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2608510月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50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

11 アイファーサラオー 牡2鹿 55
52 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 486＋ 81：26．6 4．2�

714 カジノプレイヤー 牡2栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 12．4�
23 メイショウゲントク 牡2栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 B446± 01：26．7クビ 6．2�
12 トウケイワイルド 牝2栗 54 酒井 学木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 460＋ 8 〃 クビ 183．5�
47 タ ピ エ ス 牡2鹿 55 四位 洋文細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 454－101：26．91� 24．8�
611 ミュゼバトラー 牡2栗 55 松田 大作髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 478± 01：27．0クビ 14．2�
59 ジョーアラタ 牡2鹿 55 藤田 伸二上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 472± 01：27．31� 4．6	
35 カ ツ カ モ 牡2黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也北側 雅勝氏 森 秀行 新冠 富本 茂喜 440＋ 6 〃 クビ 19．7

816 ス ズ ミ サ キ 牝2鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 沖田 博志 438＋ 4 〃 アタマ 263．9�
713 カシノランド 牡2黒鹿55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 474＋121：27．51� 26．0�
48 ケ ル ソ ン 牡2鹿 55

53 △松若 風馬山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 信成牧場 486＋ 61：27．6� 123．0
510 エンデヴァー 牡2黒鹿55 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 81：27．91� 8．8�
24 ゼンノウラヌス 牡2黒鹿55 和田 竜二大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 464－ 41：28．0� 10．0�
815 ワキノビクトリー 牝2芦 54 北村 友一脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 448－ 21：28．1� 114．5�
36 クリノリーチソク 牝2栗 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 412＋ 41：28．2クビ 205．4�
612 ダンシングワンダー 牝2栗 54 藤岡 佑介窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 458－ 61：29．15 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，432，000円 複勝： 27，459，200円 枠連： 12，596，400円
馬連： 45，883，900円 馬単： 24，084，400円 ワイド： 24，856，800円
3連複： 65，637，200円 3連単： 81，799，600円 計： 298，749，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 380円 � 200円 枠 連（1－7） 2，370円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 920円 �� 630円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 34，410円

票 数

単勝票数 計 164320 的中 � 30622（1番人気）
複勝票数 計 274592 的中 � 47696（2番人気）� 15106（7番人気）� 36547（3番人気）
枠連票数 計 125964 的中 （1－7） 4103（9番人気）
馬連票数 計 458839 的中 �� 12603（9番人気）
馬単票数 計 240844 的中 �� 3723（16番人気）
ワイド票数 計 248568 的中 �� 6943（10番人気）�� 10475（3番人気）�� 3790（21番人気）
3連複票数 計 656372 的中 ��� 7350（19番人気）
3連単票数 計 817996 的中 ��� 1723（97番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．6―12．5―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．8―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファーサラオー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．7．19 中京7着

2012．3．17生 牡2鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 カジノプレイヤー号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディープブルー号
（非抽選馬） 4頭 セイセイセイ号・ヒデノプラチナ号・メザニン号・ライムチェイサー号

2608610月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時20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
2：00．8
1：59．9

良
良

816 クラージュシチー 牡2栗 55 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 484＋ 42：01．1 1．4�
59 ヴァーサトル 牡2黒鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 468－ 42：02．710 11．7�
815 フォースフィールド 牡2黒鹿55 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 426＋ 42：02．8� 8．1�
611 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± 0 〃 アタマ 10．0�
47 ナ ポ レ オ ン 牡2栗 55 松山 弘平前迫 義幸氏 高野 友和 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 62：02．9� 68．2�
35 フローリアンヌ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 27．9	
12 アイオシルケン 牡2黒鹿 55

53 △松若 風馬石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 460＋ 42：03．0クビ 21．1

612 メイショウヒマワリ 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 492＋ 42：03．31� 31．4�
11 マサノアウトバーン 牡2鹿 55 川須 栄彦中村 時子氏 高野 友和 浦河 笠松牧場 492－14 〃 ハナ 79．3
24 ウインベーネ 牡2栗 55 国分 恭介�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 452－ 42：03．72� 19．7�
23 シゲルデンガク 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 442＋ 22：04．02 259．2�
714 シルバーソード 牡2鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 22：04．1クビ 72．9�
713 アイファーマグオー 牡2栗 55 柴山 雄一中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 506± 02：04．42 180．3�
48 アキノヘッドギア 牡2鹿 55 藤田 伸二穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 434± 02：05．46 76．7�
36 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 460＋ 42：07．8大差 490．8�
510 シゲルヒノクニ 牡2栗 55 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 492＋ 22：12．4大差 337．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，338，900円 複勝： 108，215，000円 枠連： 14，246，400円
馬連： 51，035，500円 馬単： 36，388，500円 ワイド： 27，691，700円
3連複： 67，402，900円 3連単： 123，974，700円 計： 454，293，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 280円 �� 220円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，010円

票 数

単勝票数 計 253389 的中 � 143765（1番人気）
複勝票数 計1082150 的中 � 848016（1番人気）� 49208（2番人気）� 48194（3番人気）
枠連票数 計 142464 的中 （5－8） 23458（3番人気）
馬連票数 計 510355 的中 �� 69032（2番人気）
馬単票数 計 363885 的中 �� 38153（2番人気）
ワイド票数 計 276917 的中 �� 25713（2番人気）�� 35770（1番人気）�� 9777（7番人気）
3連複票数 計 674029 的中 ��� 48461（1番人気）
3連単票数 計1239747 的中 ��� 29816（3番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．4―12．5―12．6―12．3―12．1―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．9―48．4―1：01．0―1：13．3―1：25．4―1：37．5―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラージュシチー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．20 新潟2着

2012．3．6生 牡2栗 母 リボンシチー 母母 リボーンガーネット 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルシゲスタチュー号・シゲルヒノクニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年11月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソヴリンマンボ号

第４回 阪神競馬 第８日



2608710月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50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

612 ワンダーバイファル 牡3鹿 57 藤岡 佑介山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 466－ 81：54．5 23．8�
510 マルカブラン 牡3芦 57 藤田 伸二河長産業� 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 486－ 81：54．71� 7．9�
24 ア ゲ ー ラ 牝3鹿 55

53 △松若 風馬杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 486－ 41：54．8� 9．2�
36 エンジェルラダー 牡3鹿 57 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 486－ 21：54．9� 2．4�
12 カメヤマシャチュウ 牡3鹿 57

54 ▲小崎 綾也岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 470＋ 11：55．0クビ 14．3�
714 ロコモーション 牡3栗 57 菱田 裕二石川 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 542＋161：55．1� 3．9	
23 ミッキーサムソン 牡3鹿 57 川須 栄彦野田みづき氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：55．73� 39．6

48 プレイフォーマザー 牝3鹿 55 �島 良太嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 424－ 8 〃 ハナ 128．3�
59 コスモカパルア 牝3栗 55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 458－ 6 〃 クビ 9．0
815 キクノアヴァン 牡3黒鹿57 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 514± 01：55．91� 19．7�
47 フジヤマテスラ 牝3鹿 55 藤懸 貴志藤本美也子氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 422－101：56．11� 141．6�
816 ウォータースギ 牡3鹿 57

55 △岩崎 翼山岡 良一氏 �島 一歩 浦河 畔高牧場 516＋ 41：56．2� 350．3�
611 サマーパーティ 牡3鹿 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 41：57．69 67．8�
713 フリージアコート 牝3栗 55 酒井 学 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 410－ 8 〃 クビ 173．4�
35 メイショウマリモ 牝3鹿 55 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 450＋ 81：57．91� 187．4�
11 アスターノワール 牡3黒鹿57 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 川越ファーム 510－161：59．17 208．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，632，300円 複勝： 32，655，500円 枠連： 13，044，700円
馬連： 50，712，900円 馬単： 29，947，500円 ワイド： 26，529，300円
3連複： 66，946，200円 3連単： 98，156，900円 計： 339，625，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 470円 � 250円 � 300円 枠 連（5－6） 3，150円

馬 連 �� 9，190円 馬 単 �� 17，380円

ワ イ ド �� 3，010円 �� 3，180円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 26，160円 3 連 単 ��� 183，880円

票 数

単勝票数 計 216323 的中 � 7259（8番人気）
複勝票数 計 326555 的中 � 16314（7番人気）� 38109（3番人気）� 28327（5番人気）
枠連票数 計 130447 的中 （5－6） 3204（12番人気）
馬連票数 計 507129 的中 �� 4275（25番人気）
馬単票数 計 299475 的中 �� 1292（47番人気）
ワイド票数 計 265293 的中 �� 2240（27番人気）�� 2111（29番人気）�� 6658（11番人気）
3連複票数 計 669462 的中 ��� 1919（64番人気）
3連単票数 計 981569 的中 ��� 387（405番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．5―12．9―12．8―13．2―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―37．1―50．0―1：02．8―1：16．0―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ワンダーバイファル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．11．16 東京10着

2011．2．9生 牡3鹿 母 カイロローズ 母母 Insinuate 6戦1勝 賞金 4，460，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターノワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月5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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 ウイングパラダイス号・オグリブライアン号・クリノマンボオー号・シセイタマテ号・スズカアポロ号・

スリーアロー号・ビバユニヴェール号・ベクターイメージ号・マニッシュコート号・ミリノペガサス号・モナルカ号・
リゼコーフィー号・ロードプライド号・ワンダフルバディ号

2608810月5日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26阪神4）第8日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20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

11 アップトゥデイト 牡4芦 60 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 520＋ 83：20．5 1．6�

55 アドマイヤパーシア 牡6栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496± 03：23．0大差 3．0�
78 ヤマニンルポ 牡3鹿 58 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 496＋263：23．1� 26．2�
22 タイキサクセション 牡4栗 60 浜野谷憲尚�大樹ファーム 浅野洋一郎 大樹 大樹ファーム 428＋ 63：23．41� 142．5�
810 キュウシュウソダチ 牡4鹿 60 田村 太雅西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 454＋ 23：24．89 16．1�
66 テイエムスラッガー 牡3栗 58 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 446± 03：25．11� 30．7	
44 ブラボースキー �6栗 60 北沢 伸也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 63：25．2� 7．5

77 テイエムマッチョ 牡3鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 496＋ 63：27．2大差 133．7�
89 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 56 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 444＋ 43：27．83� 87．7�
33 テイエムエビスオー 牡6鹿 60 平沢 健治竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 馬道 繁樹 484－143：30．1大差 42．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，367，400円 複勝： 50，774，600円 枠連： 9，485，300円
馬連： 31，514，000円 馬単： 28，138，500円 ワイド： 18，062，000円
3連複： 46，357，700円 3連単： 127，352，100円 計： 330，051，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（1－5） 200円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 120円 �� 400円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 183674 的中 � 89327（1番人気）
複勝票数 計 507746 的中 � 375311（1番人気）� 64369（2番人気）� 13333（5番人気）
枠連票数 計 94853 的中 （1－5） 36538（1番人気）
馬連票数 計 315140 的中 �� 130938（1番人気）
馬単票数 計 281385 的中 �� 71773（1番人気）
ワイド票数 計 180620 的中 �� 56044（1番人気）�� 8574（6番人気）�� 7074（7番人気）
3連複票数 計 463577 的中 ��� 33424（3番人気）
3連単票数 計1273521 的中 ��� 41425（6番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．3－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アップトゥデイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．7 中京1着

2010．2．18生 牡4芦 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円



2608910月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

33 ユキノカトレア 牝2鹿 54 四位 洋文遠藤 宗義氏 坂口 正則 日高 川端 正博 470 ―1：23．0 2．0�
46 ビ ス カ リ ア 牝2鹿 54 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：23．21� 19．1�
813 ナイトディグニティ 牡2黒鹿 55

53 △松若 風馬 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 402 ―1：23．51� 55．8�
34 タ ナ ボ タ 牝2栗 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 ヤナガワ牧場 428 ― 〃 クビ 11．2�
45 ダイゴサクラ 牝2鹿 54

51 ▲小崎 綾也岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 458 ―1：23．81� 6．0	
610 メッサーウイング 牝2栗 54 北村 友一野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム 438 ― 〃 クビ 4．0

22 ウォーターメアヌイ 牝2鹿 54 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 448 ―1：24．01 37．4�
69 シェーンファルコ �2鹿 55 太宰 啓介釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 456 ―1：24．1� 54．0�
711 インシグニスブルー 牝2栗 54 菱田 裕二 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 448 ― 〃 クビ 15．7
58 コウザンヒキリ 牡2鹿 55 国分 恭介山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 464 ―1：24．2クビ 175．2�
814 マキヤージュ 牝2黒鹿54 松山 弘平�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 450 ―1：24．52 32．7�
11 アーススカイ 牡2鹿 55 川須 栄彦松山 増男氏 加藤 敬二 新冠 競優牧場 440 ―1：25．03 121．4�
57 ガロデオーロ 牡2栗 55

52 ▲義 英真吉田 修氏 安達 昭夫 むかわ ヤマイチ牧場 470 ―1：25．53 40．0�
712 デンコウベル 牝2栗 54 森 一馬田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 436 ―1：27．3大差 195．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，573，700円 複勝： 28，467，500円 枠連： 13，826，000円
馬連： 44，757，700円 馬単： 29，142，700円 ワイド： 23，616，400円
3連複： 59，748，500円 3連単： 96，579，700円 計： 319，712，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 360円 � 1，130円 枠 連（3－4） 430円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，600円 �� 8，760円

3 連 複 ��� 33，660円 3 連 単 ��� 109，400円

票 数

単勝票数 計 235737 的中 � 93348（1番人気）
複勝票数 計 284675 的中 � 86049（1番人気）� 16819（6番人気）� 4501（11番人気）
枠連票数 計 138260 的中 （3－4） 24684（2番人気）
馬連票数 計 447577 的中 �� 18485（7番人気）
馬単票数 計 291427 的中 �� 8683（8番人気）
ワイド票数 計 236164 的中 �� 8118（7番人気）�� 2298（27番人気）�� 669（56番人気）
3連複票数 計 597485 的中 ��� 1331（82番人気）
3連単票数 計 965797 的中 ��� 640（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．7―46．7―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノカトレア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タバスコキャット 初出走

2012．5．11生 牝2鹿 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ガロデオーロ号の騎手義英真は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。

2609010月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：08．8
1：08．7

重
重

24 ア サ ケ ゴ マ 牝4芦 55
52 ▲義 英真大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 480＋101：11．2 4．3�

714 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 446＋ 61：11．73 4．5�
23 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 480＋ 61：12．12� 12．8�
816 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 458＋20 〃 クビ 42．8�
611 マウントフジ 牝6鹿 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 21：12．2� 15．9�
36 トラストフェアリー 牝3栗 53 藤岡 康太菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 420－101：12．3� 64．4	
11 ピンクプリンセス 牝3芦 53

50 ▲小崎 綾也木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B500± 01：12．51� 14．5

48 ルスナイプリンセス 牝3鹿 53 武 幸四郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 506＋121：12．6クビ 27．3�
510 デアリングプライド 牝5鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 ハナ 8．1
59 	 アルティメイト 牝5青鹿55 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 466＋ 6 〃 クビ 54．1�
12 オリエンタルリリー 牝4鹿 55 北村 友一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 516＋221：13．13 4．2�
815 カシノソラーレ 牝4栗 55 菱田 裕二柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 494＋ 21：13．42 158．1�
612 タガノクルクス 牝3栗 53 藤田 伸二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 8 〃 ハナ 12．6�
47 キクノアリア 牝3鹿 53 川須 栄彦菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 448－141：13．61� 242．6�
713 ビアンコカンドーレ 牝3芦 53

51 △松若 風馬吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 61：14．98 21．3�
（15頭）

35 ア ヴ ァ ー ル 牝3栗 53
51 △岩崎 翼前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，328，100円 複勝： 42，269，800円 枠連： 17，652，600円
馬連： 63，635，600円 馬単： 30，329，600円 ワイド： 32，691，200円
3連複： 83，927，200円 3連単： 107，372，700円 計： 404，206，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 170円 � 310円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 440円 �� 850円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 18，280円

票 数

単勝票数 計 263281 的中 � 48548（2番人気）
複勝票数 計 422698 的中 � 64157（3番人気）� 70917（1番人気）� 29748（6番人気）
枠連票数 計 176526 的中 （2－7） 16485（3番人気）
馬連票数 計 636356 的中 �� 43613（1番人気）
馬単票数 計 303296 的中 �� 9824（3番人気）
ワイド票数 計 326912 的中 �� 20521（1番人気）�� 9602（8番人気）�� 7914（12番人気）
3連複票数 計 839272 的中 ��� 16123（6番人気）
3連単票数 計1073727 的中 ��� 4258（25番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―11．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．1―46．9―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 2，4（1，3，8）－（6，15，16）（9，13，14）11（7，10）12 4 ・（2，4）－（1，3）8（6，16）（9，14）（15，10）11，12，13，7

勝馬の
紹 介

ア サ ケ ゴ マ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．10．8 京都2着

2010．3．13生 牝4芦 母 ソーラーヴィジョン 母母 ノーザンソーラー 17戦1勝 賞金 25，900，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔出走取消〕 アヴァール号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 メイショウオハツ号・レディー号



2609110月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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
1：44．5
1：43．9

良
良

816 セウアズール 牝3鹿 53 菱田 裕二吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 412＋141：45．5 36．2�
47 ヴァンセンヌ 牡5鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 4 〃 クビ 21．1�

11 ハッピーモーメント 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482－ 61：45．82 6．1�
713 ヴィンテージローズ 牝3栗 53

51 △松若 風馬吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：46．01� 12．9�
59 ウインリバティ 牝3黒鹿53 国分 恭介�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 442－ 61：46．21	 53．0	
48 フェイマスエンド 牡3栗 55

52 ▲義 英真 �シルクレーシング 
島 一歩 新冠 中村農場 470＋ 21：46．3� 44．4

611 ドラゴンストリート 牡3鹿 55 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 468± 01：46．61� 2．1�
818 エーシンハクリュー 牡4芦 57 松山 弘平�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 502－ 8 〃 アタマ 38．1�
612 パドルウィール 牡3芦 55 酒井 学 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 2 〃 クビ 5．9
24 � トウケイゴールド 牡4鹿 57 四位 洋文木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 486＋ 81：46．7� 50．4�
36 セトノフラッパー 牝4栗 55 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 440＋ 21：46．8クビ 148．9�
817 コウエイワンマン 牡3黒鹿55 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 524－ 41：46．9� 15．7�
510 アグネスミニッツ 牡3栗 55

53 △岩崎 翼渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 494＋22 〃 アタマ 34．3�
35 ジ リ オ ン 牡4黒鹿57 北村 友一近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B540＋ 6 〃 ハナ 38．9�
715 メイショウラリマー 牡3栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 496＋ 41：47．0� 61．5�
12 プラチナテーラー 牝4鹿 55 中谷 雄太中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 61：47．21	 236．1�
23 クリノダイコクテン 牡3栃栗55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 468－ 61：47．51� 184．1�
714 フロリダパンサー 牡3青鹿55 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478± 01：47．7� 17．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，308，100円 複勝： 63，485，200円 枠連： 24，280，700円
馬連： 83，813，200円 馬単： 46，379，400円 ワイド： 43，870，600円
3連複： 108，441，400円 3連単： 157，433，300円 計： 563，011，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，620円 複 勝 � 940円 � 650円 � 280円 枠 連（4－8） 6，020円

馬 連 �� 33，030円 馬 単 �� 74，000円

ワ イ ド �� 7，630円 �� 3，180円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 50，800円 3 連 単 ��� 452，930円

票 数

単勝票数 計 353081 的中 � 7795（9番人気）
複勝票数 計 634852 的中 � 16276（8番人気）� 24436（7番人気）� 68448（2番人気）
枠連票数 計 242807 的中 （4－8） 3121（16番人気）
馬連票数 計 838132 的中 �� 1966（68番人気）
馬単票数 計 463794 的中 �� 470（139番人気）
ワイド票数 計 438706 的中 �� 1464（71番人気）�� 3555（28番人気）�� 5588（20番人気）
3連複票数 計1084414 的中 ��� 1601（134番人気）
3連単票数 計1574333 的中 ��� 252（966番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―11．6―11．6―12．0―11．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．9―47．5―59．1―1：11．1―1：22．3―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セウアズール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kornado デビュー 2014．4．5 阪神1着

2011．3．2生 牝3鹿 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 5戦2勝 賞金 17，200，000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 エスターブレ号・マイネリベルタス号・マヤノラムダ号

2609210月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：48．5
1：47．8

重
重

815 メイショウテンシュ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 524－ 21：52．7 5．0�
611 アスターフレンチ 牡4栗 57 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 500＋ 6 〃 クビ 7．7�
34 ラウンドロビン 牡5黒鹿57 菱田 裕二諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 446＋121：52．91� 16．1�
46 マコトグロズヌイ 牡3芦 55

53 △松若 風馬�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 520－ 61：53．32� 3．6�
814 ショウナンサンタ 牡3鹿 55 国分 恭介�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 456± 01：53．61	 15．3	
11 
 セルリアンラビット 牡5鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B456＋ 21：53．81� 181．9

23 メイショウワッフル 牝3鹿 53 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 482＋ 21：53．9クビ 15．7�
47 パッシングブリーズ 牡3鹿 55 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474＋ 61：54．11� 4．7�
712 メイショウブーケ 牝3栗 53 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 468＋ 41：54．2� 33．0
59 サトノバリアント 牡3鹿 55 松山 弘平里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448＋ 61：54．41� 10．5�
58 ノアオーカン 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 468－ 81：54．72 19．5�
35 
 ワンダーパラジーノ 牡4栗 57 高倉 稜山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 478－ 41：55．12� 385．7�
610
 ミッキーピオーネ 牡4芦 57 柴山 雄一野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 ハナ 28．4�
713 ショウリュウバイオ 牡4栗 57 �島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：55．95 42．4�
22 ドリームプログラム 牡5栗 57 田中 博康セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 522＋ 61：56．64 240．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，565，200円 複勝： 42，359，400円 枠連： 22，318，000円
馬連： 73，407，400円 馬単： 34，948，900円 ワイド： 36，208，300円
3連複： 90，623，200円 3連単： 122，895，800円 計： 449，326，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 240円 � 350円 枠 連（6－8） 1，390円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，550円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 38，900円

票 数

単勝票数 計 265652 的中 � 41997（3番人気）
複勝票数 計 423594 的中 � 63382（3番人気）� 45836（4番人気）� 27705（6番人気）
枠連票数 計 223180 的中 （6－8） 12429（6番人気）
馬連票数 計 734074 的中 �� 29678（6番人気）
馬単票数 計 349489 的中 �� 7182（10番人気）
ワイド票数 計 362083 的中 �� 13338（6番人気）�� 5920（20番人気）�� 4687（27番人気）
3連複票数 計 906232 的中 ��� 7060（35番人気）
3連単票数 計1228958 的中 ��� 2290（111番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―14．2―13．1―13．0―12．5―12．1―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―38．4―51．5―1：04．5―1：17．0―1：29．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテンシュ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．3．17 阪神5着

2010．4．22生 牡4黒鹿 母 トゥルーアイズ 母母 オレンジカラー 9戦2勝 賞金 18，000，000円
※出走取消馬 イノセンテス号（疾病〔感冒〕のため）
※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 クラウンデピュティ号



2609310月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第9競走 ��
��2，400�

ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．9．28以降26．9．28まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

69 ユキノサムライ 牡5栗 55 藤岡 佑介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468－ 42：25．8 12．8�
610 アドマイヤスピカ 牡4栗 56 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：26．01� 8．8�
46 レッドカイザー 牡3黒鹿53 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B480± 02：26．1クビ 13．1�
33 メイクアップ 牡3栗 53 和田 竜二岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 6 〃 クビ 3．0�
814 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿53 北村 友一 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482± 02：26．2クビ 2．3	
711 ファーマジェンヌ 牝5黒鹿51 小崎 綾也中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 498－ 42：27．15 207．7

57 � カンタベリーナイト 牡5鹿 54 菱田 裕二峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B494－ 6 〃 クビ 131．0�
813� メイショウシレトコ 牡6鹿 51 義 英真松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466－102：27．2	 229．5�
58 ダノンマックイン 牡6黒鹿56 太宰 啓介�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488－ 22：27．4	 18．0
34 ロングリバイバル 牡3鹿 53 酒井 学中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 486＋142：27．61� 11．9�
45 ナリタスカイ 牝5黒鹿52 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 424± 02：27．7	 31．0�
22 トーセンギャラリー 牡5鹿 56 藤岡 康太島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 62．2�
712 カ ー バ 牡5青鹿55 藤田 伸二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム 480－222：29．08 60．1�
11 � テーオーフェアリー 牝5栗 50 松若 風馬小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 484＋ 62：29．53 45．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，810，900円 複勝： 57，980，600円 枠連： 27，720，800円
馬連： 112，257，300円 馬単： 57，064，800円 ワイド： 50，530，800円
3連複： 140，489，200円 3連単： 228，129，800円 計： 711，984，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 320円 � 310円 � 370円 枠 連（6－6） 4，780円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 9，930円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，800円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 104，870円

票 数

単勝票数 計 378109 的中 � 23605（5番人気）
複勝票数 計 579806 的中 � 48630（4番人気）� 49346（3番人気）� 40237（6番人気）
枠連票数 計 277208 的中 （6－6） 4491（12番人気）
馬連票数 計1122573 的中 �� 19480（12番人気）
馬単票数 計 570648 的中 �� 4307（29番人気）
ワイド票数 計 505308 的中 �� 10199（12番人気）�� 7177（20番人気）�� 7921（17番人気）
3連複票数 計1404892 的中 ��� 6749（45番人気）
3連単票数 計2281298 的中 ��� 1577（285番人気）

ハロンタイム 12．8―10．4―12．2―12．0―12．4―12．6―12．7―13．0―12．9―11．6―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．2―35．4―47．4―59．8―1：12．4―1：25．1―1：38．1―1：51．0―2：02．6―2：13．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノサムライ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．12．17 阪神7着

2009．3．7生 牡5栗 母 ヒ メ 母母 プレミアムショール 18戦3勝 賞金 46，848，000円
〔制裁〕 メイクアップ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番・8番・

9番・14番）

2609410月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走14時50分 （芝・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

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

55 ラインスピリット 牡3黒鹿55 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 426－ 21：08．9 3．4�
44 モズハツコイ 牝3芦 53 菱田 裕二北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 460＋ 2 〃 クビ 5．7�
22 � ミッドナイトクロス 牡7青鹿57 四位 洋文 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 520＋141：09．11	 12．0�
11 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504－ 21：09．31
 36．0�
77 レ ム ミ ラ ス 牝3鹿 53 和田 竜二�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 442± 01：09．4� 2．5	
66 メイショウツガル 牡6鹿 57 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 468－ 81：09．5� 20．0

33 マイネボヌール 牝5青鹿55 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 6 〃 ハナ 25．2�
88 ケイアイウィルゴー 牝4鹿 55 藤岡 康太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 476－ 41：09．6
 10．8�
89 ゴールデンムーン 牝5栗 55 松山 弘平�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 466－ 21：10．02
 9．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，219，400円 複勝： 45，620，700円 枠連： 19，023，900円
馬連： 104，311，500円 馬単： 62，662，900円 ワイド： 42，786，000円
3連複： 119，275，100円 3連単： 283，597，600円 計： 714，497，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 220円 � 260円 枠 連（4－5） 1，100円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 410円 �� 740円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 11，340円

票 数

単勝票数 計 372194 的中 � 85909（2番人気）
複勝票数 計 456207 的中 � 95472（2番人気）� 50992（3番人気）� 39514（5番人気）
枠連票数 計 190239 的中 （4－5） 13315（5番人気）
馬連票数 計1043115 的中 �� 84502（3番人気）
馬単票数 計 626629 的中 �� 31480（4番人気）
ワイド票数 計 427860 的中 �� 28737（3番人気）�� 14535（9番人気）�� 8502（16番人気）
3連複票数 計1192751 的中 ��� 27391（13番人気）
3連単票数 計2835976 的中 ��� 18129（35番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．5―11．2―10．7―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．3―35．8―47．0―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．1
3 5，4（2，7）（6，9）（3，8）－1 4 5，4（2，7）（6，8，9）3，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインスピリット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．10 小倉2着

2011．3．26生 牡3黒鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 11戦4勝 賞金 63，416，000円

２レース目



2609510月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

813 オ リ ー ビ ン 牡5栗 56 菱田 裕二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 476＋ 81：33．9 5．8�
69 アズマシャトル 牡3鹿 54 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 472－16 〃 ハナ 8．7�
44 サンライズメジャー 牡5栗 57 四位 洋文松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 486＋10 〃 クビ 3．6�
22 サトノルパン 牡3黒鹿54 松山 弘平里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 454－ 61：34．0	 8．2�
45 ダンスアミーガ 牝3栗 52 藤岡 康太 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466± 01：34．1
 4．1�
56 ミキノバンジョー 牡7鹿 58 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 518－ 41：34．2クビ 34．2	
812 トーセンレーヴ 牡6鹿 58 藤岡 佑介島川 
哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋12 〃 クビ 8．4�
33 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 478＋ 21：34．3クビ 25．9�
11 ダノンプログラマー �8青鹿56 川須 栄彦ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 59．9�
711 マックスドリーム �7青鹿56 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 548＋241：34．4
 26．3�
710 タムロスカイ 牡7栗 57 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 490＋ 41：34．5クビ 62．9�
68 ゲシュタルト 牡7鹿 58 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 526＋ 41：34．71	 49．2�
57 ショウナンワダチ 牡3芦 54 北村 友一国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 472± 01：34．8	 20．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，015，400円 複勝： 86，703，400円 枠連： 55，503，400円
馬連： 258，214，000円 馬単： 120，116，900円 ワイド： 90，438，000円
3連複： 324，194，600円 3連単： 570，213，100円 計： 1，566，398，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 240円 � 140円 枠 連（6－8） 1，250円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 730円 �� 340円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 14，970円

票 数

単勝票数 計 610154 的中 � 84130（3番人気）
複勝票数 計 867034 的中 � 142741（2番人気）� 74746（5番人気）� 185095（1番人気）
枠連票数 計 555034 的中 （6－8） 34356（5番人気）
馬連票数 計2582140 的中 �� 103584（8番人気）
馬単票数 計1201169 的中 �� 23747（16番人気）
ワイド票数 計 904380 的中 �� 30268（8番人気）�� 72991（1番人気）�� 34017（5番人気）
3連複票数 計3241946 的中 ��� 111153（4番人気）
3連単票数 計5702131 的中 ��� 27606（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．0―12．1―11．8―10．7―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．5―48．6―1：00．4―1：11．1―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．5
3 6，7（4，13）12（3，5）10（8，9）2，11，1 4 ・（6，7）13（4，12）（5，10）（3，9，11）8，2，1

勝馬の
紹 介

オ リ ー ビ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Zilzal デビュー 2011．9．11 阪神2着

2009．1．30生 牡5栗 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous 31戦5勝 賞金 177，365，000円

2609610月5日 曇 良 （26阪神4）第8日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 メイショウスミトモ 牡3鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464± 01：51．3 27．6�
815 ストロングサウザー 牡3鹿 55 柴山 雄一村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 15．7�
24 グッドマイスター 牡5鹿 57 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480± 01：51．4クビ 6．3�
510 スズカルパン 牡5鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466＋101：51．61� 59．7�
714 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 490＋ 4 〃 アタマ 12．4�
11 キングブレイク 牡5栗 57 藤岡 康太宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 510＋ 21：51．81� 21．4�
36 	 アムールブリエ 牝3鹿 53 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 490＋ 4 〃 クビ 35．6	
47 エクセルフラッグ 牡7鹿 57 松田 大作橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 514－121：52．12 325．4

816 エイコーンパス 牡5栗 57 菱田 裕二吉田 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－ 6 〃 ハナ 19．7�
23 スズカウラノス 牡5鹿 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 456－ 41：52．41
 84．9�
48 フジインザスカイ 牝3鹿 53 高倉 稜藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458＋18 〃 ハナ 168．5
59 ワースムーン 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 514－ 21：52．5クビ 2．7�
35 ナンヨーマーク 牡3青鹿 55

52 ▲小崎 綾也中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 512＋ 41：52．6� 5．1�
612 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452－ 81：53．02� 8．7�

713 クレスコモア 牡4黒鹿 57
55 △松若 風馬堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522＋ 41：53．53 15．3�

12 オーシュペール 牝5鹿 55 国分 優作 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：53．6クビ 100．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，877，600円 複勝： 105，173，000円 枠連： 45，287，300円
馬連： 235，022，000円 馬単： 89，476，700円 ワイド： 85，934，100円
3連複： 250，399，000円 3連単： 405，408，100円 計： 1，283，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 730円 � 480円 � 230円 枠 連（6－8） 2，480円

馬 連 �� 18，190円 馬 単 �� 33，700円

ワ イ ド �� 4，540円 �� 2，490円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 36，090円 3 連 単 ��� 345，380円

票 数

単勝票数 計 668776 的中 � 19344（10番人気）
複勝票数 計1051730 的中 � 33487（10番人気）� 53471（7番人気）� 143426（3番人気）
枠連票数 計 452873 的中 （6－8） 14150（14番人気）
馬連票数 計2350220 的中 �� 10653（46番人気）
馬単票数 計 894767 的中 �� 1991（98番人気）
ワイド票数 計 859341 的中 �� 4827（50番人気）�� 8915（30番人気）�� 11070（24番人気）
3連複票数 計2503990 的中 ��� 5203（112番人気）
3連単票数 計4054081 的中 ��� 851（863番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．2―12．6―12．6―12．3―12．1―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．0―49．6―1：02．2―1：14．5―1：26．6―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
13，2（5，12）14（4，10，15）（6，11）（3，9，16）8－7－1・（13，12）（14，15）2（5，11，9）（4，10）16（3，6）8，7，1

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

勝馬の
紹 介

メイショウスミトモ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．3 函館1着

2011．4．22生 牡3鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 12戦3勝 賞金 34，806，000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 アーサーバローズ号・ツルマルスピリット号・ミッキーマーチ号

４レース目



（26阪神4）第8日 10月5日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

217，840，000円
2，080，000円
7，780，000円
1，150，000円
19，660，000円
63，458，500円
5，054，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
396，469，000円
691，163，900円
274，985，500円
1，154，565，000円
588，680，800円
503，215，200円
1，423，442，200円
2，402，913，400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 7，435，435，000円

総入場人員 15，356名 （有料入場人員 13，981名）



平成26年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，400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

1，885，300，000円
6，240，000円
61，750，000円
14，401，000円
167，590，000円
501，453，500円
39，997，400円
13，440，000円

勝馬投票券売得金
3，650，864，700円
6，255，834，600円
2，315，725，500円
9，986，721，700円
5，426，788，000円
4，496，150，800円
12，845，807，600円
23，103，698，600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 68，081，591，500円

総入場延人員 143，872名 （有料入場延人員 133，120名）
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