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26025 9月19日 晴 稍重 （27阪神4）第3日 第1競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

711 コパノアラジン 牡2栗 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 502－ 41：56．8 4．5�
712 アテンフェスタ 牡2栗 54 川田 将雅河村 �平氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476± 01：58．07 3．5�
46 クリノカルカソンヌ 牡2鹿 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 504＋121：58．42� 4．5�
69 ドリームフォー 牡2芦 54 小牧 太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 480－ 6 〃 クビ 26．0�
22 ジョースターライト 牡2青鹿54 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 466＋ 81：58．5クビ 59．8	
610 ダンツワイズ 牡2青鹿 54

53 ☆松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：58．71� 106．2

57 アムロタイプ 牡2鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 440＋ 41：59．44 62．8�
34 クールゲンノスケ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 478－ 2 〃 クビ 30．2�
58 ロードレグナム 牡2青鹿 54

51 ▲	島 克駿 ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 482－ 61：59．5クビ 4．8�
813 ウインウェルス 牡2栗 54 松山 弘平ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 494± 01：59．92� 14．8�
11 シゲルクロカジキ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 490＋ 62：00．53� 21．8�
45 ローマンカモミール 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 432＋122：00．81
 135．9�
33 タムロゴーゴー 牡2鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 478－102：02．5大差 23．2�
814 テイエムハズンド 牡2栗 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 B466± 0 〃 クビ 23．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，980，100円 複勝： 26，570，700円 枠連： 11，434，100円
馬連： 41，031，200円 馬単： 23，658，300円 ワイド： 25，467，600円
3連複： 61，717，500円 3連単： 80，174，000円 計： 288，033，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 140円 � 150円 枠 連（7－7） 860円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 330円 �� 400円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，240円

票 数

単勝票数 計 179801 的中 � 31464（2番人気）
複勝票数 計 265707 的中 � 39063（4番人気）� 55165（1番人気）� 46335（2番人気）
枠連票数 計 114341 的中 （7－7） 10294（4番人気）
馬連票数 計 410312 的中 �� 33814（2番人気）
馬単票数 計 236583 的中 �� 10276（3番人気）
ワイド票数 計 254676 的中 �� 20240（1番人気）�� 15790（3番人気）�� 18817（2番人気）
3連複票数 計 617175 的中 ��� 33294（3番人気）
3連単票数 計 801740 的中 ��� 8024（16番人気）

ハロンタイム 13．2―10．8―13．8―12．8―13．3―13．5―13．3―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．0―37．8―50．6―1：03．9―1：17．4―1：30．7―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．4
1
3
11，7（2，12）（3，6，8，14）－1，13－（4，10）－9－5
11－7（2，12）（6，14）（8，13）3，10－4，9（1，5）

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

勝馬の
紹 介

コパノアラジン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．18 中京11着

2013．4．8生 牡2栗 母 スパイオブラヴ 母母 グロンシャール 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タムロゴーゴー号・テイエムハズンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

10月19日まで平地競走に出走できない。

26026 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

牝，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

58 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 398－ 61：10．6 12．8�
610 ノ ア ビ ジ ン 牝2鹿 54 岩田 康誠野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 446－ 2 〃 クビ 5．5�
712 ルピナスベル 牝2芦 54 小牧 太鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 スカイビーチステーブル 454± 01：10．7クビ 5．4�
47 ローザルージュ 牝2黒鹿54 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 482＋ 6 〃 ハナ 15．2�
46 ア リ ッ サ ム 牝2黒鹿54 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 4 〃 クビ 2．3�
35 テ ィ ノ 牝2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 390＋ 81：10．8� 27．7	
23 ラララルジェス 牝2鹿 54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454＋ 21：10．9� 13．6

11 テイエムハイボール 牝2黒鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 446＋ 61：11．0� 20．2�
22 ダンガンレディ 牝2栗 54

51 ▲義 英真ロイヤルパーク 宮 徹 日高 日高大洋牧場 472＋ 61：11．21� 235．1�
815 テイエムオールマル 牝2栗 54 菱田 裕二竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 室田 千秋 414－ 2 〃 クビ 227．6
59 ガールズティアラ 牝2鹿 54 川田 将雅岡田 繁幸氏 田所 秀孝 浦河 村下 清志 470＋161：11．3� 13．7�
611 フォルトゥーナ 牝2青鹿54 幸 英明ちくしCLUB 浜田多実雄 青森 石田 英機 438＋ 4 〃 クビ 32．5�
713 ブライティアベガ 牝2鹿 54 国分 優作小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 434± 01：11．51� 362．1�
34 ホッコーパフューム 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480± 01：11．6クビ 32．7�
814 コンスタンシー 牝2青鹿54 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 408± 01：12．23� 125．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，364，300円 複勝： 39，110，500円 枠連： 12，051，400円
馬連： 46，618，900円 馬単： 28，004，900円 ワイド： 28，892，900円
3連複： 66，069，200円 3連単： 86，919，700円 計： 330，031，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 370円 � 200円 � 220円 枠 連（5－6） 1，510円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，490円 �� 640円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 59，000円

票 数

単勝票数 計 223643 的中 � 13972（4番人気）
複勝票数 計 391105 的中 � 24033（5番人気）� 55005（2番人気）� 47585（3番人気）
枠連票数 計 120514 的中 （5－6） 6185（6番人気）
馬連票数 計 466189 的中 �� 8629（16番人気）
馬単票数 計 280049 的中 �� 2734（26番人気）
ワイド票数 計 288929 的中 �� 5449（13番人気）�� 4860（17番人気）�� 12052（4番人気）
3連複票数 計 660692 的中 ��� 5589（30番人気）
3連単票数 計 869197 的中 ��� 1068（192番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイマライカ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．6．7 阪神9着

2013．4．11生 牝2黒鹿 母 ミヤビアルカディア 母母 ア ス テ オ ン 7戦1勝 賞金 6，250，000円

第４回 阪神競馬 第３日



26027 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

79 テイケイレーヴ 牝2鹿 54 川田 将雅兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 41：49．8 5．3�
56 レンベルガー 牡2青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 418± 01：50．11� 9．6�
68 グッドプリン 牝2黒鹿54 岩田 康誠杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 458－ 21：50．31 41．2�
44 マコトシャムロック 牡2青鹿54 C．ルメール�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 490－12 〃 クビ 8．0�
55 クリノサンスーシ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 440－ 41：50．4� 46．6	
811 ボンナヴァン 牡2鹿 54 浜中 俊吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 520－10 〃 クビ 1．6

67 ジュンレンパ 牡2鹿 54 M．デムーロ河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 464± 0 〃 ハナ 12．4�
22 トウケイイダテン 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 462＋ 81：50．61 20．0�
710 テゾーロミノル 牡2鹿 54 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462－ 21：50．7� 48．9
33 ロードランウェイ 牡2鹿 54 福永 祐一 �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 480＋ 81：51．01� 30．3�
11 シゲルホオジロザメ 牡2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 藤川フアーム 484－ 61：51．63� 103．4�
812 コウエイドルバコ 牡2栗 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 484± 01：52．55 234．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，116，700円 複勝： 72，435，800円 枠連： 10，793，700円
馬連： 47，933，900円 馬単： 31，837，800円 ワイド： 29，070，400円
3連複： 61，106，200円 3連単： 110，158，100円 計： 392，452，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 270円 � 540円 � 1，800円 枠 連（5－7） 2，260円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，340円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 17，430円 3 連 単 ��� 78，910円

票 数

単勝票数 計 291167 的中 � 43501（2番人気）
複勝票数 計 724358 的中 � 80319（2番人気）� 34334（4番人気）� 9301（8番人気）
枠連票数 計 107937 的中 （5－7） 3687（9番人気）
馬連票数 計 479339 的中 �� 14724（8番人気）
馬単票数 計 318378 的中 �� 5650（12番人気）
ワイド票数 計 290704 的中 �� 13928（6番人気）�� 3097（23番人気）�� 1754（34番人気）
3連複票数 計 611062 的中 ��� 2628（45番人気）
3連単票数 計1101581 的中 ��� 1012（201番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．0―13．0―12．9―12．8―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．1―49．1―1：02．0―1：14．8―1：26．2―1：37．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイケイレーヴ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Lord At War デビュー 2015．8．16 新潟6着

2013．5．8生 牝2鹿 母 ラ プ ー マ 母母 Raise a Holme 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ロードランウェイ号は，発進不良〔出遅れ〕。

26028 9月19日 晴 稍重 （27阪神4）第3日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11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

48 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 470－ 21：26．1 2．0�
59 ディプロイディ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 544± 01：26．31 6．1�
510 メイショウテンロウ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿松本 好�氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 474－ 41：26．61� 8．8�
714 スズカファイン 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474－ 6 〃 ハナ 70．5�
24 ロードアルティスタ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 470± 0 〃 クビ 11．7	
23 アスクワンダフル 牡3黒鹿56 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 B492－101：26．81� 8．4

35 トゥーランドット 牝3栗 54 池添 謙一�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 452± 01：26．9� 96．6�
612 エイシンパサート 牡3栗 56 和田 竜二平井 淑郎氏 坂口 正則 浦河 高野牧場 466＋ 81：27．0� 7．3
11 メイショウユウヒ 牝3黒鹿54 北村 友一松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 488－ 81：27．1� 50．3�
713 ホワイトフリル 牝3黒鹿54 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 474－ 41：27．31� 67．3�
815 サッチイズライフ 牝3青鹿 54

51 ▲加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋ 61：28．04 97．6�

47 サンマルブリーズ 牡3青鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 428＋ 3 〃 ハナ 300．0�
611 オースミアース 牝3栗 54 浜中 俊�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 412－ 61：28．21� 20．6�
12 スパーディクス 牡3栗 56 酒井 学吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 446＋ 61：29．15 190．9�
816 スマートソフィア 牝3鹿 54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 492＋ 61：30．69 134．4�
36 セルリアンオニマル 牡3鹿 56 花田 大昂�イクタ 日吉 正和 浦河 日東牧場 518± 01：32．19 580．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，669，300円 複勝： 36，749，800円 枠連： 15，450，300円
馬連： 51，694，800円 馬単： 31，150，600円 ワイド： 30，266，500円
3連複： 69，260，100円 3連単： 98，305，500円 計： 362，546，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 210円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 250円 �� 420円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 296693 的中 � 118661（1番人気）
複勝票数 計 367498 的中 � 116855（1番人気）� 53936（2番人気）� 33452（5番人気）
枠連票数 計 154503 的中 （4－5） 28503（1番人気）
馬連票数 計 516948 的中 �� 64881（1番人気）
馬単票数 計 311506 的中 �� 25210（1番人気）
ワイド票数 計 302665 的中 �� 34527（1番人気）�� 17752（4番人気）�� 14691（5番人気）
3連複票数 計 692601 的中 ��� 42167（1番人気）
3連単票数 計 983055 的中 ��� 18848（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．1―12．2―12．7―13．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドディザーブ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．25 中京2着

2012．4．18生 牡3黒鹿 母 シーディザーブス 母母 ディフェレンテ 8戦1勝 賞金 12，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セルリアンオニマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月19日まで

平地競走に出走できない。
スマートソフィア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月19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） 2頭 ギャラクシーツアー号・タマノバベル号
（非抽選馬） 2頭 アプシュルトス号・ショウナンライム号



26029 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

610 ピュアコンチェルト 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 446 ―1：22．9 7．8�
34 タイセイサミット 牡2栗 54 M．デムーロ田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 500 ―1：23．22 4．4�
711 ア グ ネ ッ タ 牝2鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 466 ―1：23．3� 16．5�
45 ファインニードル 牡2鹿 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ― 〃 クビ 5．2�
813 エイシンミント 牝2鹿 54 武 豊�栄進堂 今野 貞一 新ひだか 築紫 洋 434 ― 〃 ハナ 5．3�
33 ア オ リ ス ト 牡2鹿 54 和田 竜二小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 三城牧場 506 ―1：23．4� 29．5	
22 マイネルクリスピン 牡2鹿 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 日高 浦新 徳司 444 ―1：24．25 54．2

58 ローズオーラ 牝2鹿 54 酒井 学�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 428 ―1：24．51� 56．4�
814	 アメリカンイナズマ 牡2青鹿54 C．ルメール 吉澤 克己氏 音無 秀孝 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

562 ―1：24．6� 3．9
11 ワイエムフェアリー 牡2栗 54 川須 栄彦�サンライズ 高橋 義忠 新ひだか 前田 宗将 436 ― 〃 アタマ 218．4�
69 クリノメルクリウス 牡2鹿 54 幸 英明栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 436 ―1：24．92 25．4�
46 クイーンオブスカイ 牝2鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452 ―1：25．0� 14．9�
712 シゲルクロメバル 牡2黒鹿54 菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 430 ―1：25．1� 86．7�
57 テイエムギンガ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高テイエム
牧場株式会社 446 ―1：25．63 57．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，132，900円 複勝： 33，831，500円 枠連： 14，749，800円
馬連： 46，421，700円 馬単： 26，393，000円 ワイド： 25，754，000円
3連複： 57，494，400円 3連単： 77，244，900円 計： 305，022，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 170円 � 390円 枠 連（3－6） 1，350円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，680円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 40，550円

票 数

単勝票数 計 231329 的中 � 23460（5番人気）
複勝票数 計 338315 的中 � 36928（5番人気）� 61332（2番人気）� 18660（7番人気）
枠連票数 計 147498 的中 （3－6） 8442（6番人気）
馬連票数 計 464217 的中 �� 22360（7番人気）
馬単票数 計 263930 的中 �� 5299（17番人気）
ワイド票数 計 257540 的中 �� 10457（7番人気）�� 3833（20番人気）�� 4883（15番人気）
3連複票数 計 574944 的中 ��� 6081（20番人気）
3連単票数 計 772449 的中 ��� 1381（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．4―47．2―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアコンチェルト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Concerto 初出走

2013．2．3生 牝2鹿 母 ミスコンチェルト 母母 Miss Gaybeddard 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 エイシンミント号の騎手武豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・11番・8番）

26030 9月19日 晴 稍重 （27阪神4）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45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

36 セレブレイトソング �3栗 56 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B454－121：55．9 9．5�
815 レパードクリフ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和子氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：56．32� 11．4�
23 スターペスカンタ 牡3鹿 56 福永 祐一河野和香子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 490－ 81：56．51� 3．7�
24 キ ヨ マ サ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 476± 01：56．6クビ 8．3�
35 バンブーキングペレ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 468＋101：56．7� 15．8�
48 サトノダヴィンチ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 482＋ 4 〃 クビ 5．9	
713 デンコウシュク 牡3青 56 小牧 太田中 康弘氏 庄野 靖志 様似 中脇 一幸 440＋ 21：57．12� 15．2

11 エアシーラン 牡3黒鹿56 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 480－ 41：57．31� 29．9�
59 ガンクラブチェック 牡3鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 01：57．4� 18．5
714 アスクアミーゴ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 522＋101：57．5クビ 4．5�
47 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 432－ 41：57．92� 25．8�
612 イットガール 牝3鹿 54 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 502＋141：58．11� 175．8�
12 セ レ ー ノ 牡3黒鹿56 北村 友一齊藤 直信氏 谷 潔 様似 スイートフアーム 492－ 4 〃 ハナ 272．1�
510 トウカイオリエント 牡3鹿 56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 476－ 21：58．63 281．2�
816 ショウナンカウィー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太国本 哲秀氏 浜田多実雄 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 61：59．13 82．3�
611 オグリバード 牡3鹿 56 国分 優作小栗 孝一氏 柴田 政見 浦河 鳥井 征士 480－ 2 （競走中止） 337．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，206，700円 複勝： 35，717，200円 枠連： 17，045，600円
馬連： 57，664，200円 馬単： 29，060，500円 ワイド： 31，420，100円
3連複： 75，192，400円 3連単： 97，029，300円 計： 368，336，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 320円 � 160円 枠 連（3－8） 2，990円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 9，680円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 610円 �� 900円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 45，700円

票 数

単勝票数 計 252067 的中 � 21023（5番人気）
複勝票数 計 357172 的中 � 33220（5番人気）� 24785（6番人気）� 70506（1番人気）
枠連票数 計 170456 的中 （3－8） 4412（13番人気）
馬連票数 計 576642 的中 �� 10456（19番人気）
馬単票数 計 290605 的中 �� 2250（41番人気）
ワイド票数 計 314201 的中 �� 4924（22番人気）�� 13722（4番人気）�� 8905（8番人気）
3連複票数 計 751924 的中 ��� 10258（14番人気）
3連単票数 計 970293 的中 ��� 1539（164番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―13．5―13．0―13．5―13．3―12．8―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．1―37．6―50．6―1：04．1―1：17．4―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

セレブレイトソング �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．11 京都4着

2012．2．16生 �3栗 母 セレブレイトコール 母母 ハイランドトーク 8戦1勝 賞金 6，250，000円
〔競走中止〕 オグリバード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 サワヤカショウ号・パイオニアステップ号・フェイマスワーズ号・マンテンスマイル号・メイショウクニツグ号・

メイショウケンザン号



26031 9月19日 晴 稍重 （27阪神4）第3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）

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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 キングベイビー 牝5黒鹿55 北村 友一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋101：25．1 6．3�

24 ノボリレジェンド 牝4鹿 55 川田 将雅原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 454＋101：25．31 3．0�
612 ハラペーニョペパー 牝3芦 53

50 ▲�島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 500＋181：25．4� 12．5�
59 シ ン ダ ー ズ 牝3青鹿53 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋101：25．61� 12．3�
815	 クレアドール 牝4青鹿55 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：25．81� 4．3	
713 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B472＋101：26．11
 43．5

611 ハッピーエム 牝4鹿 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 442＋10 〃 ハナ 12．1�
11 ニシノシュロ 牝4青鹿55 国分 恭介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 498＋10 〃 ハナ 28．5�
12 ベーリングメファ 牝3栗 53 四位 洋文手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 440－141：26．31� 15．4
816 ボストンビリーヴ 牝5栗 55 松田 大作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450－ 61：26．4
 31．4�
47 サンレイルージュ 牝3鹿 53

50 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 456＋ 4 〃 アタマ 15．6�
36 ヴェルメンティーノ 牝4栗 55 和田 竜二吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B442＋16 〃 ハナ 34．5�
23 ティアップブロンド 牝3栗 53 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 506＋ 61：26．61� 34．8�
714 パドパピヨン 牝3鹿 53 松山 弘平 �社台レースホース�島 一歩 千歳 社台ファーム 432＋ 21：26．8
 172．9�
48 	 メイショウマツシマ 牝4青鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 450－ 21：27．01� 273．8�
510 ウォーターワルツ 牝4栗 55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 498－ 21：28．7大差 148．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，463，500円 複勝： 46，567，100円 枠連： 18，316，600円
馬連： 75，038，600円 馬単： 36，122，600円 ワイド： 41，186，500円
3連複： 96，356，100円 3連単： 123，535，000円 計： 467，586，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 150円 � 370円 枠 連（2－3） 700円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，480円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 21，750円

票 数

単勝票数 計 304635 的中 � 38560（3番人気）
複勝票数 計 465671 的中 � 59852（3番人気）� 103436（1番人気）� 25370（7番人気）
枠連票数 計 183166 的中 （2－3） 20043（2番人気）
馬連票数 計 750386 的中 �� 55852（2番人気）
馬単票数 計 361226 的中 �� 12366（4番人気）
ワイド票数 計 411865 的中 �� 28977（2番人気）�� 6729（18番人気）�� 9559（10番人気）
3連複票数 計 963561 的中 ��� 16206（8番人気）
3連単票数 計1235350 的中 ��� 4116（31番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．8―12．5―12．4―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．4―46．9―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングベイビー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．17 京都1着

2010．2．14生 牝5黒鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ 8戦2勝 賞金 24，300，000円
※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 ポロタン号
（非抽選馬） 1頭 スリーチアサウス号

26032 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3日 第8競走 ��3，140�第17回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード3：24．8良

89 オースミムーン 牡6鹿 61 高田 潤�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 480± 03：31．9 1．3�
55 マキオボーラー 牡5黒鹿60 平沢 健治猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 474＋ 43：32．11� 6．4�
77 ミヤコデラックス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B468－ 63：32．95 44．7�
66 メイショウアラワシ 牡4栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 468＋ 63：33．64 33．6�
33 ダンツメガヒット �3栗 58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 484＋123：34．13 11．8�
11 メイショウセイウン 牡4栗 60 植野 貴也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 490＋ 83：34．52� 34．4	
44 ファイアーシチー 牡4青鹿60 中村 将之 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 458＋ 23：37．3大差 42．3

22 メイショウヨウドウ �7黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 474－103：37．83 9．2�
88 ワールドマッチ 牡4栗 60 林 満明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 488± 0 （競走中止） 14．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，756，900円 複勝： 85，227，900円 枠連： 10，916，100円
馬連： 52，144，500円 馬単： 44，922，400円 ワイド： 29，340，800円
3連複： 72，770，800円 3連単： 204，646，000円 計： 527，725，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 620円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，050円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 8，520円

票 数

単勝票数 計 277569 的中 � 161223（1番人気）
複勝票数 計 852279 的中 � 668391（1番人気）� 51813（2番人気）� 6170（9番人気）
枠連票数 計 109161 的中 （5－8） 26259（1番人気）
馬連票数 計 521445 的中 �� 117173（1番人気）
馬単票数 計 449224 的中 �� 82827（1番人気）
ワイド票数 計 293408 的中 �� 51683（1番人気）�� 6175（14番人気）�� 2464（28番人気）
3連複票数 計 727708 的中 ��� 12204（19番人気）
3連単票数 計2046460 的中 ��� 17407（25番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 49．6－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

�
�
5＝6，7（9，2）（3，1）－4
9－5－7＝6－1，3＝2，4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オースミムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．15 小倉15着

2009．4．19生 牡6鹿 母 レディクライマー 母母 マウンテンフリース 障害：18戦7勝 賞金 250，339，000円
〔競走中止〕 ワールドマッチ号は，1周目8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。



26033 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3日 第9競走 ��
��1，800�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

33 ロ ス カ ボ ス 牡2黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 500＋ 41：47．8 1．5�
66 ブラックスピネル 牡2黒鹿54 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：48．01� 4．1�
88 ユウチェンジ 牡2黒鹿54 浜中 俊�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 470－ 41：48．42	 9．5�
77 タガノヴィアーレ 牝2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋14 〃 ハナ 28．9�
55 キンショーユキヒメ 牝2芦 54 川田 将雅礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 496－10 〃 ハナ 30．0	
89 アグネスヒーロー 牡2鹿 54 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 534＋ 61：49．03	 48．1

22 オーヴィレール 牝2芦 54 福永 祐一下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 452－ 21：49．42	 8．1�
44 メイショウゴテツ 牡2青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 476＋ 21：49．72 15．3
11 グロースハック 牡2栗 54 岩崎 翼小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 418－ 41：51．29 226．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，540，400円 複勝： 68，753，000円 枠連： 13，032，600円
馬連： 84，494，300円 馬単： 63，366，700円 ワイド： 40，109，800円
3連複： 101，881，700円 3連単： 270，293，400円 計： 695，471，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（3－6） 240円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 380円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，330円

票 数

単勝票数 計 535404 的中 � 268298（1番人気）
複勝票数 計 687530 的中 � 409452（1番人気）� 80360（2番人気）� 54452（4番人気）
枠連票数 計 130326 的中 （3－6） 41631（1番人気）
馬連票数 計 844943 的中 �� 239807（1番人気）
馬単票数 計 633667 的中 �� 122336（1番人気）
ワイド票数 計 401098 的中 �� 83218（1番人気）�� 34500（3番人気）�� 21780（5番人気）
3連複票数 計1018817 的中 ��� 133701（2番人気）
3連単票数 計2702934 的中 ��� 147270（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．8―1：11．9―1：23．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 1，5（2，6）7，4，8－9－3 4 9，6（1，5，7）2，8，4－3

勝馬の
紹 介

ロ ス カ ボ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．5 中京1着

2013．2．16生 牡2黒鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 2戦2勝 賞金 23，189，000円

26034 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3日 第10競走 ��
��2，000�

の せ

能 勢 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．9．20以降27．9．13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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿53 M．デムーロ山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 480＋ 42：00．4 1．8�
55 � デ ィ ル ガ 牝4栗 53 福永 祐一前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 464＋ 42：00．93 6．5�
67 コウエイワンマン 牡4黒鹿56 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530－ 4 〃 クビ 36．8�
78 キョウワリベラル 牡6黒鹿52 中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 502－ 82：01．11� 175．5�
79 カレンバッドボーイ 牡5鹿 55 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．2クビ 6．7�
22 � アメリカンダイナー 	6鹿 55 松田 大作吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

476－ 82：01．3� 20．4	
810 ウエスタンレベッカ 牝5鹿 52 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B454－ 22：01．4クビ 28．9

11 ペプチドアマゾン 牡5鹿 56 藤岡 康太沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 488＋ 22：01．61� 6．6�
811 ヴァリアシオン 牡6鹿 54 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 2 〃 ハナ 73．4�
33 タガノバラード 牝4黒鹿54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋222：01．92 12．8
66 ナインテイルズ 牡4栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 468－102：03．17 24．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，249，700円 複勝： 61，462，400円 枠連： 18，304，000円
馬連： 107，360，800円 馬単： 63，058，700円 ワイド： 49，381，300円
3連複： 133，645，000円 3連単： 264，034，300円 計： 739，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 620円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，240円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 11，390円

票 数

単勝票数 計 422497 的中 � 186307（1番人気）
複勝票数 計 614624 的中 � 277161（1番人気）� 64242（4番人気）� 12703（9番人気）
枠連票数 計 183040 的中 （4－5） 23453（2番人気）
馬連票数 計1073608 的中 �� 151164（1番人気）
馬単票数 計 630587 的中 �� 60527（1番人気）
ワイド票数 計 493813 的中 �� 51090（1番人気）�� 9490（15番人気）�� 5555（25番人気）
3連複票数 計1336450 的中 ��� 23202（17番人気）
3連単票数 計2640343 的中 ��� 16795（40番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．4―12．3―12．0―12．0―11．9―11．8―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．8―48．1―1：00．1―1：12．1―1：24．0―1：35．8―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアツレッタ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．12．13 阪神6着

2012．5．16生 牡3黒鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン 11戦3勝 賞金 47，932，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26035 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3日 第11競走 ��
��1，800�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（1着）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

66 � アウォーディー 牡5鹿 57 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B500－ 81：52．0 9．9�

78 イースターパレード 	6栗 57 幸 英明�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 514＋ 21：52．1
 8．4�
44 ハギノタイクーン 牡6鹿 57 C．ルメール 日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：52．95 23．4�
811 エクストラゴールド 牡4栗 57 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 532＋ 8 〃 クビ 6．5�
67 タマノブリュネット 牝3栗 52 岩田 康誠玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 470－ 61：53．0� 3．4�
11 グッドマイスター 牡6鹿 57 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 5．8	
33 マイネルオフィール 牡3鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B476－ 41：53．21� 6．9

22 � エーシンザヘッド 牡5栗 57 M．デムーロ�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners B482＋ 61：53．3
 15．6�
79 カネトシマーシャル 牡7鹿 57 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 508± 01：53．51� 82．0�
810 セイカフォルトゥナ 牝6栗 55 田中 健久米 大氏 目野 哲也 日高 千葉飯田牧場 482－121：53．82 71．2
55 ブライトアイディア 牡5栗 57 高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－101：54．0
 6．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 69，585，900円 複勝： 103，284，000円 枠連： 41，156，300円
馬連： 250，143，300円 馬単： 110，327，300円 ワイド： 101，803，100円
3連複： 328，191，600円 3連単： 537，043，300円 計： 1，541，534，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 380円 � 280円 � 700円 枠 連（6－7） 1，120円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 9，860円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 3，600円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 39，930円 3 連 単 ��� 191，990円

票 数

単勝票数 計 695859 的中 � 55853（7番人気）
複勝票数 計1032840 的中 � 72163（7番人気）� 108028（6番人気）� 34874（9番人気）
枠連票数 計 411563 的中 （6－7） 28278（5番人気）
馬連票数 計2501433 的中 �� 39208（23番人気）
馬単票数 計1103273 的中 �� 8392（47番人気）
ワイド票数 計1018031 的中 �� 15014（26番人気）�� 7206（36番人気）�� 10505（32番人気）
3連複票数 計3281916 的中 ��� 6163（96番人気）
3連単票数 計5370433 的中 ��� 2028（519番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．3―12．6―12．4―12．6―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．2―49．8―1：02．2―1：14．8―1：27．2―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�アウォーディー �
�
父 Jungle Pocket �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2012．12．24 阪神4着

2010．5．10生 牡5鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 27戦5勝 賞金 120，451，000円

26036 9月19日 晴 良 （27阪神4）第3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

815 カ メ ッ ト 牡4栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 472＋ 21：11．9 32．2�
23 グラッブユアコート 牝3鹿 53 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 464＋10 〃 クビ 4．6�
59 ハニードント 牝4栗 55 武 豊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 462＋ 81：12．22 3．8�
612 オリエンタルダンス 牝3黒鹿53 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：12．3クビ 4．9�
12 � レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486± 01：12．51� 19．0	
11 ラフィネシチー 牝4青鹿55 C．ルメール �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 452＋121：12．6� 5．6

611 キネオキャノン 牡4鹿 57 川須 栄彦吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 478－161：12．81� 12．8�
35 � ブロンズテーラー 牝4青鹿55 太宰 啓介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 81：12．9� 102．6�
36 キクノブレイン 牡5黒鹿57 藤岡 康太菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 482－10 〃 アタマ 43．0
713 ドリームカイザー 牡4栗 57 中井 裕二ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 508－ 21：13．0� 17．5�
816 サンビショップ 	3栗 55 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 462± 01：13．1� 22．5�
48 ミスズモンブラン 牡4栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 472－141：13．42 71．3�
714 タガノディナー 牝3黒鹿 53

50 ▲
島 克駿八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 418＋101：13．5� 28．8�

510� ムーンフライト 牝4鹿 55
52 ▲義 英真 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474－ 61：13．71� 47．1�

24 タガノアルデ 牡3芦 55 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486－ 61：14．12� 41．5�

47 タマモライト 	4鹿 57 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 432－181：14．42 163．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，919，700円 複勝： 70，514，300円 枠連： 32，219，400円
馬連： 159，774，800円 馬単： 59，991，200円 ワイド： 67，763，400円
3連複： 175，837，600円 3連単： 262，900，200円 計： 877，920，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 730円 � 170円 � 160円 枠 連（2－8） 2，760円

馬 連 �� 9，860円 馬 単 �� 22，020円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 2，670円 �� 390円

3 連 複 ��� 13，250円 3 連 単 ��� 131，450円

票 数

単勝票数 計 489197 的中 � 12134（10番人気）
複勝票数 計 705143 的中 � 17616（11番人気）� 123713（2番人気）� 132533（1番人気）
枠連票数 計 322194 的中 （2－8） 9044（13番人気）
馬連票数 計1597748 的中 �� 13351（28番人気）
馬単票数 計 599912 的中 �� 2043（70番人気）
ワイド票数 計 677634 的中 �� 5399（32番人気）�� 6136（30番人気）�� 49939（1番人気）
3連複票数 計1758376 的中 ��� 9953（36番人気）
3連単票数 計2629002 的中 ��� 1450（382番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．7―47．4―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ メ ッ ト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．2 京都7着

2011．4．15生 牡4栗 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 14戦2勝 賞金 14，748，000円
※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 バルビーナ号
（非抽選馬） 4頭 ウォーターメアヌイ号・シゲルミマサカ号・トリックデック号・ドンマネー号



（27阪神4）第3日 9月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 159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

232，370，000円
2，080，000円
11，320，000円
1，410，000円
20，870，000円
56，871，500円
4，927，800円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
419，986，100円
680，224，200円
215，469，900円
1，020，321，000円
547，894，000円
500，456，400円
1，299，522，600円
2，212，283，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，896，157，900円

総入場人員 13，383名 （有料入場人員 12，446名）
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