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26049 9月17日 晴 重 （25阪神4）第5日 第1競走 1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

11 エンドレスシャイン 牡2鹿 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 428＋ 41：14．4 3．5�
44 コパノハリー 牡2栗 54 福永 祐一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 454＋ 8 〃 ハナ 1．9�
812 シ ゲ ル イ ガ 牡2栗 54 熊沢 重文森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 484－ 41：15．03� 21．0�
56 ドナプロミス 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 442± 01：15．32 28．8�
33 テイエムトッピモン 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 444＋ 61：15．51� 11．8�
57 シゲルトカチ 牡2青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 出口牧場 B474＋101：15．6� 49．1�
45 テンペラメントホル 牡2鹿 54 高倉 稜宮田美恵子氏 浜田多実雄 熊本 片山 建治 456－101：15．7� 8．3	
68 テイエムオドロキ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 428± 01：16．01� 61．6

711 レディーインキモン 牝2栗 54 上村 洋行小林 祥晃氏 沖 芳夫 日高 ヤナガワ牧場 436＋ 21：16．63� 74．1�
813 カシノエーデル 牝2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 428± 01：17．45 14．9�
69 サクセスジョイ 牝2黒鹿54 秋山真一郎髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 450± 01：17．5� 80．3�
22 ジョウショーバジル 牝2鹿 54 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 466＋ 81：18．24 166．1�
710 ジョートップレディ 牝2鹿 54

52 △中井 裕二上田けい子氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 440－ 21：18．94 126．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 10，096，600円 複勝： 24，101，100円 枠連： 5，005，700円
馬連： 19，339，200円 馬単： 14，305，200円 ワイド： 9，728，400円
3連複： 27，637，000円 3連単： 59，069，000円 計： 169，282，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 380円 枠 連（1－4） 210円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，010円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 6，310円

票 数

単勝票数 計 100966 的中 � 23211（2番人気）
複勝票数 計 241011 的中 � 36010（2番人気）� 137901（1番人気）� 6353（6番人気）
枠連票数 計 50057 的中 （1－4） 18434（1番人気）
馬連票数 計 193392 的中 �� 56958（1番人気）
馬単票数 計 143052 的中 �� 17701（2番人気）
ワイド票数 計 97284 的中 �� 21787（1番人気）�� 1894（13番人気）�� 2161（10番人気）
3連複票数 計 276370 的中 ��� 8955（6番人気）
3連単票数 計 590690 的中 ��� 6918（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．3―12．7―13．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンドレスシャイン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．10 小倉6着

2011．5．11生 牡2鹿 母 マコトエンエン 母母 ケアフルタイミング 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 ジョートップレディ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出走取消馬 グラナディラ号（疾病〔感冒〕のため）

26050 9月17日 晴 稍重 （25阪神4）第5日 第2競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：46．0

良
良

815 ラ グ タ イ ム 牝2鹿 54 福永 祐一小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 428－ 61：48．6 58．9�
23 オリハルコン 牡2黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 クビ 1．8�
814 エクストレミティー 牡2鹿 54 北村 友一 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－101：48．7� 4．4�
712 ビオラフォーエバー 牡2栗 54 幸 英明熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 488－ 81：48．8� 8．1�
22 ボールドジャパン 牡2鹿 54 川須 栄彦増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 502＋ 61：48．9� 23．1�
58 マイネルアミークス 牡2鹿 54

52 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 444± 01：49．53� 8．2	

47 フジノゴールド 牡2栗 54 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 478－ 81：49．81� 55．3

611 モウイイデショウ 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 450± 0 〃 クビ 159．6�
610 アドマイヤソウ 牝2青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462± 01：50．01� 67．6�
34 バレーナボス 牡2栗 54 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 日高 大江牧場 454－12 〃 クビ 24．9
59 キタサンワイルド 牡2黒鹿54 国分 優作�大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 514＋ 61：50．1クビ 103．6�
11 シゲルシモツケ 牡2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 472± 01：50．42 76．5�
46 フミノスナイパー 牡2栗 54 武 幸四郎谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 482± 0 〃 アタマ 24．2�
713 ヒ ロ キ セ キ 牡2鹿 54 高倉 稜守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 454＋ 61：50．5� 77．0�
35 トップザサブライ 牡2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 424＋ 21：51．13� 52．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，733，600円 複勝： 30，370，700円 枠連： 5，653，000円
馬連： 25，054，400円 馬単： 17，365，400円 ワイド： 14，302，700円
3連複： 35，745，500円 3連単： 64，346，800円 計： 208，572，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，890円 複 勝 � 670円 � 110円 � 170円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 20，910円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 3，210円 �� 290円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 103，690円

票 数

単勝票数 計 157336 的中 � 2107（10番人気）
複勝票数 計 303707 的中 � 6523（9番人気）� 115639（1番人気）� 44581（2番人気）
枠連票数 計 56530 的中 （2－8） 8447（1番人気）
馬連票数 計 250544 的中 �� 3085（18番人気）
馬単票数 計 173654 的中 �� 613（53番人気）
ワイド票数 計 143027 的中 �� 1937（19番人気）�� 985（32番人気）�� 14873（2番人気）
3連複票数 計 357455 的中 ��� 3419（22番人気）
3連単票数 計 643468 的中 ��� 458（288番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．5―12．7―12．6―11．9―11．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．0―47．5―1：00．2―1：12．8―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ グ タ イ ム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 More Than Ready デビュー 2013．7．21 中京14着

2011．3．22生 牝2鹿 母 エーソングフォー 母母 Miss Garland 3戦1勝 賞金 5，000，000円

第４回 阪神競馬 第５日〔代替競馬〕



26051 9月17日 晴 稍重 （25阪神4）第5日 第3競走 1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 ハーマンミュート �3青鹿56 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B482＋ 21：25．9 2．9�

611 トーコーヴィオラ 牝3黒鹿54 浜中 俊森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 450－ 61：26．64 6．8�
12 メイショウホノボノ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 504－ 41：26．7� 2．2�
713 ヴィトレスク 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 414＋ 8 〃 クビ 10．6�

48 ユ リ シ ー ズ 牡3鹿 56
53 ▲原田 敬伍�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 472－ 21：26．91� 139．2	

23 ロココキャンドル 牝3鹿 54 秋山真一郎飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B442± 0 〃 ハナ 12．9

36 ゴールドスポット 牡3鹿 56 岡田 祥嗣加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 480± 01：27．21� 273．2�
59 ナスノイブキ 牝3鹿 54 荻野 琢真�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 440－ 21：27．41� 208．1
714 プリンセスナナミ 牝3栗 54 熊沢 重文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 522± 01：27．71� 39．4�
510 アサクサトリプル 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 クビ 80．6�
815 ミラクルサンダー 牡3黒鹿56 松田 大作田島 政光氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 460＋ 81：27．8� 103．3�
35 プントインアリア 牝3鹿 54

52 △中井 裕二 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 414＋ 61：28．65 35．1�
24 スリーエアウィーク 牡3鹿 56 国分 優作永井商事� 坪 憲章 平取 稲原牧場 484± 01：29．23� 142．0�
11 クライナーヘルツ 牡3鹿 56 福永 祐一林 正道氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B414＋ 61：29．52 45．0�
47 アグネスエリイ 牝3鹿 54 酒井 学渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 496＋ 21：29．81� 98．7�
816 テイエムゴールド 牝3鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 飛野牧場 434＋ 61：31．6大差 314．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，289，100円 複勝： 21，600，900円 枠連： 6，942，300円
馬連： 24，437，100円 馬単： 17，398，000円 ワイド： 13，966，700円
3連複： 33，901，000円 3連単： 65，347，200円 計： 198，882，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（6－6） 1，030円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 360円 �� 160円 �� 290円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 152891 的中 � 42661（2番人気）
複勝票数 計 216009 的中 � 46844（2番人気）� 28388（3番人気）� 67608（1番人気）
枠連票数 計 69423 的中 （6－6） 5012（4番人気）
馬連票数 計 244371 的中 �� 17261（3番人気）
馬単票数 計 173980 的中 �� 7230（5番人気）
ワイド票数 計 139667 的中 �� 8098（4番人気）�� 27533（1番人気）�� 10731（2番人気）
3連複票数 計 339010 的中 ��� 33592（1番人気）
3連単票数 計 653472 的中 ��� 9528（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―35．9―48．2―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 ・（2，8）12，1－（4，11）（3，14）（7，9）（10，13，16）6－15，5 4 ・（2，8）12－11（3，14）1－（9，13）4（10，6）（7，16）15－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハーマンミュート �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 Bahhare デビュー 2012．11．11 東京6着

2010．4．8生 �3青鹿 母 ジャズプリンセス 母母 Jazz Up 6戦1勝 賞金 6，400，000円
〔その他〕 テイエムゴールド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムゴールド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年10月17日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンダーデスタン号
（非抽選馬） 5頭 グローバルハート号・フェリーチェレガロ号・メイショウサーフ号・ラガーニチリンオー号・ラッキーレディ号

26052 9月17日 晴 稍重 （25阪神4）第5日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （ダート・右）

牝，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

24 サンレイフローラ 牝3鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 444＋ 21：55．4 26．8�
47 マ ム テ ィ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：55．72 35．1�
36 ウインマルゲリータ 牝3黒鹿54 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 428－ 2 〃 アタマ 130．7�
815 ニシノヒメゴト 牝3鹿 54 北村 友一西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 432－ 61：55．8� 24．5�
48 ミニョネット 牝3栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 81：56．01� 6．5	
816 エアマデレーン 牝3青鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 456＋ 41：56．1� 9．2

611 アラタマセット 牝3鹿 54 高倉 稜荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 428－ 21：56．41� 145．0�
59 タピスドフルール 牝3栗 54 小牧 太吉田 和子氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 21：56．71� 39．5�
713 ソルダテッサ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 428－12 〃 クビ 18．0
11 ラ カ 牝3鹿 54 川田 将雅 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 424＋ 41：56．8クビ 4．2�
612 シャインケニー 牝3鹿 54 太宰 啓介小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 442± 01：56．9� 33．7�
714 サフランパートナー 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 474＋ 81：57．43 24．2�
23 クーファゲルニカ 牝3青 54 浜中 俊大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480± 01：59．1大差 2．3�
35 ネクストフラワー 牝3栗 54 竹之下智昭吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム 462＋ 21：59．41� 242．5�
510 シ ャ ッ ツ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政平山 靖氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 452－12 〃 クビ 481．4�
12 レッドアモーレ 牝3鹿 54 松田 大作 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492＋121：59．71� 26．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，613，800円 複勝： 26，891，000円 枠連： 7，676，800円
馬連： 27，033，000円 馬単： 17，413，900円 ワイド： 16，263，600円
3連複： 38，165，200円 3連単： 65，811，300円 計： 215，868，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 620円 � 1，220円 � 2，940円 枠 連（2－4） 680円

馬 連 �� 35，570円 馬 単 �� 55，400円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 20，800円 �� 43，790円

3 連 複 ��� 563，320円 3 連 単 ��� 2，207，670円

票 数

単勝票数 計 166138 的中 � 4898（9番人気）
複勝票数 計 268910 的中 � 12202（6番人気）� 5741（11番人気）� 2295（13番人気）
枠連票数 計 76768 的中 （2－4） 8373（2番人気）
馬連票数 計 270330 的中 �� 561（64番人気）
馬単票数 計 174139 的中 �� 232（112番人気）
ワイド票数 計 162636 的中 �� 661（50番人気）�� 192（86番人気）�� 91（105番人気）
3連複票数 計 381652 的中 ��� 50（394番人気）
3連単票数 計 658113 的中 ��� 22（1954番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．8―12．7―12．5―12．6―12．9―13．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．8―50．5―1：03．0―1：15．6―1：28．5―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．8
1
3
12（14，9）3（8，16）（1，2）4，7－（5，10）－（6，13）－11，15
12（3，14，9）8，16（1，4）7－（6，2）（5，13）－（10，11）－15

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

勝馬の
紹 介

サンレイフローラ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．1．20 京都11着

2010．4．5生 牝3鹿 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 11戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドアモーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月17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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォーターグッデイ号・ライブリハート号



26053 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5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

56 オースミチャド 牡2鹿 54 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 480 ―1：24．6 2．4�
55 ハイセルフト 牡2青鹿54 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―1：25．13 6．9�
22 タガノシュナイダー 牡2鹿 54 北村 友一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 424 ― 〃 ハナ 8．1�
710 メイショウヒコボシ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 506 ― 〃 ハナ 17．2�
33 ナムラスマイル 牝2鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 漆原 哲雄 480 ―1：25．31� 13．8�
44 ワンダーエターナル 牡2鹿 54 秋山真一郎山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか 水丸牧場 438 ―1：25．4クビ 50．9	
79 エミネントレコード 牡2鹿 54 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 5．5

811 クリノキングムーン 牡2黒鹿54 浜中 俊栗本 博晴氏 須貝 尚介 浦河 浦河小林牧場 430 ―1：25．61� 15．5�

（クリノムーン）

812 エイユーバーチョ 牝2黒鹿54 小林 徹弥笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 434 ―1：25．7� 99．5�
11 ゼニスブルー 牡2鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462 ―1：26．12� 6．3
68 キンショークロシオ 牡2栗 54

52 △中井 裕二礒野日出夫氏 中村 均 登別 青藍牧場 444 ―1：28．9大差 110．5�
67 テイエムマッチョ 牡2鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 494 ―1：31．5大差 186．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，158，200円 複勝： 22，557，600円 枠連： 6，956，200円
馬連： 24，304，000円 馬単： 17，590，500円 ワイド： 12，259，100円
3連複： 32，614，900円 3連単： 59，563，700円 計： 191，004，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 230円 枠 連（5－5） 920円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 400円 �� 510円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 計 151582 的中 � 49784（1番人気）
複勝票数 計 225576 的中 � 63855（1番人気）� 24038（4番人気）� 21163（5番人気）
枠連票数 計 69562 的中 （5－5） 5639（4番人気）
馬連票数 計 243040 的中 �� 16887（2番人気）
馬単票数 計 175905 的中 �� 8218（2番人気）
ワイド票数 計 122591 的中 �� 7932（2番人気）�� 5934（4番人気）�� 3760（11番人気）
3連複票数 計 326149 的中 ��� 12143（4番人気）
3連単票数 計 595637 的中 ��� 6215（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．1―12．3―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．5―48．6―1：00．9―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（3，12）（4，10）－9－2，6（1，5）－11＝8＝7 4 ・（3，12）10（4，9）－（2，6）（1，5，11）＝8＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミチャド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Last Tycoon 初出走

2011．2．16生 牡2鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムマッチョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月17日まで平地

競走に出走できない。

26054 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5日 第6競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 マークスマン 牡3鹿 55 池添 謙一 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 21：25．4 28．4�

47 シゲルケンシン 牡6鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 472＋ 4 〃 クビ 80．2�
713 ベルラピエル 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 51．7�
714 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿55 浜中 俊前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 464－ 2 〃 ハナ 12．8�
510 セトノプロミス 牡3鹿 55 松田 大作難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 472－ 61：25．61� 18．9�
24 アンビータブル 牝4青 55 岩田 康誠 	ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B460－ 2 〃 ハナ 2．0

612 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57

54 ▲藤懸 貴志	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464± 01：26．34 18．3�
11 トーセンパワフル 牡3鹿 55 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 516± 01：26．51� 3．0
23 メイショウアルザス 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 460＋ 11：26．71� 70．2�
611 カ ト ラ ス �3芦 55 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 462－ 41：26．91 40．9�
36 トーブプリンセス 牝4鹿 55 古川 吉洋武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 474＋ 2 〃 クビ 195．5�
48 レガリテート 牡3鹿 55

54 ☆菱田 裕二	ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474－121：27．43 55．0�

12 サクセスフルビッド 牡4黒鹿57 川須 栄彦	G1レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498± 01：27．5� 28．2�
35 ワンダーアベニール 牡3鹿 55 和田 竜二山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ

アーム 486－ 21：27．6� 19．7�
59 カイシュウヤマト 牡3栗 55

52 ▲岩崎 翼飯村 孝男氏 領家 政蔵 新ひだか 稲葉牧場 B484－101：27．8� 131．5�
815 フィオリート 牡3芦 55 小牧 太松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 502± 01：27．9� 83．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，645，900円 複勝： 34，470，100円 枠連： 8，612，000円
馬連： 33，670，900円 馬単： 24，635，900円 ワイド： 18，601，500円
3連複： 49，434，200円 3連単： 91，822，700円 計： 277，893，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 1，010円 � 1，560円 � 1，600円 枠 連（4－8） 10，580円

馬 連 �� 57，390円 馬 単 �� 114，350円

ワ イ ド �� 11，930円 �� 13，160円 �� 15，720円

3 連 複 ��� 536，510円 3 連 単 ��� 3，226，920円

票 数

単勝票数 計 166459 的中 � 4625（8番人気）
複勝票数 計 344701 的中 � 9211（8番人気）� 5759（10番人気）� 5614（11番人気）
枠連票数 計 86120 的中 （4－8） 601（26番人気）
馬連票数 計 336709 的中 �� 433（75番人気）
馬単票数 計 246359 的中 �� 159（132番人気）
ワイド票数 計 186015 的中 �� 384（72番人気）�� 348（76番人気）�� 291（81番人気）
3連複票数 計 494342 的中 ��� 68（392番人気）
3連単票数 計 918227 的中 ��� 21（2200番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―12．0―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．7―58．7―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マークスマン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．10．1 阪神10着

2010．4．16生 牡3鹿 母 コ ム フ レ イ 母母 Myhrr 11戦2勝 賞金 13，600，000円
※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 ヴィンチトーレ号



26055 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5日 第7競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

816 ディアデラマドレ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 61：47．0 7．3�
59 ディープサウス 牝3青 52 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋141：47．42� 3．8�
612 オーキッドレイ 牝3鹿 52 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：47．61� 5．3�
48 ダイワユニティー 牝3黒鹿52 川須 栄彦大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 クビ 6．1�
24 ワタシマッテルワ 牝4鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 448± 01：47．81� 40．8	
11 インカンデセンス 牝3鹿 52 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 61：47．9クビ 24．4

12 グインネヴィア 牝4栗 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 2 〃 クビ 38．0�
817� ヒシアルコル 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 456＋ 81：48．0クビ 152．6�
818 ア ル カ ナ 牝3鹿 52 幸 英明�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 4 〃 クビ 18．5
510 ネオヴィクトリア 牝3黒鹿52 池添 謙一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456＋161：48．1� 67．0�
47 ショウナンバーキン 牝3青 52 秋山真一郎国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 456－161：48．2クビ 30．4�
713� アンペラトリス 牝6栗 55 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 452± 0 〃 ハナ 74．9�
715 ガムザッティ 牝3黒鹿 52

49 ▲藤懸 貴志吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 476＋ 21：48．41� 43．8�
611 ツインテール 牝5栗 55

53 △中井 裕二山本 英俊氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：48．5� 54．0�
714� ダンスインザスカイ 牝5鹿 55 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 474＋101：48．6� 247．2�
36 ノーザンソング 牝5鹿 55 鮫島 良太薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 502＋ 81：49．23� 143．1�
35 オ ツ ウ 牝3鹿 52 岩田 康誠大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478＋181：49．94 4．3�

（17頭）
23 ヤマニンプードレ 牝3芦 52

49 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，696，300円 複勝： 32，409，200円 枠連： 10，240，600円
馬連： 36，717，700円 馬単： 21，478，800円 ワイド： 18，495，600円
3連複： 48，246，600円 3連単： 84，073，100円 計： 270，357，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 160円 � 180円 枠 連（5－8） 1，120円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 550円 �� 610円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 19，070円

票 数

単勝票数 差引計 186963（返還計 1248） 的中 � 20378（5番人気）
複勝票数 差引計 324092（返還計 1776） 的中 � 34641（5番人気）� 61165（1番人気）� 48263（3番人気）
枠連票数 差引計 102406（返還計 17） 的中 （5－8） 6773（5番人気）
馬連票数 差引計 367177（返還計 7646） 的中 �� 14671（8番人気）
馬単票数 差引計 214788（返還計 3242） 的中 �� 3663（17番人気）
ワイド票数 差引計 184956（返還計 3588） 的中 �� 8165（5番人気）�� 7278（8番人気）�� 12358（1番人気）
3連複票数 差引計 482466（返還計 17577） 的中 ��� 13298（6番人気）
3連単票数 差引計 840731（返還計 27330） 的中 ��� 3255（39番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．5―12．6―12．3―11．6―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．2―47．7―1：00．3―1：12．6―1：24．2―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアデラマドレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神1着

2010．2．22生 牝3鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 5戦2勝 賞金 14，200，000円
〔出走取消〕 ヤマニンプードレ号は，疾病〔右前挫跖〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コーディリア号

26056 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

811 ペガサスフォース 牡4栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 21：52．9 3．3�

56 カーティスバローズ 牡3鹿 54 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 492－121：53．0� 3．3�
33 セイスコーピオン 牡3栗 54 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490± 01：53．31� 6．2�
67 ゲームフェイス 牡3芦 54 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 546± 0 〃 クビ 8．0�
11 サーランスロット 牡5鹿 57

55 △中井 裕二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 476－ 21：53．51� 9．5�
22 リアルマイスター 牡3鹿 54 藤岡 康太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 468＋ 41：53．6クビ 15．4�
68 � ローレルアウェイク 牡4鹿 57 松田 大作 	ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 512＋ 31：53．7� 36．3

710 ゴーイングベル 牡3芦 54

51 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 492－ 61：54．44 29．0�
55 シャトーウインド 牡3黒鹿54 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 458± 01：54．5� 26．1�
812 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 54 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 476＋ 41：54．71� 17．4
44 オーバーヘッド 牡5栗 57 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 486－ 6 〃 ハナ 28．2�
79 セルリアンレッド 牡6黒鹿57 国分 優作�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 458－ 41：56．7大差 140．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，739，100円 複勝： 32，384，800円 枠連： 9，004，500円
馬連： 37，920，200円 馬単： 24，976，200円 ワイド： 19，631，800円
3連複： 50，386，500円 3連単： 93，561，000円 計： 285，604，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 350円 �� 350円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 177391 的中 � 42953（1番人気）
複勝票数 計 323848 的中 � 73881（1番人気）� 61654（2番人気）� 52865（3番人気）
枠連票数 計 90045 的中 （5－8） 14993（1番人気）
馬連票数 計 379202 的中 �� 49071（1番人気）
馬単票数 計 249762 的中 �� 17223（1番人気）
ワイド票数 計 196318 的中 �� 20780（1番人気）�� 13345（3番人気）�� 13519（2番人気）
3連複票数 計 503865 的中 ��� 40440（1番人気）
3連単票数 計 935610 的中 ��� 16690（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―14．0―12．8―12．5―12．5―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．9―50．7―1：03．2―1：15．7―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペガサスフォース �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．10．8 京都4着

2009．5．8生 牡4栗 母 ショウナンラビアル 母母 ショウナンアクシア 17戦3勝 賞金 32，474，000円



26057 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5日 第9競走 ��2，200�
こ う ぶ

甲 武 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

44 ラ キ シ ス 牝3鹿 52 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：13．4 4．0�
811� セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 国分 優作�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 476± 02：13．82� 31．9�
710� キ ワ ミ 牝4鹿 55 秋山真一郎�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 444＋ 22：13．9� 16．0�
11 ヴィンチトーレ 牡3栗 54 川島 信二深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 478－ 8 〃 クビ 130．9�
67 � ロッカデバルディ 牡3黒鹿52 岩田 康誠吉田 和美氏 吉村 圭司 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

508± 02：14．0� 1．6�
33 � アシュヴィン 牡4栗 57 高倉 稜前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 462＋102：14．21	 13．1	
22 マンノアクトレス 牝3鹿 52 北村 友一萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 414－122：14．3� 26．8

79 � レイトライザー 牡3黒鹿54 池添 謙一中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 442－ 4 〃 ハナ 78．4�
68 エスターブレ 牝3栗 52 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 456－102：14．5
 32．8�
56 キネオウィン 牡3鹿 54 和田 竜二吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 502＋14 〃 アタマ 23．2
812 スズカカイゼル 牡3鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 458－162：15．45 52．2�
55 カムイミンタラ 牡3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 508－ 82：15．61	 16．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，647，600円 複勝： 42，511，700円 枠連： 11，109，500円
馬連： 48，326，900円 馬単： 38，012，100円 ワイド： 21，358，100円
3連複： 59，684，100円 3連単： 145，051，000円 計： 391，701，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 810円 � 440円 枠 連（4－8） 3，220円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 9，180円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 690円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 13，250円 3 連 単 ��� 68，140円

票 数

単勝票数 計 256476 的中 � 51568（2番人気）
複勝票数 計 425117 的中 � 69801（2番人気）� 11801（9番人気）� 23589（4番人気）
枠連票数 計 111095 的中 （4－8） 2551（13番人気）
馬連票数 計 483269 的中 �� 6773（17番人気）
馬単票数 計 380121 的中 �� 3059（28番人気）
ワイド票数 計 213581 的中 �� 3051（20番人気）�� 8032（7番人気）�� 3463（17番人気）
3連複票数 計 596841 的中 ��� 3326（45番人気）
3連単票数 計1450510 的中 ��� 1571（186番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．9―35．8―48．6―1：01．1―1：13．3―1：25．9―1：38．1―1：49．6―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ キ シ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．2 阪神1着

2010．1．31生 牝3鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 4戦2勝 賞金 17，208，000円
※ヴィンチトーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26058 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5日 第10競走 ��2，000�
み ま さ か

美 作 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．15以降25．9．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

美作市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 エ デ ィ ン 牝4栗 52 藤田 伸二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－102：01．2 5．0�
33 エーティータラント 牡3芦 52 中井 裕二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 486－ 62：01．41� 3．6�
810 ロードランパート 牡5鹿 55 小牧 太 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 470± 02：01．61� 8．7�
78 メイショウブシン 牡3鹿 52 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 446＋ 42：01．7� 16．5�
22 コアレスドラード 牡5栗 56 池添 謙一小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 452－ 2 〃 クビ 4．1�
44 ハギノサキガチ 牡3鹿 52 高倉 稜日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 42：01．91� 13．3	
77 タガノラルフ 牡3青鹿52 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 474＋ 6 〃 クビ 4．7

89 � メイショウシレトコ 牡5鹿 53 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 458－102：02．85 35．6�
55 スーパーオービット 牡7鹿 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 456± 0 〃 クビ 69．0�
11 キンショータイム 牡3栗 52 和田 竜二礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 480＋ 22：03．11� 37．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，622，200円 複勝： 31，598，800円 枠連： 11，066，300円
馬連： 56，349，900円 馬単： 38，204，700円 ワイド： 21，973，900円
3連複： 71，408，700円 3連単： 165，347，400円 計： 417，571，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 160円 � 250円 枠 連（3－6） 810円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 350円 �� 660円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 11，300円

票 数

単勝票数 計 216222 的中 � 34315（4番人気）
複勝票数 計 315988 的中 � 49476（3番人気）� 59195（2番人気）� 28802（5番人気）
枠連票数 計 110663 的中 （3－6） 10120（2番人気）
馬連票数 計 563499 的中 �� 57778（1番人気）
馬単票数 計 382047 的中 �� 21604（1番人気）
ワイド票数 計 219739 的中 �� 16844（2番人気）�� 7885（9番人気）�� 7548（11番人気）
3連複票数 計 714087 的中 ��� 19166（9番人気）
3連単票数 計1653474 的中 ��� 10805（34番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．0―12．7―11．7―11．9―11．5―11．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―37．9―50．6―1：02．3―1：14．2―1：25．7―1：36．8―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ デ ィ ン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．1．22 京都1着

2009．3．31生 牝4栗 母 ナインミューズ 母母 リ リ オ 15戦4勝 賞金 43，961，000円

２レース目



26059 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5日 第11競走 ��1，400�
ちゅうしゅう

仲秋ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．9．15以降25．9．8まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬お
よび未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

22 � ノーブルジュエリー 牝5黒鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 504＋ 41：21．2 2．5�
68 マイネボヌール 牝4青鹿53 中井 裕二 �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 454＋ 4 〃 クビ 5．7�
710 ニシノビークイック 牡4栗 57 川田 将雅西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 466－181：21．3� 9．3�
79 アンヴァルト 牡6青鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：21．4クビ 30．1�
67 アルティシムス 牡5鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：21．5� 17．9	
33 メイショウツガル 牡5鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 476＋ 2 〃 クビ 26．3

55 ペルレンケッテ 牝5鹿 52 浜中 俊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋16 〃 ハナ 5．0�
44 ウエストエンド 牡5鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－101：21．6クビ 9．3�
56 クレバーサンデー 牡6鹿 55 高倉 稜�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 464－18 〃 アタマ 54．2
811 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿52 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464－ 6 〃 クビ 73．7�
812 ダノンウィスラー 牡5鹿 55 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 460－ 21：21．7クビ 31．1�
11 ノーブルディード 牡5黒鹿56 幸 英明 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 12．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，882，000円 複勝： 64，774，400円 枠連： 25，466，100円
馬連： 130，852，200円 馬単： 79，405，600円 ワイド： 46，995，100円
3連複： 183，366，000円 3連単： 402，564，100円 計： 973，305，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 200円 � 290円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 290円 �� 410円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 398820 的中 � 127910（1番人気）
複勝票数 計 647744 的中 � 156713（1番人気）� 84917（3番人気）� 46563（4番人気）
枠連票数 計 254661 的中 （2－6） 33656（1番人気）
馬連票数 計1308522 的中 �� 133542（2番人気）
馬単票数 計 794056 的中 �� 51104（2番人気）
ワイド票数 計 469951 的中 �� 45240（1番人気）�� 28730（3番人気）�� 14582（7番人気）
3連複票数 計1833660 的中 ��� 66553（5番人気）
3連単票数 計4025641 的中 ��� 44054（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―46．7―57．7―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノーブルジュエリー �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Monsun デビュー 2010．12．4 阪神1着

2008．2．13生 牝5黒鹿 母 Noble Stella 母母 Noble Pearl 18戦5勝 賞金 113，440，000円

26060 9月17日 晴 良 （25阪神4）第5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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

24 サ ン レ ー ン 牝3鹿 53
50 ▲森 一馬 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 61：11．8 9．5�
815 タイザンホクト 牡3鹿 55 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 498－ 21：12．22� 3．6�
816 グランプリブルー 牡4栗 57 浜中 俊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B462－ 41：12．3� 4．5�
35 マウンテンファスト 牡4鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 458－ 21：12．51� 4．1�
47 オリエンタルサン 牡3鹿 55 藤岡 康太下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 446＋ 41：12．71� 23．1	
713 テイエムヒーロー 牡3鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 472－ 81：12．8クビ 9．5

714� アルティメイト 牝4青鹿55 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 450＋ 2 〃 ハナ 40．0�
23 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 53

50 ▲藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 462＋ 41：13．22� 12．2�
612 タガノレオーネ 牝3鹿 53 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 81：13．41 16．5
611� ナリタマクリス 牡4栗 57

56 ☆菱田 裕二�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 ハナ 223．0�
36 テイエムキュウベエ 牡4栗 57 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 500± 0 〃 クビ 135．3�
11 コ ロ カ ム イ �5栗 57

54 ▲原田 敬伍蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育
成牧場 460－101：13．5クビ 50．9�

48 マッキンリー 牡5鹿 57 熊沢 重文林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 520－ 8 〃 アタマ 49．5�
59 プリサイストップ 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム 488－101：13．6クビ 59．9�
12 ハローエフェクト 牝5鹿 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 456± 01：13．92 213．0�
510 ストゥーディアス 牝3鹿 53

51 △中井 裕二有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 500± 01：14．0クビ 46．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，995，600円 複勝： 46，148，200円 枠連： 25，366，500円
馬連： 104，019，300円 馬単： 42，497，500円 ワイド： 35，599，200円
3連複： 111，586，900円 3連単： 219，520，000円 計： 613，733，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 290円 � 160円 � 160円 枠 連（2－8） 700円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 880円 �� 950円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 26，970円

票 数

単勝票数 計 289956 的中 � 24210（5番人気）
複勝票数 計 461482 的中 � 34224（5番人気）� 86284（1番人気）� 84253（2番人気）
枠連票数 計 253665 的中 （2－8） 26884（2番人気）
馬連票数 計1040193 的中 �� 34899（5番人気）
馬単票数 計 424975 的中 �� 6232（16番人気）
ワイド票数 計 355992 的中 �� 9556（8番人気）�� 8769（12番人気）�� 27728（2番人気）
3連複票数 計1115869 的中 ��� 21565（9番人気）
3連単票数 計2195200 的中 ��� 6009（63番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．6―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン レ ー ン �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．17 阪神8着

2010．4．17生 牝3鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 6戦2勝 賞金 13，460，000円

４レース目



（25阪神4）第5日 9月17日（火曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 167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

182，050，000円
2，080，000円
7，580，000円
1，190，000円
16，170，000円
55，519，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
242，120，000円
409，818，500円
133，099，500円
568，024，800円
353，283，800円
249，175，700円
742，176，600円
1，516，077，300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 4，213，776，200円

総入場人員 8，262名 （有料入場人員 7，768名）
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