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26013 9月13日 曇 良 （27阪神4）第2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

812� ゼンノサーベイヤー 牡2栗 54 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko
Osako 496－ 21：24．7 1．3�

22 ソーディヴァイン 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 510－101：25．02 3．9�
57 タガノフォルトゥナ 牡2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：27．1大差 9．1�
711 ウインランブル 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 458－ 21：27．2� 42．2�
710 セキサンシップ 牝2鹿 54

51 ▲	島 克駿�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 436＋ 41：27．41
 40．5	
44 ビップトイトイトイ 牡2黒鹿54 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 482± 0 〃 クビ 23．0

69 チャペルオブラブ 牝2鹿 54 幸 英明前田 葉子氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 61：27．5クビ 64．4�
813 テイエムハートダン 牡2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 484＋ 2 〃 クビ 324．0�
33 グロースハック 牡2栗 54

51 ▲加藤 祥太小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 422＋121：27．7� 73．4
45 ブラリサンポ 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 B426－ 41：28．87 246．4�
11 ス タ ー シ ャ 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 及川 ミツ子 468－ 21：31．3大差 191．7�
68 サカジロゴーゴー 牝2栗 54 戸崎 圭太ロイヤルパーク 坂口 正則 新冠 川島牧場 448－ 2 （競走中止） 64．4�
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56 マイネルアーベント 牡2鹿 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 日高 アイズスタッド株式会社 480－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，692，800円 複勝： 102，559，000円 枠連： 13，284，900円
馬連： 46，491，300円 馬単： 36，432，400円 ワイド： 31，998，400円
3連複： 60，139，400円 3連単： 113，843，000円 計： 434，441，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 100円 � 120円 枠 連（2－8） 240円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 110円 �� 170円 �� 260円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 900円

票 数

単勝票数 差引計 296928（返還計 9606） 的中 � 175891（1番人気）
複勝票数 差引計1025590（返還計 14157） 的中 � 827950（1番人気）� 81749（2番人気）� 42090（3番人気）
枠連票数 差引計 132849（返還計 1893） 的中 （2－8） 42628（1番人気）
馬連票数 差引計 464913（返還計 53228） 的中 �� 156049（1番人気）
馬単票数 差引計 364324（返還計 42698） 的中 �� 91302（1番人気）
ワイド票数 差引計 319984（返還計 38993） 的中 �� 97244（1番人気）�� 41782（2番人気）�� 21718（3番人気）
3連複票数 差引計 601394（返還計164805） 的中 ��� 122000（1番人気）
3連単票数 差引計1138430（返還計296766） 的中 ��� 91138（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．0―11．9―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．1―47．1―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゼンノサーベイヤー �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．6．20 阪神2着

2013．2．1生 牡2栗 母 Eden’s Causeway 母母 North Of Eden 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 マイネルアーベント号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 サカジロゴーゴー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13日まで平地競走

に出走できない。

26014 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2日 第2競走 ��
��1，600�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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

78 ゴッドカリビアン 牝2鹿 54 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 428－ 21：35．2 20．3�
811 カープストリーマー 牡2栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506－ 61：35．3� 3．1�
22 ヤマニンシルフ 牡2栗 54 戸崎 圭太土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 426± 01：35．61� 11．8�
11 ショウナンアヴィド 牡2青鹿54 川田 将雅�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 478＋ 6 〃 クビ 2．1�
79 サ ル ド ナ 牝2栗 54 M．デムーロ寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：35．7� 3．6�
55 シゲルキハダマグロ 牡2栗 54 中谷 雄太森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 430＋ 41：36．02 72．1	
33 コパノスウィープ 牡2栗 54

51 ▲義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 452－ 8 〃 アタマ 70．8

44 グランサーブル 牡2芦 54 幸 英明間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 422－ 81：36．63� 264．1�
67 メイショウノボサン 牡2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 41：36．81	 88．5�
810 マイネルカリスト 牡2黒鹿54 和田 竜二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 青森 伊藤牧場 484＋10 〃 クビ 103．3�
66 シゲルシマカツオ 牡2鹿 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 442－ 41：37．97 272．8�
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売 得 金
単勝： 26，977，000円 複勝： 64，868，600円 枠連： 10，478，100円
馬連： 47，741，500円 馬単： 36，208，400円 ワイド： 27，339，700円
3連複： 69，275，900円 3連単： 134，091，600円 計： 416，980，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 620円 � 230円 � 510円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，310円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 48，390円

票 数

単勝票数 計 269770 的中 � 10616（5番人気）
複勝票数 計 648686 的中 � 24679（5番人気）� 87461（2番人気）� 30848（4番人気）
枠連票数 計 104781 的中 （7－8） 11781（3番人気）
馬連票数 計 477415 的中 �� 13761（9番人気）
馬単票数 計 362084 的中 �� 3569（20番人気）
ワイド票数 計 273397 的中 �� 8243（9番人気）�� 5131（10番人気）�� 13399（5番人気）
3連複票数 計 692759 的中 ��� 8629（15番人気）
3連単票数 計1340916 的中 ��� 2009（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．3―47．7―1：00．1―1：11．5―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴッドカリビアン �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．28 阪神5着

2013．4．28生 牝2鹿 母 オメガカリビアン 母母 ゴッドインチーフ 3戦1勝 賞金 6，450，000円

第４回 阪神競馬 第２日



26015 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2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

47 スマートガイア 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 41：53．9 2．5�
713 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 小坂 忠士大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 480＋ 21：54．32� 6．9�
24 メイショウセセラギ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 B462＋ 61：54．4� 6．5�
11 スリーフルマーク 牝3鹿 54 和田 竜二永井商事� 村山 明 日高 松平牧場 488＋ 31：55．03� 86．8�
23 ノースダルジャン 牝3鹿 54 川島 信二和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 424＋ 21：55．1� 33．8�
611 ロードアンビシャス 牡3栗 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 81：55．42 7．6	
714 アイキャンベット 牡3栗 56

54 △城戸 義政薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 478＋161：56．25 208．6

35 メイショウアルパ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464－10 〃 ハナ 18．7�
36 レッドヴィラーゴ 牝3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488－ 41：56．41� 42．1�
815 ワンダーオマージュ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 526－ 81：56．5クビ 271．3
612 レ イ オ ー ロ 牡3栗 56 太宰 啓介 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 474＋12 〃 クビ 16．1�
12 エイユービリーヴ �3鹿 56 難波 剛健笹部 義則氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 464－ 21：56．6クビ 69．3�
510 シ ャ ル ド ン 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 440－ 41：57．66 78．5�
59 メイショウメブキ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 牧浦 充徳 様似 中脇 一幸 432＋ 41：57．7� 250．3�
816 アドマイヤホーク 牡3栗 56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋121：58．55 5．0�
48 アドマイヤアラシ 牡3鹿 56 高倉 稜近藤 利一氏 梅田 智之 様似 猿倉牧場 498＋122：00．110 262．3�
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売 得 金
単勝： 23，812，300円 複勝： 30，596，700円 枠連： 15，258，700円
馬連： 55，282，700円 馬単： 28，828，200円 ワイド： 30，000，400円
3連複： 73，532，200円 3連単： 98，949，900円 計： 356，261，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 170円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 238123 的中 � 76010（1番人気）
複勝票数 計 305967 的中 � 74160（1番人気）� 41278（3番人気）� 40581（4番人気）
枠連票数 計 152587 的中 （4－7） 14483（4番人気）
馬連票数 計 552827 的中 �� 53117（2番人気）
馬単票数 計 288282 的中 �� 17892（2番人気）
ワイド票数 計 300004 的中 �� 20716（2番人気）�� 18915（3番人気）�� 17447（4番人気）
3連複票数 計 735322 的中 ��� 41052（2番人気）
3連単票数 計 989499 的中 ��� 16405（2番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―13．4―12．7―12．1―12．9―13．1―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―37．2―49．9―1：02．0―1：14．9―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
6，8，10，16（9，13）12，14，3，11（4，7）－（2，5）（1，15）
6（8，10，11）13，7，12（9，14）－（3，16）5－4，2（1，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートガイア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2014．11．30 京都2着

2012．2．23生 牡3鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔その他〕 アドマイヤアラシ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤホーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13日まで平地

競走に出走できない。

26016 9月13日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27阪神4）第2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

11 タガノグーフォ �6黒鹿60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 482＋ 63：21．8 2．6�
33 アドマイヤタイシ 牡8黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 63：22．54 2．7�
22 ハクユウドルフィン 牡4青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 450－ 23：24．110 2．9�
66 ミスタービッグ 牡3鹿 58 植野 貴也田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 452－ 83：28．8大差 19．5�
55 アグネスキング 牡4黒鹿60 小坂 忠士渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 532＋203：38．7大差 30．0�
44 �� ヴェントアウレオ 牡4栗 60 林 満明藤田 孟司氏 坪 憲章 米 Takeshi

Fujita 482－ 2 （競走中止） 11．4	
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売 得 金
単勝： 14，583，300円 複勝： 12，451，300円 枠連： 発売なし
馬連： 23，264，300円 馬単： 21，156，400円 ワイド： 10，792，200円
3連複： 30，917，700円 3連単： 98，011，500円 計： 211，176，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 140円 �� 150円 �� 110円

3 連 複 ��� 190円 3 連 単 ��� 1，020円

票 数

単勝票数 計 145833 的中 � 43724（1番人気）
複勝票数 計 124513 的中 � 29511（3番人気）� 39887（1番人気）
馬連票数 計 232643 的中 �� 51981（1番人気）
馬単票数 計 211564 的中 �� 27286（1番人気）
ワイド票数 計 107922 的中 �� 15352（2番人気）�� 14206（3番人気）�� 35744（1番人気）
3連複票数 計 309177 的中 ��� 118321（1番人気）
3連単票数 計 980115 的中 ��� 69134（2番人気）
上り 1マイル 1：50．8 4F 52．2－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

�
�
4＝1－3，2＝6＝5
1－（3，2）＝6＝5

勝馬の
紹 介

タガノグーフォ 

�
父 ネオユニヴァース 


�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．22 京都1着

2009．4．17生 �6黒鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヴェントアウレオ号は，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。



26017 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2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

89 メイケイレジェンド 牡2鹿 54 M．デムーロ名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 472 ―2：05．8 1．7�
44 ケンホファヴァルト 牡2鹿 54 戸崎 圭太中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 440 ― 〃 クビ 8．4�
88 シンボリダルク 牝2青鹿54 太宰 啓介シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 466 ―2：06．43� 16．6�
33 � ラ ニ 牡2芦 54 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 520 ―2：07．14 4．5�
77 コンゴウノカガヤキ 牡2鹿 54 松山 弘平金岡 久夫氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 510 ―2：07．2	 9．4�
66 テトラコード 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 芳住 鉄兵 474 ―2：07．41
 43．2	
55 シーズウォー 牡2鹿 54 幸 英明中地賢次郎氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 470 ― 〃 クビ 70．0

22 ダイシンアレッタ 牡2黒鹿54 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高 中原牧場 438 ―2：07．5クビ 8．8�
11 ビットロブスト 牡2栗 54 森 一馬馬場 祥晃氏 西村 真幸 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 440 ―2：12．1大差 102．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，534，500円 複勝： 42，071，500円 枠連： 8，766，900円
馬連： 43，784，000円 馬単： 35，289，400円 ワイド： 22，679，400円
3連複： 56，492，000円 3連単： 126，984，600円 計： 366，602，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 260円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 250円 �� 430円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 305345 的中 � 143366（1番人気）
複勝票数 計 420715 的中 � 243863（1番人気）� 30491（4番人気）� 18378（6番人気）
枠連票数 計 87669 的中 （4－8） 10403（3番人気）
馬連票数 計 437840 的中 �� 47335（3番人気）
馬単票数 計 352894 的中 �� 27447（4番人気）
ワイド票数 計 226794 的中 �� 25978（2番人気）�� 13255（5番人気）�� 5096（14番人気）
3連複票数 計 564920 的中 ��� 19201（8番人気）
3連単票数 計1269846 的中 ��� 13294（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．7―39．2―52．8―1：06．0―1：18．7―1：30．9―1：42．7―1：54．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイケイレジェンド 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 メジロマックイーン 初出走

2013．4．15生 牡2鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビットロブスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13日まで平地競

走に出走できない。

26018 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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

611 エスペランサルル 牝3栗 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 406－121：34．4 14．1�

24 サトノマジカル 牝3青鹿54 戸崎 圭太里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム B416－ 4 〃 クビ 12．2�
816 エイシンダーラ 牝3鹿 54 川田 将雅�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 462± 01：34．5クビ 6．2�
715 ディープビヨンド 牝3黒鹿54 和田 竜二�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 420± 0 〃 ハナ 14．4�
11 ノースピーディング �3青鹿56 森 一馬山田 弘氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：34．71� 36．1	
59 ミスズダンディー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 462－10 〃 アタマ 4．8

714 サクラティンクル 牝3鹿 54 M．デムーロ�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B462＋ 4 〃 クビ 4．2�
48 ホーリーシュラウド 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田 照哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 430－121：34．8クビ 8．6�
612 サダムジャポン 牡3黒鹿 56

53 ▲	島 克駿大西 定氏 松田 博資 新ひだか 神垣 道弘 418－ 2 〃 クビ 36．1
510 ナ タ リ ー 牝3鹿 54 四位 洋文�グランド牧場 中内田充正 新ひだか グランド牧場 418＋121：35．11
 72．4�
23 メイショウハルゴマ 牝3青鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 様似 中脇 一幸 460－ 4 〃 ハナ 116．0�
12 ベッライリス 牝3鹿 54 秋山真一郎 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 394± 01：35．31� 9．6�
713 ツカサブレイブ 牡3青鹿56 柴田 未崎中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 466－101：35．4クビ 88．1�
36 サリュダムール 牝3鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 74．4�
35 ミリノカイザー 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬榮 義則氏 森 秀行 新ひだか 桜井牧場 454－101：35．72 113．3�
47 テイエムセキハン 牝3栗 54 	島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 462＋ 21：35．8クビ 14．8�
817 レッドシャローム 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－12 〃 クビ 80．7�
818 ビ ー ラ ヴ ド 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 436－ 41：36．11
 55．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，979，800円 複勝： 37，508，300円 枠連： 19，793，700円
馬連： 68，224，100円 馬単： 29，782，000円 ワイド： 38，549，500円
3連複： 96，185，900円 3連単： 115，472，100円 計： 433，495，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 410円 � 370円 � 220円 枠 連（2－6） 5，660円

馬 連 �� 9，700円 馬 単 �� 18，780円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，720円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 17，010円 3 連 単 ��� 129，590円

票 数

単勝票数 計 279798 的中 � 15865（7番人気）
複勝票数 計 375083 的中 � 22075（8番人気）� 25485（6番人気）� 50241（3番人気）
枠連票数 計 197937 的中 （2－6） 2707（22番人気）
馬連票数 計 682241 的中 �� 5446（35番人気）
馬単票数 計 297820 的中 �� 1189（70番人気）
ワイド票数 計 385495 的中 �� 4647（26番人気）�� 5752（23番人気）�� 7980（15番人気）
3連複票数 計 961859 的中 ��� 4241（61番人気）
3連単票数 計1154721 的中 ��� 646（413番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―46．2―58．6―1：10．1―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．8
3 3（7，14）－16，1，8，4，6（5，9，10）（11，15）18，17（12，13）2 4 3，14（7，16）（8，10）1（4，6，15）（5，9，11，13）（17，18）（12，2）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エスペランサルル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2014．11．8 京都8着

2012．4．18生 牝3栗 母 ワンモアベイビー 母母 ワンモアギャル 9戦1勝 賞金 7，270，000円
〔制裁〕 ノースピーディング号の騎手森一馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

サダムジャポン号の騎手	島克駿は，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10，000円。（被害馬：5番・
17番）

※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） 1頭 サトノダヴィンチ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウソウソウ号



26019 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 インフェルノ 牡3栗 55 池添 謙一 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 478＋ 81：24．1 9．7�

24 ラインシュナイダー 牡3鹿 55 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 456－14 〃 ハナ 13．2�
23 コロマンデル 牡3黒鹿 55

52 ▲�島 克駿吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442－ 41：24．31� 4．7�
611 ネオスターダム 牡3黒鹿55 M．デムーロ一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋121：24．51� 1．9�
47 アスタキサンチン 牝3栗 53

50 ▲加藤 祥太三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B448＋ 21：24．6� 7．3�
12 モンラッシェ 牡4栗 57 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 16．3�
612 オンワードバース 牡3鹿 55

52 ▲義 英真樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 446＋ 4 〃 ハナ 32．5	
35 ノ ボ リ フ ジ 牡4鹿 57 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 522－ 41：25．13 22．2

816	 メイショウトリトン 牡5黒鹿57 和田 竜二松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 464－10 〃 クビ 190．4�
59 	 ウエスタンプリンス 牡4鹿 57

55 △城戸 義政西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか ウエスタンファーム 458＋121：25．2クビ 242．0�
11 ル イ カ ズ マ 牡4鹿 57 幸 英明雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 498± 01：25．51� 26．3�
510 ミスターベアー 牡3栗 55 高倉 稜岡 浩二氏 石橋 守 熊本 村山 光弘 500＋151：26．45 179．0�
36 クラウンボースロン 牡5鹿 57 太宰 啓介矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 462＋ 6 〃 アタマ 446．5�
713 テイエムヒーロー 牡5鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 476－ 4 〃 アタマ 232．5�
48 コリャコリャ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 480＋20 〃 クビ 163．5�
815 ダイメイエンド 牡3鹿 55 岩田 康誠宮本 孝一氏 森 秀行 日高 横井 哲 530－121：30．4大差 191．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，401，400円 複勝： 48，322，300円 枠連： 21，287，700円
馬連： 88，204，000円 馬単： 46，762，500円 ワイド： 44，276，500円
3連複： 108，786，400円 3連単： 172，877，300円 計： 568，918，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 300円 � 170円 枠 連（2－7） 1，770円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 660円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 37，570円

票 数

単勝票数 計 384014 的中 � 31610（4番人気）
複勝票数 計 483223 的中 � 42802（4番人気）� 37246（5番人気）� 88988（2番人気）
枠連票数 計 212877 的中 （2－7） 9311（7番人気）
馬連票数 計 882040 的中 �� 15659（15番人気）
馬単票数 計 467625 的中 �� 3801（29番人気）
ワイド票数 計 442765 的中 �� 11060（12番人気）�� 17448（8番人気）�� 17472（7番人気）
3連複票数 計1087864 的中 ��� 17505（16番人気）
3連単票数 計1728773 的中 ��� 3336（118番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．9―12．0―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．5―58．5―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インフェルノ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2015．6．21 函館3着

2012．3．30生 牡3栗 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 3戦2勝 賞金 13，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイエンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アチーヴ号・オーディンバローズ号・サンレイデジタル号・スリーネルソン号

26020 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

12 レッドオーラム 牝4鹿 55 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 480－181：46．4 4．4�
815 オ デ ッ タ 牝3黒鹿52 M．デムーロ近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 448－ 4 〃 クビ 19．4�
35 マイネヴァリエンテ 牝4鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 41：46．5� 10．2�
36 マイネリベルタス 牝4鹿 55 高倉 稜 �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 442＋ 4 〃 クビ 5．6�
59 ロイヤルストリート 牝3鹿 52 浜中 俊下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 424－ 21：46．6� 4．5	
817 ピエールドリュヌ 牝4黒鹿 55

52 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 474＋ 21：46．7� 28．8


714 ボ ワ レ ッ ト 牝4鹿 55 川田 将雅�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472－101：46．8クビ 9．0�

611 ゴールドエッセンス 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 410＋ 8 〃 クビ 16．1�
816	 カ ル シ ャ ン 牝3鹿 52

51 ☆岩崎 翼門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438－161：47．01
 62．9
48 ア ル カ ナ 牝5鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 61：47．31� 45．5�
510 リオグランデ 牝5鹿 55 国分 優作 �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 444＋ 2 〃 クビ 15．2�
24 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿52 武 豊山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 472＋101：47．5� 17．0�
713 レッドラヴィータ 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：47．6� 13．1�
23 	 エメラルヒマワリ 牝3青鹿 52

49 ▲三津谷隼人高橋 勉氏 服部 利之 平取 スガタ牧場 450＋141：47．91� 305．4�
47 ウインバニラスカイ 牝3芦 52 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 462＋16 〃 クビ 71．3�
11 	 アグリナデシコ 牝4黒鹿55 藤懸 貴志アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 440± 01：48．53� 235．1�
612 ヤマニンシェリル 牝5栗 55

52 ▲�島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 480＋161：55．8大差 58．3�
（17頭）

売 得 金
単勝： 34，131，200円 複勝： 53，345，800円 枠連： 31，077，400円
馬連： 90，613，900円 馬単： 40，769，300円 ワイド： 50，420，100円
3連複： 124，807，900円 3連単： 153，708，200円 計： 578，873，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 630円 � 290円 枠 連（1－8） 3，460円

馬 連 �� 7，200円 馬 単 �� 12，080円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 860円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 21，680円 3 連 単 ��� 135，560円

票 数

単勝票数 計 341312 的中 � 61164（1番人気）
複勝票数 計 533458 的中 � 78863（2番人気）� 18766（10番人気）� 48344（4番人気）
枠連票数 計 310774 的中 （1－8） 6959（15番人気）
馬連票数 計 906139 的中 �� 9753（29番人気）
馬単票数 計 407693 的中 �� 2531（50番人気）
ワイド票数 計 504201 的中 �� 4525（37番人気）�� 15813（5番人気）�� 3245（47番人気）
3連複票数 計1248079 的中 ��� 4316（79番人気）
3連単票数 計1537082 的中 ��� 822（479番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―34．3―46．2―58．7―1：11．0―1：22．3―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．4
3 5（7，12）（4，6）14（1，3，11，17）（2，16，13）9（8，10）15 4 ・（5，7）（4，6）（1，3，12，14）（2，9，11，17）16（8，13）（15，10）

勝馬の
紹 介

レッドオーラム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2013．11．3 京都4着

2011．1．19生 牝4鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin 15戦3勝 賞金 28，070，000円
〔制裁〕 オデッタ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17番・14番・

11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンシェリル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13日まで平地

競走に出走できない。



26021 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2日 第9競走 ��
��1，200�

しゅくがわ

夙 川 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

714 エイシンローリン 牝4栗 55 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 456－ 21：10．4 11．5�
36 メイショウユメゴゼ 牝6栃栗55 小牧 太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 480± 01：10．93 20．1�
713 キタサンサジン 牡3栗 55 岩田 康誠�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 514＋ 41：11．0� 2．8�
35 カネトシビバーチェ 牝4鹿 55 武 豊兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 458＋ 8 〃 ハナ 12．1�
23 ボーンレジェンド 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 482± 01：11．1	 40．0	
510
 トータルヒート 牝4栗 55 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 466＋ 4 〃 クビ 4．8

24 ア レ ッ ト �4青 57 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 512＋121：11．2クビ 16．9�
11 � サンライズネオ 牡5黒鹿57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 472－ 8 〃 クビ 27．9�
815 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 486＋101：11．51	 146．1
48 タッチシタイ 牡5栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 484－121：11．6� 30．3�
816 ポメグラネイト 牡4栗 57 浜中 俊畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 564－ 21：11．7	 8．2�
611 タキオンレディー 牝3栗 53 加藤 祥太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462＋101：11．8� 101．0�
59 クリノダイスーシー 牡3鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 492＋ 81：12．01 99．8�
47 ブルームーン 牡3鹿 55 M．デムーロ�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋101：12．1クビ 6．4�
12 セイウンチカラ 牡5鹿 57 小林 徹弥西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 490－ 81：13．710 53．8�

（15頭）
612 ワ デ ィ 牝4栗 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，184，300円 複勝： 79，198，000円 枠連： 38，729，500円
馬連： 118，166，200円 馬単： 53，520，900円 ワイド： 63，953，600円
3連複： 150，313，900円 3連単： 199，938，100円 計： 749，004，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 230円 � 390円 � 130円 枠 連（3－7） 730円

馬 連 �� 7，570円 馬 単 �� 13，830円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 480円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 42，740円

票 数

単勝票数 差引計 451843（返還計 9563） 的中 � 31354（5番人気）
複勝票数 差引計 791980（返還計 15518） 的中 � 78191（4番人気）� 37906（7番人気）� 221697（1番人気）
枠連票数 差引計 387295（返還計 176） 的中 （3－7） 40852（2番人気）
馬連票数 差引計1181662（返還計112005） 的中 �� 12085（28番人気）
馬単票数 差引計 535209（返還計 42781） 的中 �� 2902（50番人気）
ワイド票数 差引計 639536（返還計 38389） 的中 �� 8881（21番人気）�� 36354（2番人気）�� 17579（9番人気）
3連複票数 差引計1503139（返還計233164） 的中 ��� 24852（11番人気）
3連単票数 差引計1999381（返還計320011） 的中 ��� 3391（125番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．5―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．4
3 ・（2，4）（14，16）（6，13）（3，10）（1，5）－11，9，8－（7，15） 4 ・（2，4）14，16，6，13（3，10）（1，5）11，9（7，8）15

勝馬の
紹 介

エイシンローリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2014．2．22 京都3着

2011．3．20生 牝4栗 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty 9戦3勝 賞金 37，950，000円
〔出走取消〕 ワディ号は，疾病〔左口角部挫創〕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。
（非抽選馬） 2頭 プレシャスルージュ号・レアヴェントゥーレ号

26022 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

にしのみや

西宮ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：44．5
1：43．9

良
良

57 リメインサイレント 牝5鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 496－ 41：46．2 57．4�
813 ダノンムーン 牡6鹿 57 M．デムーロ�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448± 01：46．3� 4．1�
45 アドマイヤドバイ 牡5鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464＋ 41：46．51 60．5�
712 ウインマーレライ 牡4黒鹿57 岩田 康誠�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 6 〃 クビ 5．8�
46 カ ナ ロ ア 牡6鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 458－ 2 〃 アタマ 12．4	
69 ピ オ ネ ロ 牡4鹿 57 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488± 01：46．6クビ 2．6

22 	 シベリアンスパーブ 牡6鹿 57 横山 典弘藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504± 01：46．7
 20．9�
814 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 498－ 2 〃 クビ 29．1�
58 ケツァルテナンゴ 牡3鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：46．8クビ 10．9
34 	 メイショウインロウ 牡6栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 530＋ 81：47．01� 79．5�
33 リラヴァティ 牝4黒鹿55 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 460＋12 〃 アタマ 11．6�
711� エーシンマックス 牡5栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 502＋ 21：47．1
 23．0�
610 シャイニーガール 牝4鹿 55 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 488＋ 41：47．42 160．2�
11 タップザット 牡3芦 54 戸崎 圭太 P.G．ファッジ氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋101：48．25 37．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，104，100円 複勝： 80，354，000円 枠連： 33，866，100円
馬連： 166，542，500円 馬単： 80，792，100円 ワイド： 78，683，700円
3連複： 220，674，500円 3連単： 345，329，200円 計： 1，066，346，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，740円 複 勝 � 1，090円 � 220円 � 1，400円 枠 連（5－8） 2，200円

馬 連 �� 15，620円 馬 単 �� 46，680円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 9，440円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 146，720円 3 連 単 ��� 1，056，380円

票 数

単勝票数 計 601041 的中 � 8373（11番人気）
複勝票数 計 803540 的中 � 17113（11番人気）� 123077（2番人気）� 13047（13番人気）
枠連票数 計 338661 的中 （5－8） 11883（8番人気）
馬連票数 計1665425 的中 �� 8260（41番人気）
馬単票数 計 807921 的中 �� 1298（106番人気）
ワイド票数 計 786837 的中 �� 5600（37番人気）�� 2135（70番人気）�� 4717（43番人気）
3連複票数 計2206745 的中 ��� 1128（228番人気）
3連単票数 計3453292 的中 ��� 237（1387番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―12．2―12．3―11．7―11．2―11．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．3―47．5―59．8―1：11．5―1：22．7―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リメインサイレント �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．5 京都13着

2010．3．15生 牝5鹿 母 サイレントアスク 母母 フサイチエイブル 30戦5勝 賞金 114，879，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26023 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第29回セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，26．9．13以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．9．12以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，176，000円 336，000円 168，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

36 アクティブミノル 牡3黒鹿54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：07．8 48．0�
816 ウ リ ウ リ 牝5青 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 ハナ 3．4�
48 バ ー バ ラ 牝6黒鹿54 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 B436－ 2 〃 クビ 15．3�
612 ストレイトガール 牝6鹿 55 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 462＋ 2 〃 ハナ 4．4�
611� マヤノリュウジン 牡8栗 56 横山 典弘田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 522－ 61：08．11	 17．8�
23 メイショウツガル 牡7鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 466－ 21：08．2
 281．4	
713 ミッキーラブソング 牡4黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 17．9

47 ハクサンムーン 牡6栗 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 486＋ 81：08．41� 3．5�
12 � リトルゲルダ 牝6芦 55 川田 将雅栗山 良子氏 島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 500＋12 〃 クビ 6．9�
815 メイショウイザヨイ 牝6鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 512± 01：08．5
 260．2
35 ホウライアキコ 牝4鹿 54 池添 謙一小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 444－ 61：08．6	 54．4�
714 ブランダムール 牝6栗 54 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 460＋ 2 〃 ハナ 159．6�
59 � マイネルエテルネル 牡5栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 488± 01：08．7
 105．3�

510� ルチャドルアスール �6黒鹿56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 496－ 41：08．8
 41．0�
24 サカジロロイヤル 牡7黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 520＋161：08．9クビ 151．1�
11 マテンロウハピネス 牡3鹿 54 浜中 俊寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 6 〃 アタマ 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 182，652，800円 複勝： 217，674，800円 枠連： 121，412，900円
馬連： 624，436，400円 馬単： 286，222，900円 ワイド： 251，574，400円
3連複： 904，679，400円 3連単： 1，609，526，400円 計： 4，198，180，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，800円 複 勝 � 1，010円 � 180円 � 460円 枠 連（3－8） 4，330円

馬 連 �� 11，010円 馬 単 �� 29，740円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 8，730円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 40，700円 3 連 単 ��� 405，590円

票 数

単勝票数 計1826528 的中 � 30435（10番人気）
複勝票数 計2176748 的中 � 46049（10番人気）� 405660（2番人気）� 110456（7番人気）
枠連票数 計1214129 的中 （3－8） 21711（15番人気）
馬連票数 計6244364 的中 �� 43946（30番人気）
馬単票数 計2862229 的中 �� 7218（72番人気）
ワイド票数 計2515744 的中 �� 23170（28番人気）�� 7256（60番人気）�� 53846（11番人気）
3連複票数 計9046794 的中 ��� 16670（102番人気）
3連単票数 計16095264 的中 ��� 2877（781番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―11．1―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―45．1―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．8
3 ・（6，7）10（8，15）（2，9）12，4（3，14）11（16，13）－（1，5） 4 ・（6，7）（10，15）（8，2）9（3，4，12）（16，11，14）（13，5）1

勝馬の
紹 介

アクティブミノル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．7．12 函館1着

2012．4．7生 牡3黒鹿 母 ピエナアマゾン 母母 ロイヤルリフ 7戦3勝 賞金 117，942，000円
〔制裁〕 メイショウイザヨイ号の騎手太宰啓介は，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30，000円。（被害馬：12番・

11番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアクティブミノル号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月13日 晴 良 （27阪神4）第2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）

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

610 ヴ ィ ッ セ ン 牡4鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 61：53．2 3．4�

11 コウユーアンドレ 牡5鹿 57 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 470＋ 61：53．41� 22．6�
711 タイセイクルーズ 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506－181：53．61 40．6�
33 テーオーイージス 牡4黒鹿57 柴田 未崎小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 8 〃 クビ 35．7�
46 � タ イ マ ツ リ 牡4黒鹿57 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：53．7� 20．9�
45 コウエイアース 牡5鹿 57

54 ▲	島 克駿西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 470－ 41：53．8クビ 51．6	
58 レデントーレ 
4黒鹿 57

54 ▲義 英真前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 6 〃 アタマ 39．7


712 ウエスタンパレード 牡4栗 57 岩田 康誠 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 508－16 〃 クビ 2．6�
69 ビタミンエース 牡4鹿 57 藤岡 康太村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 504－ 61：54．01 22．3
34 マルイチワンダー 牡5栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 01：54．1� 28．3�
57 メイショウルンバ 牝4栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 486－ 41：54．63 19．4�
814 キングルアウ 牡3鹿 54

52 △城戸 義政 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム B496－121：54．7クビ 11．2�
813� ア ラ ー ト 牡4栗 57

54 ▲加藤 祥太本間 充氏 森 秀行 日高 本間牧場 482－ 81：59．2大差 147．5�
22 オ ル ロ フ 牡3黒鹿54 川田 将雅寺田 寿男氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 22：04．3大差 6．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 58，613，400円 複勝： 67，386，400円 枠連： 36，407，700円
馬連： 182，765，000円 馬単： 72，291，300円 ワイド： 74，480，400円
3連複： 195，778，500円 3連単： 327，310，700円 計： 1，015，033，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 410円 � 760円 枠 連（1－6） 3，050円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，870円 �� 7，490円

3 連 複 ��� 28，060円 3 連 単 ��� 119，420円

票 数

単勝票数 計 586134 的中 � 137408（2番人気）
複勝票数 計 673864 的中 � 165190（1番人気）� 36631（5番人気）� 17700（12番人気）
枠連票数 計 364077 的中 （1－6） 9224（12番人気）
馬連票数 計1827650 的中 �� 39830（10番人気）
馬単票数 計 722913 的中 �� 10863（17番人気）
ワイド票数 計 744804 的中 �� 19824（6番人気）�� 10224（19番人気）�� 2481（66番人気）
3連複票数 計1957785 的中 ��� 5232（93番人気）
3連単票数 計3273107 的中 ��� 1987（360番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．3―12．9―13．0―12．8―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．7―49．6―1：02．6―1：15．4―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ッ セ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2014．1．12 京都6着

2011．5．17生 牡4鹿 母 ダンツクレバー 母母 ダンツシュアー 16戦3勝 賞金 34，794，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラート号・オルロフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13日まで

平地競走に出走できない。

４レース目



（27阪神4）第2日 9月13日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

275，370，000円
2，080，000円
7，120，000円
2，600，000円
23，820，000円
58，601，250円
4，885，200円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
572，666，900円
836，336，700円
350，363，600円
1，555，515，900円
768，055，800円
724，748，300円
2，091，583，700円
3，496，042，600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 10，395，313，500円

総入場人員 18，675名 （有料入場人員 17，404名）
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