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26073 9月27日 曇 良 （27阪神4）第7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

68 サウンドスカイ 牡2栗 54 戸崎 圭太増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 486－ 61：26．4 3．4�
69 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 450＋ 21：26．72 16．2�
33 ヒロブレイブ 牡2鹿 54 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 454＋121：27．33� 52．5�
56 グランプリアクセル 牡2鹿 54 C．ルメール�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 476－ 61：27．72� 1．9�
813 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 438＋ 8 〃 ハナ 18．3�
711 マジックダイオウ 牡2栗 54 和田 竜二	杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 466＋181：28．76 200．1

11 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 460＋ 81：28．8� 8．3�
812 フォールドイン 牡2黒鹿54 幸 英明 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 高橋 修 452＋ 8 〃 ハナ 40．7�
710 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 438－ 41：29．01� 105．4
45 マイネルアーベント 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬 �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 490＋ 41：29．2� 7．4�

22 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 486＋ 21：29．52 141．6�

57 ゴールデンリバー 牡2栗 54
52 △城戸 義政河越 武治氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 416＋ 61：30．03 69．9�

44 セルリアンシリウス 牡2鹿 54 藤懸 貴志	イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 476－ 41：31．27 173．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，615，300円 複勝： 30，355，000円 枠連： 10，842，500円
馬連： 48，233，800円 馬単： 30，417，500円 ワイド： 30，151，600円
3連複： 77，715，500円 3連単： 110，445，000円 計： 361，776，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 410円 � 860円 枠 連（6－6） 2，500円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，160円 �� 4，140円

3 連 複 ��� 18，620円 3 連 単 ��� 60，430円

票 数

単勝票数 計 236153 的中 � 54989（2番人気）
複勝票数 計 303550 的中 � 71870（2番人気）� 16463（6番人気）� 7108（8番人気）
枠連票数 計 108425 的中 （6－6） 3350（8番人気）
馬連票数 計 482338 的中 �� 18858（8番人気）
馬単票数 計 304175 的中 �� 7984（12番人気）
ワイド票数 計 301516 的中 �� 9479（9番人気）�� 6750（12番人気）�� 1800（31番人気）
3連複票数 計 777155 的中 ��� 3130（46番人気）
3連単票数 計1104450 的中 ��� 1325（169番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．1―12．0―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．7―47．7―1：00．4―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドスカイ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．8．16 新潟4着

2013．3．23生 牡2栗 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 3戦1勝 賞金 6，100，000円

26074 9月27日 曇 良 （27阪神4）第7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

59 エイシンギガント 牡2黒鹿54 松田 大作�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 472＋ 41：35．7 22．0�
611 クラリティーアイズ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋161：35．91� 14．8�
23 ゴーフォワード 牡2鹿 54 武 豊前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：36．0クビ 20．9�
12 ショーストーム 牡2鹿 54 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 468＋ 4 〃 クビ 54．6�
11 ド ゥ ー カ 牡2栗 54 大下 智金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 三枝牧場 480＋ 81：36．1クビ 10．3	
612 ビナイーグル 牡2鹿 54 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 498± 0 〃 クビ 22．7

510 ダノンレーザー 牡2栗 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 506＋ 61：36．52� 3．4�
36 ディアマンテベルデ 牝2鹿 54 浜中 俊吉田 勝己氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：36．71� 41．7�
35 イ ザ ナ イ 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬松田 整二氏 松下 武士 新ひだか 松田牧場 454± 0 〃 クビ 137．0
24 ライトブリンガー 牡2栗 54

51 ▲�島 克駿�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 458－ 61：36．91 174．6�
47 セトノチーター 牝2栗 54 福永 祐一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 444＋181：37．0� 16．8�
815 ショウナンアヴィド 牡2青鹿54 C．ルメール�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 476－ 2 〃 アタマ 1．8�
713 ギ ャ デ ィ ス 牡2鹿 54 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 462＋101：37．42� 103．4�
816 ゴ ー ル ド 牡2栗 54 �島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 448－ 21：37．5� 449．6�
48 コスモアモル 牡2栗 54 国分 恭介岡田 繁幸氏 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 492－101：37．71� 274．0�
714 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± 01：38．65 339．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，757，000円 複勝： 56，406，600円 枠連： 16，579，800円
馬連： 66，538，000円 馬単： 38，968，600円 ワイド： 41，546，400円
3連複： 100，913，300円 3連単： 131，911，400円 計： 489，621，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 710円 � 470円 � 540円 枠 連（5－6） 1，170円

馬 連 �� 12，150円 馬 単 �� 28，370円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 3，470円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 60，400円 3 連 単 ��� 350，310円

票 数

単勝票数 計 367570 的中 � 13342（7番人気）
複勝票数 計 564066 的中 � 20333（8番人気）� 32393（4番人気）� 27800（5番人気）
枠連票数 計 165798 的中 （5－6） 10968（4番人気）
馬連票数 計 665380 的中 �� 4244（29番人気）
馬単票数 計 389686 的中 �� 1030（64番人気）
ワイド票数 計 415464 的中 �� 3309（31番人気）�� 3078（33番人気）�� 4185（24番人気）
3連複票数 計1009133 的中 ��� 1253（117番人気）
3連単票数 計1319114 的中 ��� 273（636番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．4―12．2―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．6―48．0―1：00．2―1：11．8―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンギガント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Came Home デビュー 2015．9．12 阪神5着

2013．2．5生 牡2黒鹿 母 エーシンフラクタル 母母 Fact of Matter 2戦1勝 賞金 5，700，000円

第４回 阪神競馬 第７日



26075 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7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

713� ドリームキラリ 牡3青 56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC 494＋121：55．7 3．4�

47 � エイシンタルトゥ 牝3鹿 54 福永 祐一�栄進堂 松元 茂樹 米 Haymarket
Farm LLC 444± 0 〃 クビ 2．2�

612 シンボリシャガール 牡3鹿 56 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 448＋ 21：57．08 11．5�
36 ワンダーセレブラル 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 城地 清満 530－121：57．42� 136．4�
12 カシノサクセス 牡3黒鹿56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 野坂牧場 448＋101：58．25 6．6�
48 � シウダニーニャ 牝3栗 54 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 Diamond A

Racing Corp. 456＋ 6 〃 クビ 30．7	
815 ホッコーペリノア 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470± 0 〃 ハナ 44．9

11 メイショウクニツグ 牡3栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 450－161：58．62� 180．6�
816 シークレットオース 牝3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－ 81：58．81	 20．5�
611 マンテンスマイル 牡3鹿 56 佐久間寛志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 482± 01：59．11
 387．3
510 ゴールデンレコード 牝3青鹿54 川須 栄彦吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 36．9�
59 ゴールドコースト 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太中村 祐子氏 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 474－ 41：59．2� 42．2�
24 ル サ リ エ 牝3鹿 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 424＋141：59．3
 71．1�
714 クラシックシャトル 牡3鹿 56 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 新ひだか 桜井牧場 530 ―1：59．4� 18．7�
35 オランジェット 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 �キャロットファーム 中内田充正 千歳 社台ファーム 460－ 41：59．5クビ 31．8�
23 グレイスタイム 牝3青鹿54 �島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B472± 02：06．1大差 203．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，843，300円 複勝： 37，384，200円 枠連： 18，150，500円
馬連： 58，026，800円 馬単： 33，005，600円 ワイド： 35，911，500円
3連複： 90，554，400円 3連単： 113，496，000円 計： 414，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 120円 � 220円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 200円 �� 480円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，150円

票 数

単勝票数 計 278433 的中 � 65364（2番人気）
複勝票数 計 373842 的中 � 71031（2番人気）� 95449（1番人気）� 32071（4番人気）
枠連票数 計 181505 的中 （4－7） 48916（1番人気）
馬連票数 計 580268 的中 �� 127613（1番人気）
馬単票数 計 330056 的中 �� 29957（2番人気）
ワイド票数 計 359115 的中 �� 56282（1番人気）�� 17126（4番人気）�� 16588（5番人気）
3連複票数 計 905544 的中 ��� 61863（2番人気）
3連単票数 計1134960 的中 ��� 15973（7番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―13．2―12．8―13．2―13．3―13．3―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．4―36．6―49．4―1：02．6―1：15．9―1：29．2―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．8
1
3
16，3－9，7，13（2，5，15）－（10，12）4，8－（1，11）6－14
16－7（9，3，13）15（2，12）4（5，6）（1，11，10，8）－14

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

勝馬の
紹 介

�ドリームキラリ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー 2015．5．16 京都16着

2012．2．18生 牡3青 母 Truant 母母 Korveya 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイスタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月27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 ツルミスカイ号・ナムラハンベエ号・フェイマスワーズ号・レッドラミア号

26076 9月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27阪神4）第7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 � ヒルノマドリード 牡6黒鹿60 西谷 誠�ヒルノ 昆 貢 浦河 �川 啓一 514－103：18．3 2．6�
33 エイシンフランキー 牡4芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 494－103：18．72� 8．4�
22 ニシノマテンロウ 牡4黒鹿60 小坂 忠士西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 514＋183：18．8	 9．2�
711 ゼ ロ ス 牡6鹿 60 北沢 伸也杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 504－ 83：20．07 4．5�
710 ダノンウィスラー 牡7鹿 60 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 466＋103：20．1� 5．3�
56 クリノキングムーン 牡4黒鹿60 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 436＋ 43：20．41	 47．8	
57 ウソハッピャク 牡3栗 58 五十嵐雄祐小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470＋ 43：22．010 52．4

68 � ウエスタンムサシ 牡6芦 60 田村 太雅西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 516－103：24．1大差 164．7�
69 アーサーバローズ 牡6栗 60 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 474－ 83：25．69 22．7�
45 ミスタービッグ 牡3鹿 58 中村 将之田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 450－ 23：29．7大差 111．5
812 セイマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 488－103：29．91
 226．2�
44 シゲルヒキヤマ 牡3栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 492－ 63：33．8大差 141．1�
813 メイショウヒデタダ 牡6黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 478－ 2 （競走中止） 7．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，660，100円 複勝： 26，508，800円 枠連： 13，868，600円
馬連： 41，011，400円 馬単： 23，946，200円 ワイド： 24，161，600円
3連複： 63，654，200円 3連単： 94，995，600円 計： 309，806，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 210円 � 270円 枠 連（1－3） 1，590円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 570円 �� 550円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 11，950円

票 数

単勝票数 計 216601 的中 � 64342（1番人気）
複勝票数 計 265088 的中 � 58335（1番人気）� 30404（4番人気）� 21117（6番人気）
枠連票数 計 138686 的中 （1－3） 6732（8番人気）
馬連票数 計 410114 的中 �� 23308（6番人気）
馬単票数 計 239462 的中 �� 8249（7番人気）
ワイド票数 計 241616 的中 �� 11047（6番人気）�� 11488（5番人気）�� 5941（18番人気）
3連複票数 計 636542 的中 ��� 16721（11番人気）
3連単票数 計 949956 的中 ��� 5760（31番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 53．1－3F 40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノマドリード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ リ シ オ

2009．4．25生 牡6黒鹿 母 ゴールドグレース 母母 グレースウーマン 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 メイショウヒデタダ号は，9号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



26077 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7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

88 ロ ラ イ マ 牡2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 450 ―2：05．2 2．8�
77 エックスマス 牡2鹿 54 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 アタマ 4．4�
22 ゴットロマーネ 牡2栗 54 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468 ―2：05．62� 28．1�
44 エルリストン 牡2黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 498 ―2：05．7� 2．7�
55 タンブリンマン 牡2鹿 54 幸 英明松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 450 ― 〃 ハナ 23．9	
11 ゴールドグリッター 牡2鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490 ―2：06．33� 5．0

66 ガ ウ ェ イ ン 牡2鹿 54 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 502 ―2：06．51 66．6�
33 メイショウダッサイ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 516 ―2：08．3大差 41．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，941，600円 複勝： 29，254，800円 枠連： 発売なし
馬連： 50，322，800円 馬単： 34，537，100円 ワイド： 25，495，500円
3連複： 62，907，300円 3連単： 141，699，000円 計： 375，158，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 430円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，240円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 12，400円

票 数

単勝票数 計 309416 的中 � 85531（2番人気）
複勝票数 計 292548 的中 � 91631（1番人気）� 49711（3番人気）� 10444（6番人気）
馬連票数 計 503228 的中 �� 65940（2番人気）
馬単票数 計 345371 的中 �� 25962（3番人気）
ワイド票数 計 254955 的中 �� 28195（2番人気）�� 4788（14番人気）�� 4868（13番人気）
3連複票数 計 629073 的中 ��� 10985（12番人気）
3連単票数 計1416990 的中 ��� 8284（34番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―13．6―13．9―13．3―12．8―12．0―11．4―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―38．8―52．7―1：06．0―1：18．8―1：30．8―1：42．2―1：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4
1
3
5，6，7（4，8）－1，2，3
5，6，7（4，8）（2，1）－3

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

勝馬の
紹 介

ロ ラ イ マ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．5．22生 牡2鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26078 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時45分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

812 ヴェンジェンス 牡2栗 54 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 476 ―1：26．3 2．9�
711 トラストマヴィア 牝2黒鹿54 川須 栄彦菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 480 ―1：27．04 7．9�
710 モズワッショイ 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 402 ―1：28．8大差 55．4�
68 エイシンニバリキ 牡2栗 54 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 480 ―1：29．86 6．4�
69 アーリードライヴ 牝2芦 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 492 ―1：30．01� 3．0	
33 ミュークマサナリ 牡2栃栗 54

51 ▲�島 克駿庄司 修二氏 藤沢 則雄 青森 諏訪牧場 524 ― 〃 クビ 111．8

11 クリノシャンティイ 牡2黒鹿54 藤岡 康太栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 北星村田牧場 452 ―1：30．1クビ 28．5�
45 メイショウダイウン 牡2青鹿54 松田 大作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 476 ―1：30．2� 16．9�
22 ラトーヌワイズ 牝2黒鹿54 福永 祐一松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 466 ―1：30．3� 8．3
813 ライムリーフ 牝2栗 54 水口 優也山上 和良氏 中川 公成 様似 堀 弘康 448 ―1：31．79 90．7�
57 バーンスピリット 牝2鹿 54 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 474 ―1：32．65 25．7�
44 ア リ モ ニ ー 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 目野 哲也 浦河 ヒダカフアーム 474 ―1：33．13 138．5�

56 アサケシュート 牡2鹿 54 酒井 学大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 452 ―1：33．84 86．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，276，300円 複勝： 30，959，600円 枠連： 14，677，400円
馬連： 50，384，500円 馬単： 30，498，100円 ワイド： 28，446，000円
3連複： 67，402，100円 3連単： 97，575，700円 計： 346，219，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 220円 � 840円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，660円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 13，240円 3 連 単 ��� 40，440円

票 数

単勝票数 計 262763 的中 � 70377（1番人気）
複勝票数 計 309596 的中 � 79572（1番人気）� 33914（4番人気）� 6576（9番人気）
枠連票数 計 146774 的中 （7－8） 12224（4番人気）
馬連票数 計 503845 的中 �� 35027（3番人気）
馬単票数 計 304981 的中 �� 12793（4番人気）
ワイド票数 計 284460 的中 �� 16315（4番人気）�� 2631（26番人気）�� 1499（37番人気）
3連複票数 計 674021 的中 ��� 3816（39番人気）
3連単票数 計 975757 的中 ��� 1749（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―47．9―1：00．2―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2013．3．26生 牡2栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アリモニー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 アリモニー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バーンスピリット号・アリモニー号・アサケシュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年10月27日まで平地競走に出走できない。
※ラトーヌワイズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26079 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7日 第7競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

714 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川田 将雅小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：21．6 4．1�
24 シャンデリアハウス 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 436＋ 8 〃 ハナ 9．4�
818 メイショウラバンド 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 448± 01：21．7� 35．1�
612 テイエムダンシング 牡3鹿 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 474＋ 6 〃 クビ 58．9�
36 ジョーウォルター 牡4鹿 57 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 476＋ 41：21．91 7．6�
23 トシストロング 牡4鹿 57 国分 優作上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 490＋12 〃 クビ 11．3	
713 オメガタックスマン 牡3鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B458＋ 41：22．21� 4．7

35 ホッコータフネス 牡4鹿 57

54 ▲加藤 祥太矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456± 01：22．62� 274．6�
48 オベーション 牝4鹿 55 酒井 学岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 462＋14 〃 クビ 73．2�
816 キュークッキング 牝4黒鹿55 幸 英明栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 B480＋ 6 〃 同着 68．2
12 サチノクイーン 牝4鹿 55 太宰 啓介佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B478± 01：22．7クビ 18．9�
715 スマートカルロス 牡3鹿 55

52 ▲	島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 468－ 2 〃 ハナ 7．6�
611
 セルリアンシュロス 牡4青鹿57 高倉 稜�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 494± 0 〃 クビ 201．6�
817 ウインソワレ 牝3鹿 53 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 61：22．8クビ 17．3�
11 ゲネラルプローベ 牡3鹿 55 小牧 太前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 466＋ 41：23．33 85．2�
47 メイショウタラチネ 牝3黒鹿53 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 466－ 21：23．61� 27．8�
59 アドマイヤスカイ 牡3青鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 444＋141：23．81 10．5�
510 ショウナンマキシム 牝3鹿 53

52 ☆松若 風馬国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 430＋281：24．43� 136．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，162，000円 複勝： 57，098，200円 枠連： 29，631，000円
馬連： 82，321，400円 馬単： 36，475，500円 ワイド： 49，378，700円
3連複： 118，483，900円 3連単： 137，575，600円 計： 545，126，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 370円 � 740円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，870円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 26，430円 3 連 単 ��� 120，890円

票 数

単勝票数 計 341620 的中 � 65292（1番人気）
複勝票数 計 570982 的中 � 107542（1番人気）� 36738（7番人気）� 16412（10番人気）
枠連票数 計 296310 的中 （2－7） 49211（2番人気）
馬連票数 計 823214 的中 �� 24581（8番人気）
馬単票数 計 364755 的中 �� 5901（13番人気）
ワイド票数 計 493787 的中 �� 12367（8番人気）�� 6774（21番人気）�� 2983（45番人気）
3連複票数 計1184839 的中 ��� 3362（83番人気）
3連単票数 計1375756 的中 ��� 825（355番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．1―45．7―57．2―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．9
3 2（10，16）（7，17）11，18（13，14）（4，12，15）（1，5，8）9，6，3 4 2（10，16）17，7（11，18）（13，14）15（4，12）8（1，9）5，6，3

勝馬の
紹 介

ネオヴィクトリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．1．20 京都1着

2010．3．6生 牝5黒鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 18戦2勝 賞金 29，700，000円
〔発走状況〕 ウインソワレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エンプレスペスカ号・キンシノキセキ号・コスモピーコック号・サウンドドゥイット号・ランウェイ号・

リッパーザウィン号・レーヴドプランス号
（非抽選馬） 1頭 ナムラマサシゲ号

26080 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7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）

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

814 コ コ 牝3芦 52
49 ▲�島 克駿副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 510－141：53．5 3．3�

35 ビ ス カ リ ア 牝3鹿 52 菱田 裕二 �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 424－101：54．56 28．1�

712 ウルティマミューズ 牝4鹿 55 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 456－ 81：54．92� 3．2�
815� カ ル シ ャ ン 牝3鹿 52 戸崎 圭太門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 434－ 41：55．0クビ 12．6�
59 チャーミングポッケ 牝3栗 52

49 ▲加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454－ 41：55．21	 21．2	
11 アイスブレイク 牝4青鹿55 武 豊安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 460－141：55．51
 7．6

610 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋121：55．6
 53．0�
23 � サンレイフレンチ 牝4栗 55

52 ▲義 英真永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418＋ 41：55．7クビ 246．3�
22 クライミングローズ 牝3青鹿 52

51 ☆松若 風馬前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B426± 01：55．91	 5．1

611 マッカナバラ 牝3芦 52 松山 弘平�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 452± 01：56．0� 45．4�
46 カ オ ー ル 牝4青 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－181：56．74 13．1�
713 スリーチアサウス 牝4鹿 55

53 △城戸 義政永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482＋ 41：57．76 238．7�
34 スリーアンゼラ 牝3栗 52 秋山真一郎永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 432＋ 41：58．23 191．7�
58 メイショウヒマワリ 牝3栗 52 和田 竜二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 480－ 81：59．05 42．4�
47 ツルミスカイ 牝3栗 52 川島 信二�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 454－ 81：59．21� 319．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，906，400円 複勝： 48，833，500円 枠連： 22，211，900円
馬連： 90，448，900円 馬単： 43，173，500円 ワイド： 47，308，700円
3連複： 113，172，400円 3連単： 163，409，900円 計： 564，465，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 390円 � 150円 枠 連（3－8） 2，760円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 830円 �� 250円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 15，260円

票 数

単勝票数 計 359064 的中 � 85489（2番人気）
複勝票数 計 488335 的中 � 112195（1番人気）� 21600（8番人気）� 95661（2番人気）
枠連票数 計 222119 的中 （3－8） 6216（12番人気）
馬連票数 計 904489 的中 �� 22217（11番人気）
馬単票数 計 431735 的中 �� 7309（16番人気）
ワイド票数 計 473087 的中 �� 13240（10番人気）�� 57959（1番人気）�� 11865（13番人気）
3連複票数 計1131724 的中 ��� 38943（4番人気）
3連単票数 計1634099 的中 ��� 7763（35番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．3―12．7―12．6―12．7―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―37．0―49．7―1：02．3―1：15．0―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ コ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2014．12．7 阪神6着

2012．4．7生 牝3芦 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ 12戦2勝 賞金 26，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒマワリ号・ツルミスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月

27日まで平地競走に出走できない。
※スリーアンゼラ号・ツルミスカイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26081 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7日 第9競走 ��
��1，600�

こ う と う

甲 東 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，26．9．27以降27．9．21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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

35 � ダッシングブレイズ 牡3栗 54 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

490＋161：34．1 3．8�
34 サイモンラムセス 牡5鹿 56 C．ルメール 澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B442－ 21：34．41� 8．4�
22 � ゴ ウ キ 	3鹿 50 
島 克駿岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Old Car-

hue Stud 494－ 41：34．5� 133．9�
11 ライブリシュネル 牡5鹿 54 松山 弘平加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 61：34．6� 29．4�
23 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 464＋ 81：34．81� 15．6�
46 ナガラフラワー 牝3鹿 52 福永 祐一長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 478＋14 〃 クビ 3．5	
713 タガノエンブレム 牡5青鹿56 川田 将雅八木 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 464± 01：35．01� 5．2

815 メイショウオトコギ 	6栗 52 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 484＋ 8 〃 クビ 83．0�
610 セイントバローズ 牡3鹿 53 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 468－ 41：35．21 6．3�
59 スズカキングダム 牡6鹿 52 水口 優也永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 504± 0 〃 クビ 37．5
814 ウインクルキラリ 牝5栗 52 和田 竜二塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 484－101：35．3� 44．6�
47 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 B450－ 41：35．51� 67．0�
712 パルファンデュロワ 牡3栗 52 酒井 学 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 504－ 31：36．03 69．5�
58 クールオープニング 牡4青鹿54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 21：36．32 24．0�
611 ポ ロ タ ン 牝5鹿 50 松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 434－101：36．4クビ 253．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，762，400円 複勝： 66，425，600円 枠連： 26，090，100円
馬連： 129，779，800円 馬単： 60，845，100円 ワイド： 63，142，500円
3連複： 160，196，300円 3連単： 243，392，100円 計： 796，633，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 250円 � 1，990円 枠 連（3－3） 1，800円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 630円 �� 5，720円 �� 9，640円

3 連 複 ��� 45，590円 3 連 単 ��� 166，470円

票 数

単勝票数 計 467624 的中 � 97378（2番人気）
複勝票数 計 664256 的中 � 108056（2番人気）� 73381（5番人気）� 6615（14番人気）
枠連票数 計 260901 的中 （3－3） 11206（8番人気）
馬連票数 計1297798 的中 �� 61900（8番人気）
馬単票数 計 608451 的中 �� 17131（10番人気）
ワイド票数 計 631425 的中 �� 27984（8番人気）�� 2739（43番人気）�� 1617（60番人気）
3連複票数 計1601963 的中 ��� 2635（108番人気）
3連単票数 計2433921 的中 ��� 1060（409番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．1―12．2―11．8―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．8―48．0―59．8―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダッシングブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．11．8 東京1着

2012．4．13生 牡3栗 母 Blazing Bliss 母母 Miss What a Day 8戦3勝 賞金 43，867，000円

26082 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7日 第10競走 ��
��2，000�ムーンライトハンデキャップ

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．9．27以降27．9．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ウインリバティ 牝4黒鹿53 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450－ 22：01．9 9．8�
57 ショウナンバーキン 牝5青 51 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472－ 82：02．11� 93．9�
610 レッドオリヴィア 牝4鹿 53 浜中 俊 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 438＋ 42：02．2� 3．8�
711 タガノエトワール 牝4鹿 55 川田 将雅八木 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 462＋162：02．3� 5．9�
58 カ ナ ロ ア 牡6鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 462＋ 4 〃 クビ 6．7�
33 エーティータラント 牡5芦 55 中井 裕二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 494－ 62：02．4クビ 22．0	
34 プリンセスジャック 牝5栗 53 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484＋ 42：02．5� 33．6

11 モ ビ ー ル 牡7鹿 55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 454－162：02．6� 21．5�
46 リラヴァティ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458－ 22：02．81	 7．0
712 ポセイドンバローズ 牡5栗 54 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B462－12 〃 クビ 33．8�
813 アドマイヤドバイ 牡5鹿 56 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464± 02：03．01	 18．6�
45 ベ ル ニ ー ニ 牡6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 478－ 22：03．21	 37．2�
814 ネコタイショウ 牡5鹿 55 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 440－18 〃 アタマ 21．0�
69 マテンロウボス 牡4黒鹿57．5 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466－ 22：03．41� 7．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，634，800円 複勝： 82，715，500円 枠連： 37，106，300円
馬連： 169，942，900円 馬単： 72，075，100円 ワイド： 82，599，500円
3連複： 232，508，700円 3連単： 314，835，300円 計： 1，045，418，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 300円 � 1，750円 � 160円 枠 連（2－5） 3，740円

馬 連 �� 38，520円 馬 単 �� 63，970円

ワ イ ド �� 8，700円 �� 570円 �� 5，450円

3 連 複 ��� 38，640円 3 連 単 ��� 343，750円

票 数

単勝票数 計 536348 的中 � 43679（6番人気）
複勝票数 計 827155 的中 � 68409（6番人気）� 9153（14番人気）� 175820（1番人気）
枠連票数 計 371063 的中 （2－5） 7682（17番人気）
馬連票数 計1699429 的中 �� 3419（75番人気）
馬単票数 計 720751 的中 �� 845（142番人気）
ワイド票数 計 825995 的中 �� 2332（76番人気）�� 40709（3番人気）�� 3746（65番人気）
3連複票数 計2325087 的中 ��� 4512（134番人気）
3連単票数 計3148353 的中 ��� 664（1006番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．1―12．7―12．4―12．7―12．1―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―37．1―49．8―1：02．2―1：14．9―1：27．0―1：38．4―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
2，10（7，11）（4，8）（1，5，13）6（3，12）14，9
2，10，7，11，4，8（1，5，13）（3，12，6）14，9

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

勝馬の
紹 介

ウインリバティ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fly So Free デビュー 2013．6．29 中京5着

2011．4．24生 牝4黒鹿 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation 23戦5勝 賞金 78，496，000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



26083 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7日 第11競走 ��
��2，400�第63回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

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

神戸新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

46 リ ア フ ァ ル 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：26．7 8．0�
35 リアルスティール 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 504＋ 62：27．02 1．9�
59 トーセンバジル 牡3黒鹿56 四位 洋文島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：27．42� 21．5�
611 バ イ ガ エ シ 牡3黒鹿56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 504－ 22：27．61 24．7�
23 ジュンスパーヒカル 牡3鹿 56 小牧 太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：27．81� 149．6	
22 レッドソロモン 牡3鹿 56 川須 栄彦 
東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B478－ 42：27．9� 35．9�
47 アルバートドック 牡3鹿 56 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 474＋ 2 〃 クビ 9．0�
610 タガノエスプレッソ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 62：28．0	 89．2
11 サンライズセンス 牡3栗 56 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 496－ 22：28．1� 38．2�
712 サラトガスピリット 牡3栗 56 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514± 02：28．2� 56．3�
713 ティルナノーグ 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 42：28．41� 19．3�
34 レッドアルティスタ 牡3鹿 56 川田 将雅 
東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 アタマ 80．4�
815 マッサビエル 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 508± 02：28．61� 6．6�
58 キ ロ ハ ナ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 10．2�
814 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 480－ 42：30．4大差 274．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 224，360，300円 複勝： 280，260，500円 枠連： 131，695，700円
馬連： 670，240，400円 馬単： 336，104，400円 ワイド： 304，987，700円
3連複： 1，035，851，900円 3連単： 1，893，312，300円 計： 4，876，813，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 240円 � 120円 � 370円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，600円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 28，170円

票 数

単勝票数 計2243603 的中 � 222835（3番人気）
複勝票数 計2802605 的中 � 245539（4番人気）� 917467（1番人気）� 134608（7番人気）
枠連票数 計1316957 的中 （3－4） 268356（1番人気）
馬連票数 計6702404 的中 �� 569889（3番人気）
馬単票数 計3361044 的中 �� 109891（9番人気）
ワイド票数 計3049877 的中 �� 182184（3番人気）�� 27909（32番人気）�� 109607（5番人気）
3連複票数 計10358519 的中 ��� 150220（15番人気）
3連単票数 計18933123 的中 ��� 48718（86番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．8―12．9―13．0―13．1―12．7―12．4―12．0―11．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．7―36．5―49．4―1：02．4―1：15．5―1：28．2―1：40．6―1：52．6―2：03．6―2：15．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ア フ ァ ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．12．13 阪神1着

2012．2．5生 牡3鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 7戦4勝 賞金 97，638，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりリアファル号・リアルスティール号・トーセンバジル号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26084 9月27日 晴 良 （27阪神4）第7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）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

59 パーティードレス 牝4栗 55 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470＋ 21：11．4 6．5�
34 メイショウユメゴゼ 牝6栃栗55 福永 祐一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 476－ 41：11．5� 4．6�
712 タキオンレディー 牝3栗 53

52 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462± 01：11．6� 103．7�
47 ア レ ッ ト �4青 57 川須 栄彦 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 508－ 41：11．7� 13．0�
611 リバーソウル 牡4黒鹿 57

54 ▲	島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454－101：11．91
 6．6�
610 サンライズマーチ 牡5鹿 57

56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 490± 01：12．22 10．7	
22 マークスマン �5鹿 57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 21：12．41� 76．5

713 スランジバール 牡6鹿 57

54 ▲加藤 祥太�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 484＋ 41：12．5クビ 42．7�
58 スマートグレイス 牝3栗 53 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 466＋ 2 〃 ハナ 3．7�
23 ナムラヒューマン 牡3芦 55 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 460－ 2 〃 クビ 13．1
35 タッチシタイ 牡5栗 57 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 490＋ 61：12．82 36．7�
815 ライブリシーラ 牡8栗 57 小坂 忠士加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 516－ 81：13．11� 446．3�
814 カシノインカローズ 牝6鹿 55

53 △城戸 義政柏木 務氏 松下 武士 新ひだか 前川 隆則 472＋141：13．73� 95．9�
46 ヒラボククラウン 牡3栗 55 中谷 雄太�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 476＋101：14．23 31．4�
11 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 53 戸崎 圭太中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 474－ 41：14．94 9．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，898，400円 複勝： 98，712，100円 枠連： 46，948，900円
馬連： 235，909，700円 馬単： 81，078，200円 ワイド： 95，651，500円
3連複： 260，799，500円 3連単： 388，585，600円 計： 1，274，583，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 170円 � 1，660円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 450円 �� 7，760円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 30，900円 3 連 単 ��� 123，130円

票 数

単勝票数 計 668984 的中 � 81380（3番人気）
複勝票数 計 987121 的中 � 119327（3番人気）� 186467（1番人気）� 11257（13番人気）
枠連票数 計 469489 的中 （3－5） 76163（1番人気）
馬連票数 計2359097 的中 �� 148667（2番人気）
馬単票数 計 810782 的中 �� 22322（5番人気）
ワイド票数 計 956515 的中 �� 60037（2番人気）�� 2987（67番人気）�� 5167（47番人気）
3連複票数 計2607995 的中 ��� 6330（98番人気）
3連単票数 計3885856 的中 ��� 2288（406番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．7―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 ・（7，12）8（1，4）－5（6，11）9（2，10）－3，13－14－15 4 ・（7，12）8（1，4）5（11，10）9－（6，3）2，13－14－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パーティードレス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．3．26生 牝4栗 母 グロンシャール 母母 ポールトゥウィン 11戦4勝 賞金 36，400，000円

４レース目



（27阪神4）第7日 9月27日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

277，570，000円
2，080，000円
9，920，000円
2，440，000円
25，080，000円
64，166，750円
5，457，600円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
628，817，900円
844，914，400円
367，802，700円
1，693，160，400円
821，124，900円
828，781，200円
2，384，159，500円
3，831，233，500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 11，399，994，500円

総入場人員 23，170名 （有料入場人員 21，810名）
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