4―12．6―11．6―11．6―11．3―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．7―49．3―1：00．9―1：12．5―1：23．8―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．3
3 17，13（2，14，11）（7，16）6（1，15）（8，18）5，12（4，9）3 4 11（17，13，14，16）（2，7，6）（1，8，15）5，18－（4，12）－（9，3）

勝馬の
紹 介

エーデルグランツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー 2014．3．30 中京8着

2011．4．24生 牡3青鹿 母 フォーシンズ 母母 Four Roses 6戦1勝 賞金 6，260，000円
〔競走中止〕 フェミニンドレス号は，向正面で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

26040 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時25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
1：11．0
1：10．2

良
不良

11 ウェディングラン 牝2鹿 54
52 △松若 風馬小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 408 ―1：13．7 16．2�

816 ナガラキコウシ 牡2栃栗54 幸 英明長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 454 ―1：14．01� 14．4�
48 アカリアイドル 牝2栗 54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 478 ― 〃 クビ 48．2�
713� カフジオリオン 牡2鹿 54 秋山真一郎加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 462 ―1：14．31� 1．5�
35 ミ ツ バ 牡2鹿 54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 448 ― 〃 ハナ 7．5�
510 ブループレリュード 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480 ―1：15．04 32．3	
24 メイショウクオン 牡2鹿 54

52 △岩崎 翼松本 好
氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 500 ―1：15．31� 108．3�
611 ラガーキリンオー 牡2鹿 54 北村 友一奥村 啓二氏 大久保龍志 新冠 競優牧場 434 ―1：15．4� 6．7�
47 サンドメサージュ 牝2黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 446 ―1：15．82	 70．6
36 テイエムマンゲツ 牝2栗 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 446 ―1：15．9� 159．8�
815 イチバンクジ 牡2栗 54 藤懸 貴志蛭川 年明氏 安達 昭夫 むかわ 真壁 信一 458 ― 〃 アタマ 100．4�
12 シゲルダンジリ 牡2栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 460 ―1：16．11
 64．4�
23 マルシゲスタチュー 牝2鹿 54 �島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 456 ―1：16．63 315．3�
612 ミルキーブレス 牝2鹿 54 太宰 啓介村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 452 ―1：17．02	 25．0�
59 メイケイエンジェル 牝2鹿 54 松山 弘平名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 488 ―1：17．42	 83．1�
714 シゲルヒノクニ 牡2栗 54 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 490 ―1：17．82	 55．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，834，800円 複勝： 44，454，000円 枠連： 13，783，600円
馬連： 41，530，400円 馬単： 31，925，900円 ワイド： 23，955，100円
3連複： 54，798，800円 3連単： 97，310，100円 計： 332，592，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 620円 � 560円 � 1，440円 枠 連（1－8） 4，440円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 19，450円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 5，290円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 84，040円 3 連 単 ��� 608，180円

票 数

単勝票数 計 248348 的中 � 12213（5番人気）
複勝票数 計 444540 的中 � 19344（5番人気）� 21849（4番人気）� 7725（10番人気）
枠連票数 計 137836 的中 （1－8） 2405（16番人気）
馬連票数 計 415304 的中 �� 4871（18番人気）
馬単票数 計 319259 的中 �� 1231（42番人気）
ワイド票数 計 239551 的中 �� 3995（13番人気）�� 1156（42番人気）�� 1091（46番人気）
3連複票数 計 547988 的中 ��� 489（160番人気）
3連単票数 計 973101 的中 ��� 116（850番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．6―48．0―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 ・（1，8）－13－（7，9，16）10，11（6，12）15－（4，5）－3，2＝14 4 ・（1，8）－13，16－9（7，10，11）12－（6，15）5－（4，3）－2＝14

勝馬の
紹 介

ウェディングラン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．5．13生 牝2鹿 母 ユーワクイーン 母母 エプソムジョーオー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アカリアイドル号の騎手義英真は，第3競走での落馬による検査のため戸崎圭太に変更。



26041 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．9

良
良

11 ドラゴンヴァース 牡2黒鹿54 岩田 康誠窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490 ―2：04．0 1．9�
814 シュヴァルグラン 牡2栗 54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 6．3�
22 ジムノペディ 牝2芦 54 浜中 俊吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454 ―2：04．21� 12．0�
33 カレンラストショー 牡2栗 54 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 426 ―2：04．41� 105．8�
813 エーティーロゼッタ 牝2鹿 54 酒井 学荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 482 ―2：04．5� 52．2�
34 アルバートドック 牡2鹿 54 藤岡 康太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ― 〃 ハナ 5．1	
46 ドンアルフォンス 牡2黒鹿54 川須 栄彦山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 452 ― 〃 クビ 45．7

711 キングパール 牡2黒鹿54 武 豊 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 464 ―2：04．6クビ 7．2�
58 ベステンダンク 牡2栗 54 戸崎 圭太市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 472 ― 〃 クビ 42．7�
69 キングカヌヌ 牡2芦 54 和田 竜二 サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490 ―2：05．13 27．8�
45 アウトゼアー 牡2鹿 54 花田 大昂薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 504 ―2：05．84 254．3�
712 ラ ク ロ ワ 牡2栗 54

52 △岩崎 翼吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 クビ 257．4�
57 タガノポジターノ 牡2芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―2：07．39 24．4�
610 ラガーユーメジャー 牡2栗 54 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 530 ―2：07．72	 123．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，347，800円 複勝： 44，140，400円 枠連： 13，116，600円
馬連： 55，001，700円 馬単： 36，007，500円 ワイド： 28，319，700円
3連複： 73，866，900円 3連単： 122，674，100円 計： 404，474，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（1－8） 580円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 300円 �� 440円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 313478 的中 � 128642（1番人気）
複勝票数 計 441404 的中 � 152313（1番人気）� 63597（2番人気）� 38685（5番人気）
枠連票数 計 131166 的中 （1－8） 17275（2番人気）
馬連票数 計 550017 的中 �� 68254（2番人気）
馬単票数 計 360075 的中 �� 30044（2番人気）
ワイド票数 計 283197 的中 �� 26227（2番人気）�� 16592（4番人気）�� 6871（11番人気）
3連複票数 計 738669 的中 ��� 31246（5番人気）
3連単票数 計1226741 的中 ��� 17620（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．0―13．1―13．0―12．9―12．6―12．2―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．2―50．3―1：03．3―1：16．2―1：28．8―1：41．0―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Devil’s Bag 初出走

2012．3．7生 牡2黒鹿 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26042 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 エーシンウェンディ 牝4栗 55 北村 友一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム 484＋ 41：52．6 15．8�

510 フォローハート 牝3黒鹿52 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 458－ 41：52．81 2．5�
47 パフュームボム 牝3鹿 52

50 △岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456－ 61：53．01� 94．4�
48 ウルティマミューズ 牝3鹿 52 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 4．7�
23 アルマミーア 牝3黒鹿52 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋121：53．1� 16．0	
611 ニシノシュロ 牝3青鹿52 藤岡 佑介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 490＋ 6 〃 クビ 68．2

815 サンエルピス 牝3栗 52 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 456＋121：53．31� 65．8�
59 トゥザレジェンド 牝4栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 540＋101：53．51� 4．1�
713 メイショウワッフル 牝3鹿 52 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 480＋201：54．35 30．9
24 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿52 藤田 伸二土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 512－ 41：54．51� 15．8�
714 メイショウブーケ 牝3栗 52

50 △松若 風馬松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464＋161：54．6� 17．1�
11 	 ウインマルゲリータ 牝4黒鹿55 国分 恭介�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 432－101：54．7� 62．4�
35 	 ワンダーフロレゾン 牝4鹿 55 酒井 学山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 444－231：54．8クビ 149．3�
816 タ マ モ リ ド 牝3黒鹿52 和田 竜二タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 484＋141：55．75 26．8�
36 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 52 戸崎 圭太�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408＋12 〃 アタマ 32．5�
612	 ケージーサクランボ 牝4黒鹿 55

52 ▲城戸 義政川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 444－ 61：56．02 359．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，362，100円 複勝： 49，063，200円 枠連： 22，784，100円
馬連： 63，770，500円 馬単： 34，283，700円 ワイド： 37，618，300円
3連複： 90，841，600円 3連単： 131，657，500円 計： 459，381，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 350円 � 130円 � 1，110円 枠 連（1－5） 1，090円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 690円 �� 11，210円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 32，580円 3 連 単 ��� 255，900円

票 数

単勝票数 計 293621 的中 � 14787（5番人気）
複勝票数 計 490632 的中 � 30391（5番人気）� 143099（1番人気）� 7950（12番人気）
枠連票数 計 227841 的中 （1－5） 16137（5番人気）
馬連票数 計 637705 的中 �� 26934（5番人気）
馬単票数 計 342837 的中 �� 4157（19番人気）
ワイド票数 計 376183 的中 �� 14973（5番人気）�� 828（72番人気）�� 3511（28番人気）
3連複票数 計 908416 的中 ��� 2091（84番人気）
3連単票数 計1316575 的中 ��� 373（592番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．8―12．6―12．7―12．5―12．2―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．7―50．3―1：03．0―1：15．5―1：27．7―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．1
1
3
10，11，16（8，12）（3，9）－7，14，4（2，15）（5，13）（1，6）・（10，11）（8，16）（12，9，4）（3，7）（2，15，14）－（5，13）－1，6

2
4

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

エーシンウェンディ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Supremo デビュー 2012．9．9 阪神6着

2010．3．26生 牝4栗 母 ワイオミングガール 母母 Above the Salt 14戦2勝 賞金 21，800，000円
〔騎手変更〕 タマモリド号の騎手義英真は，第3競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔制裁〕 パフュームボム号の騎手岩崎翼は，負担重量について注意義務を怠り過怠金50，000円。



26043 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第7競走 ��2，200�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 7，500，000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
2：10．1
2：10．0

良
良

68 エイシンハドソン 牡3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 528－162：14．6 2．8�
711 マッチボックス 牡3黒鹿 54

52 △岩崎 翼薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 504－ 82：14．81 11．6�
22 プランスペスカ 牡4鹿 57 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B454± 0 〃 クビ 6．8�
44 ヴォルスング 牡3鹿 54 国分 恭介 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 6 〃 アタマ 36．1�
33 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿52 福永 祐一栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 434－162：14．9� 16．1	
710 イイデフューチャー 牡3黒鹿54 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 458＋ 4 〃 クビ 4．5

57 フォントルロイ 牡5鹿 57

54 ▲小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 490－ 22：15．0� 4．7�
813 ワンダフルワールド 牡3栗 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 482－ 82：15．1� 47．6�
69 � モンテエクリプス 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 448± 02：15．2クビ 54．0
812 ビットビバーチェ 牡4芦 57 岩田 康誠礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 470＋142：15．41	 33．0�
56 チェイスザゴールド 牡4鹿 57

55 △松若 風馬前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 522－ 4 〃 ハナ 13．3�
45 パープルセブン 
3鹿 54 田村 太雅中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 448－ 62：23．6大差 289．7�

（12頭）
11 スペルヴィア 牡5黒鹿57 戸崎 圭太佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，045，800円 複勝： 42，039，700円 枠連： 15，801，700円
馬連： 64，582，300円 馬単： 33，577，300円 ワイド： 30，432，100円
3連複： 74，293，600円 3連単： 110，447，300円 計： 395，219，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 230円 � 170円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 650円 �� 440円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 16，390円

票 数

単勝票数 差引計 240458（返還計 8761） 的中 � 67323（1番人気）
複勝票数 差引計 420397（返還計 13888） 的中 � 89869（1番人気）� 39710（5番人気）� 61385（3番人気）
枠連票数 差引計 158017（返還計 11687） 的中 （6－7） 21361（3番人気）
馬連票数 差引計 645823（返還計 59478） 的中 �� 25843（7番人気）
馬単票数 差引計 335773（返還計 25325） 的中 �� 8111（11番人気）
ワイド票数 差引計 304321（返還計 27857） 的中 �� 11807（7番人気）�� 18462（4番人気）�� 7954（14番人気）
3連複票数 差引計 742936（返還計109413） 的中 ��� 15144（14番人気）
3連単票数 差引計1104473（返還計153871） 的中 ��� 4883（51番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―13．0―13．0―12．5―12．6―12．2―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．1―36．5―49．5―1：02．5―1：15．0―1：27．6―1：39．8―1：51．3―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
12，8－（10，9）（3，11）（2，7）6（4，13）－5
12，8（10，9）11，3（7，6）（2，13）4＝5

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

勝馬の
紹 介

エイシンハドソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rubiano デビュー 2014．1．18 京都1着

2011．4．13生 牡3鹿 母 オレゴンガール 母母 Paying Guest 6戦2勝 賞金 23，518，000円
〔騎手変更〕 ビットビバーチェ号の騎手義英真は，第3競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
〔競走除外〕 スペルヴィア号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 フォントルロイ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルセブン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月21日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 フォントルロイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年11月21日まで出走できない。

26044 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第8競走 ��
��1，800�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 7，500，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 � エーシンエポナ 牝4鹿 55 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

482－101：52．4 3．0�
815 エクストラゴールド 牡3栗 54 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 508＋10 〃 クビ 3．4�
23 ダンツトーラス 牡3栗 54

51 ▲小崎 綾也山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 502＋ 61：52．5	 17．0�
24 サンライズホーム 牡3青鹿54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 482＋ 41：52．6
 145．0�
35 タマモネイヴィー 牡3鹿 54 戸崎 圭太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 486＋ 81：52．7
 6．3�
36 ニチドウリュンヌ 牡3青鹿54 和田 竜二山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 470＋ 81：53．01	 12．6	
47 メイショウソレイユ 牡4鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 462＋ 21：53．31	 58．5

611� マ ス ク ゾ ロ 牡3黒鹿54 D．ペロヴィッチ 門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

544＋ 4 〃 クビ 14．3�
（伊）

510 カノヤプレジデント �4鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 490＋141：53．62 19．5�
11 � スリーキングス 牡5栗 57

55 △岩崎 翼永井商事� 石橋 守 安平 ノーザンファーム 538＋121：53．81 223．6
59 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 藤岡 康太日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 488－ 61：54．0	 34．7�
816� ハナリュウセイ 牡3青鹿54 小牧 太グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 Joseph M.

Perrotta Sr. 498± 01：54．1	 12．8�
12 � セルリアンラビット 牡5鹿 57 吉井 友彦�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B454± 01：54．41	 302．9�

（笠松）

713 ハッピーメモリーズ 牡3芦 54 国分 恭介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 478－ 21：54．5クビ 97．2�
612 ダンツキャッチ �3鹿 54 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 494＋ 21：55．03 122．7�
714� アラタシャチョウ 牡4鹿 57 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 522－ 21：55．74 17．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，804，900円 複勝： 49，205，100円 枠連： 25，682，800円
馬連： 86，046，500円 馬単： 45，688，700円 ワイド： 41，107，300円
3連複： 107，661，300円 3連単： 160，983，000円 計： 546，179，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 380円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 260円 �� 970円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 10，020円

票 数

単勝票数 計 298049 的中 � 77998（1番人気）
複勝票数 計 492051 的中 � 111157（1番人気）� 106573（2番人気）� 22324（8番人気）
枠連票数 計 256828 的中 （4－8） 43914（1番人気）
馬連票数 計 860465 的中 �� 131257（1番人気）
馬単票数 計 456887 的中 �� 33978（2番人気）
ワイド票数 計 411073 的中 �� 47125（1番人気）�� 9926（10番人気）�� 8605（14番人気）
3連複票数 計1076613 的中 ��� 28493（5番人気）
3連単票数 計1609830 的中 ��� 11640（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．7―12．1―12．2―12．3―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．5―49．6―1：01．8―1：14．1―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3

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

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

�エーシンエポナ �
�
父 Curlin �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2012．10．6 東京12着

2010．1．30生 牝4鹿 母 Wild Gams 母母 Diamonds and Legs 19戦3勝 賞金 39，316，000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 ウイントゥモロー号・サンデーミノル号・シゲルラシンバンザ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



26045 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第9競走 ��
��2，000�

み ま さ か

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

美作市長賞（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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

612 ダノンシンフォニー 牡4鹿 55 岩田 康誠�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：59．9 6．4�
816 シャイニーハーツ 牡4栗 56 戸崎 圭太小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 B466＋142：00．0� 9．7�
47 � メイショウエゾフジ 牡4黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470± 02：00．1	 16．4�
11 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 55 秋山真一郎 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 アタマ 3．2�
510 エーティータラント 牡4芦 57 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 498＋ 42：00．2� 6．8	
59 ヒロノプリンス 牡4鹿 57 小崎 綾也サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 472＋ 22：00．83� 73．8

611 タガノレイヨネ 牡5栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 82：00．9クビ 30．8�
36 サンライズタイセイ 牡4鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468＋122：01．22 10．9�
815 モンドシャルナ 牡3鹿 53 浜中 俊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 クビ 6．0
35 アドマイヤカーリン 牡6青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．3	 20．3�
12 � メイショウシレトコ 牡6鹿 51 高倉 稜松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 476＋12 〃 クビ 349．6�
24 � ホーマンベルウィン 牡6黒鹿53 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 476－ 42：01．4� 193．9�
713 ヴォルケンクラッツ 牡3黒鹿53 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 22：02．03� 10．1�
23 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 53 
島 良太小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 466－ 42：02．1� 221．5�
48 ト シ ザ キ ミ 牝3鹿 51 松若 風馬上村 叶氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 466＋ 42：02．2� 109．0�
714 ロゼッタストーン 牡5鹿 54 中谷 雄太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 466－ 22：02．73 151．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，224，200円 複勝： 74，504，500円 枠連： 31，745，700円
馬連： 129，743，500円 馬単： 64，361，400円 ワイド： 60，599，100円
3連複： 161，386，300円 3連単： 240，303，100円 計： 805，867，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 380円 � 530円 枠 連（6－8） 1，200円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，920円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 25，140円 3 連 単 ��� 87，980円

票 数

単勝票数 計 432242 的中 � 53311（3番人気）
複勝票数 計 745045 的中 � 112716（2番人気）� 48379（7番人気）� 32511（9番人気）
枠連票数 計 317457 的中 （6－8） 20415（6番人気）
馬連票数 計1297435 的中 �� 30248（15番人気）
馬単票数 計 643614 的中 �� 7784（28番人気）
ワイド票数 計 605991 的中 �� 14597（14番人気）�� 8087（27番人気）�� 4055（42番人気）
3連複票数 計1613863 的中 ��� 4813（82番人気）
3連単票数 計2403031 的中 ��� 1980（329番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．0―48．7―1：00．9―1：13．0―1：24．9―1：36．6―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
7－8（3，9，11）（1，13）16（4，5，6，15）（12，10，14）－2・（7，8）11，3（9，13）（1，5，16）（6，15）（4，12）10（2，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンシンフォニー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．2．17 東京2着

2010．4．25生 牡4鹿 母 ヴェイパートレイル 母母 ハッピートレイルズ 13戦4勝 賞金 53，145，000円

26046 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第10競走 ��
��1，400�

ちゅうしゅう

仲秋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．9．14以降26．9．14まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：19．9
1：19．0

良
良

11 ニシノビークイック 牡5栗 56 岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 476－101：20．9 12．2�
22 リヴェレンテ 牡6青鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 514＋ 8 〃 クビ 9．3�
68 アイムヒアー 牝6鹿 50 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 478－ 61：21．0� 17．6�
67 アンヴァルト 牡7青鹿55 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 21：21．1� 18．1�
710 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 5．1�
33 トゥザサミット 牡7鹿 53 北村 友一 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 456± 01：21．3� 57．0	
55 ウインスプラッシュ 牡3鹿 53 松山 弘平
ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 484＋ 21：21．51	 31．5�
44 アドマイヤドバイ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466± 01：21．71	 2．5�
56 エアジェルブロワ 牝5黒鹿54 武 豊 
ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：21．91	 3．9
812
 キョウエイバサラ 牡6芦 54 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 520± 0 〃 クビ 79．6�
79 マイネルアダマス 牡5鹿 54 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B430－ 21：22．53� 39．5�
811 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿55 D．ペロヴィッチ 西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 468－16 〃 同着 44．5�

（伊）

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，795，700円 複勝： 64，310，500円 枠連： 25，247，500円
馬連： 128，774，600円 馬単： 72，748，000円 ワイド： 55，463，700円
3連複： 161，496，700円 3連単： 312，775，800円 計： 862，612，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 320円 � 310円 � 430円 枠 連（1－2） 4，590円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，580円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 22，520円 3 連 単 ��� 124，180円

票 数

単勝票数 計 417957 的中 � 27280（5番人気）
複勝票数 計 643105 的中 � 53384（5番人気）� 56500（4番人気）� 37561（7番人気）
枠連票数 計 252475 的中 （1－2） 4262（18番人気）
馬連票数 計1287746 的中 �� 25875（14番人気）
馬単票数 計 727480 的中 �� 6303（31番人気）
ワイド票数 計 554637 的中 �� 12255（14番人気）�� 5467（27番人気）�� 6865（23番人気）
3連複票数 計1614967 的中 ��� 5378（62番人気）
3連単票数 計3127758 的中 ��� 1826（320番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．3―11．5―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．9―45．2―56．7―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 8－5，7（1，12）（6，11）2，4（3，9）10 4 8－5，7（1，6）12（2，11）4（3，9）10

勝馬の
紹 介

ニシノビークイック �
�
父 デュランダル �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2011．7．16 新潟2着

2009．4．2生 牡5栗 母 ニシノビギン 母母 ニシノファイナル 34戦5勝 賞金 114，292，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目



26047 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第32回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （秋華賞トライアル） （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 1，204，000円 344，000円 172，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

36 ヌーヴォレコルト 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438－ 61：46．0 2．5�
23 タガノエトワール 牝3鹿 54 小牧 太八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：46．21� 167．5�
816 リラヴァティ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446－ 41：46．41� 46．0�
713 ブランネージュ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 462± 0 〃 ハナ 18．1�
11 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿54 田中 勝春�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 452＋ 41：46．5クビ 14．9	
714 レッドリヴェール 牝3黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 420＋101：46．81	 2．2

48 レッドオリヴィア 牝3鹿 54 武 豊 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 クビ 41．3�
24 アドマイヤアロマ 牝3栗 54 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：46．9
 106．9�
611 サングレアル 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 406＋ 61：47．0クビ 10．4
817 プリモンディアル 牝3鹿 54 浜中 俊寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 アタマ 42．0�
510 リリコイパイ 牝3鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 456＋ 4 〃 ハナ 104．8�
12 メイショウラバンド 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 446－ 41：47．1	 282．2�
59 � デ ィ ル ガ 牝3栗 54 D．ペロヴィッチ 前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 456＋10 〃 アタマ 123．2�
（伊）

47 アドマイヤビジン 牝3芦 54 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 496＋28 〃 ハナ 61．3�
35 アドマイヤシーマ 牝3鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 81：47．31� 17．2�
612 ダンツキャンサー 牝3黒鹿54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 456－101：48．04 70．2�
815� リックタラキチ 牝3鹿 54 吉井 友彦山邉 浩氏 森山 英雄 新ひだか 荒木 貴宏 470－ 11：48．74 344．1�

（笠松） （笠松）

（17頭）

売 得 金
単勝： 160，180，200円 複勝： 224，933，600円 枠連： 123，397，000円
馬連： 572，760，300円 馬単： 322，497，200円 ワイド： 244，426，100円
3連複： 860，091，500円 3連単： 1，834，703，500円 計： 4，342，989，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 2，950円 � 690円 枠 連（2－3） 3，240円

馬 連 �� 21，060円 馬 単 �� 28，160円

ワ イ ド �� 5，930円 �� 1，430円 �� 55，280円

3 連 複 ��� 172，890円 3 連 単 ��� 759，650円

票 数

単勝票数 計1601802 的中 � 505499（2番人気）
複勝票数 計2249336 的中 � 761134（1番人気）� 13130（15番人気）� 61569（8番人気）
枠連票数 計1233970 的中 （2－3） 29515（12番人気）
馬連票数 計5727603 的中 �� 21070（35番人気）
馬単票数 計3224972 的中 �� 8587（55番人気）
ワイド票数 計2444261 的中 �� 10523（40番人気）�� 45475（11番人気）�� 1117（116番人気）
3連複票数 計8600915 的中 ��� 3731（219番人気）
3連単票数 計18347035 的中 ��� 1751（936番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．2―12．5―12．0―11．4―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．1―47．3―59．8―1：11．8―1：23．2―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヌーヴォレコルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．10．19 東京4着

2011．2．25生 牝3栗 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 7戦4勝 賞金 232，318，000円
〔制裁〕 レッドリヴェール号の騎手福永祐一は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・8番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヌーヴォレコルト号・タガノエトワール号・リラヴァティ号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

26048 9月21日 晴 良 （26阪神4）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714� ベストルーラー 牡3黒鹿55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 494＋121：24．3 2．3�
816 コーリンギデオン 牡5鹿 57 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 460－ 61：24．4	 39．5�
612 グランフィデリオ 牡3青鹿 55

53 △岩崎 翼飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 430－ 81：24．5
 9．7�
611 タガノナパヴァレー �5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋ 41：24．82 113．0�

12 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿 55
52 ▲小崎 綾也�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 476＋ 21：24．9クビ 12．5�

815 テーオーサクセス 牡6黒鹿57 D．ペロヴィッチ 小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 500＋ 4 〃 クビ 19．9	
（伊）

59 ガッサンプレイ 牡4栗 57 田中 勝春西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 464－ 61：25．0
 10．4

23 ビートゴーズオン 牝3栗 53 岩田 康誠 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋181：25．1
 13．7�
11 ク ロ ー チ ェ �5栗 57 太宰 啓介 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：25．2	 12．6�
713 ベルラピエル 牡5黒鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 470－101：25．41 163．9
36 タイキガラハッド 牡6栗 57 吉井 友彦�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500－ 81：25．72 193．8�
（笠松）

48 エタンダール 牡5鹿 57
55 △松若 風馬広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 456＋ 41：25．91 24．1�

510 カレンマタドール 牡3鹿 55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B502＋10 〃 同着 5．4�
47 � ブレイヴフィート 牝4鹿 55 幸 英明下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 452＋ 31：26．53
 74．1�
24 � ゴールドディガー 牡6栗 57 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 480＋ 81：29．2大差 186．4�
35 チョウテッパン 牡3栗 55 藤田 伸二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 490＋ 21：30．9大差 19．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，152，300円 複勝： 76，052，600円 枠連： 45，681，900円
馬連： 201，219，000円 馬単： 79，336，400円 ワイド： 73，826，100円
3連複： 213，585，100円 3連単： 359，253，600円 計： 1，104，107，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 580円 � 270円 枠 連（7－8） 1，570円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 620円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 11，490円 3 連 単 ��� 48，930円

票 数

単勝票数 計 551523 的中 � 189796（1番人気）
複勝票数 計 760526 的中 � 195778（1番人気）� 24919（10番人気）� 64973（4番人気）
枠連票数 計 456819 的中 （7－8） 22470（6番人気）
馬連票数 計2012190 的中 �� 38326（14番人気）
馬単票数 計 793364 的中 �� 12817（15番人気）
ワイド票数 計 738261 的中 �� 14728（14番人気）�� 32159（4番人気）�� 4470（46番人気）
3連複票数 計2135851 的中 ��� 13930（36番人気）
3連単票数 計3592536 的中 ��� 5323（152番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．3―12．1―12．5―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―34．0―46．1―58．6―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．2
3 ・（4，5，15）－（7，10，14）－（3，12）（1，8）（2，9）（11，13）16－6 4 ・（4，5，15）－14（7，12）3（10，8）（1，13）（9，11）2（16，6）

勝馬の
紹 介

�ベストルーラー �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Aptitude デビュー 2013．11．2 京都1着

2011．3．4生 牡3黒鹿 母 Mila’s Fame 母母 Pleasant Fame 7戦3勝 賞金 28，300，000円
〔騎手変更〕 タガノナパヴァレー号の騎手義英真は，第3競走での落馬負傷のため城戸義政に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョウテッパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月21日まで平地競

走に出走できない。
※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 シゲルケンシン号
（非抽選馬） 2頭 カクシアジ号・ロスヴァイセ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（26阪神4）第4日 9月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

271，390，000円
2，080，000円
8，750，000円
2，630，000円
24，610，000円
65，120，000円
5，151，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
509，366，700円
797，436，200円
362，929，700円
1，515，825，300円
812，244，500円
689，377，700円
2，043，960，000円
3，709，019，700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 10，440，159，800円

総入場人員 22，044名 （有料入場人員 20，514名）
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