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26073 9月22日 晴 良 （25阪神4）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

22 アラタマシャトル 牡2鹿 54 幸 英明荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 460＋ 81：09．9 2．3�
78 トウシンムサシ 牡2栗 54 藤田 伸二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 440＋ 21：10．32� 3．4�
811 クリノツネチャン 牝2栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 432－ 61：10．51� 5．8�
810 カシノステイタス 牡2栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 428＋ 41：11．03 43．3�
44 シゲルミカワ 牡2栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 494＋101：11．1クビ 24．0�
66 アサケマツカゼ 牡2鹿 54 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 410＋ 2 〃 クビ 36．4	
11 シゲルサヌキ 牝2栗 54

53 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 404＋ 41：11．2クビ 198．1

79 ケイウンヘブンズ 牝2青鹿 54

51 ▲森 一馬鋤元 節夫氏 松永 昌博 日高 新井 昭二 400± 01：11．41� 220．3�
33 ユウキファイン 牝2栗 54 国分 優作ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 462± 0 〃 クビ 8．7�
55 ウェザーストーム 牡2栗 54 和田 竜二釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 81：11．5� 7．6
67 オーミハンコック 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 422－ 41：11．6クビ 193．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 15，455，500円 複勝： 38，915，700円 枠連： 7，417，200円
馬連： 35，878，900円 馬単： 27，133，400円 ワイド： 17，748，700円
3連複： 52，067，000円 3連単： 109，657，900円 計： 304，274，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（2－7） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 154555 的中 � 53097（1番人気）
複勝票数 計 389157 的中 � 174782（1番人気）� 71954（2番人気）� 47409（3番人気）
枠連票数 計 74172 的中 （2－7） 16063（1番人気）
馬連票数 計 358789 的中 �� 77340（1番人気）
馬単票数 計 271334 的中 �� 28611（1番人気）
ワイド票数 計 177487 的中 �� 32225（1番人気）�� 17535（2番人気）�� 13717（4番人気）
3連複票数 計 520670 的中 ��� 59974（2番人気）
3連単票数 計1096579 的中 ��� 37373（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．4―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．2―46．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラタマシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2013．7．21 中京4着

2011．4．27生 牡2鹿 母 アラタマヘイロー 母母 アラタマオペラ 4戦1勝 賞金 9，400，000円

26074 9月22日 晴 良 （25阪神4）第7日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

812 レ ガ リ ア 牡2鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 504＋ 21：22．6 20．2�
57 � デ ィ ル ガ 牝2栗 54 福永 祐一前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 456± 01：22．7� 2．2�
68 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 438－ 81：22．8	 110．3�
69 バトルムーングロウ 牝2栗 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 490± 01：22．9� 17．3�
33 メイショウコルノ 牡2黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 514－ 21：23．0� 9．1�
711 ロングリバイバル 牡2鹿 54 北村 友一中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 488± 0 〃 ハナ 10．7�
44 モンスターバローズ 牡2栗 54 浜中 俊猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 478± 01：23．1	 10．4	
710 コスモフラッグ 牡2鹿 54 幸 英明 
ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 450＋ 4 〃 クビ 132．4�
22 プ ロ ス パ ー 牡2黒鹿54 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478± 0 〃 ハナ 5．0�
45 ゴーナミノリ 牡2黒鹿54 藤田 伸二LS.M 森 秀行 日高 メイプルファーム 446＋ 61：23．41	 8．6�
56 サンライズアルブル 牡2黒鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：23．5クビ 53．0�
11 エイシンソニック 牡2青鹿 54

53 ☆菱田 裕二栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 502－ 41：23．7	 70．0�
813 シュンブレイン 牡2栗 54 松山 弘平石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 468－ 41：24．65 26．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，097，800円 複勝： 43，572，300円 枠連： 10，232，200円
馬連： 46，469，500円 馬単： 30，434，200円 ワイド： 24，523，200円
3連複： 66，641，100円 3連単： 104，201，400円 計： 349，171，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 400円 � 130円 � 1，380円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 680円 �� 16，450円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 48，360円 3 連 単 ��� 268，890円

票 数

単勝票数 計 230978 的中 � 9015（8番人気）
複勝票数 計 435723 的中 � 22019（8番人気）� 151935（1番人気）� 5418（12番人気）
枠連票数 計 102322 的中 （5－8） 9832（3番人気）
馬連票数 計 464695 的中 �� 20868（7番人気）
馬単票数 計 304342 的中 �� 4817（16番人気）
ワイド票数 計 245232 的中 �� 9500（7番人気）�� 351（72番人気）�� 1761（38番人気）
3連複票数 計 666411 的中 ��� 1017（117番人気）
3連単票数 計1042014 的中 ��� 286（625番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．2―12．0―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．7―46．9―58．9―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ガ リ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Gone West デビュー 2013．8．25 小倉3着

2011．4．9生 牡2鹿 母 デスピュートロマン 母母 Troubling 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第４回 阪神競馬 第７日



26075 9月22日 晴 良 （25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

816 キングスクルーザー 牡3鹿 56
53 ▲藤懸 貴志有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 456＋ 41：54．3 30．0�

713 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 492－ 21：54．51 2．1�
48 ミッキーピオーネ 牡3芦 56 浜中 俊野田みづき氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 クビ 15．2�
35 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 534－ 21：54．71 12．8�
23 マルトクスパート 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 464－ 8 〃 クビ 8．9�
510 レッドジェラルド 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 484＋ 21：54．8クビ 8．2	
36 ソ ン ブ レ ロ 牡3鹿 56 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 458＋ 6 〃 クビ 17．2

714 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56 国分 優作吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム B480＋ 21：55．12 51．7�
11 サトノデプロマット 牡3黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 492＋ 6 〃 ハナ 15．7�
24 テイエムダイトッパ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 452－ 41：55．2� 24．1
47 ヴ ェ ル ニ 牝3鹿 54 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 442＋ 21：56．15 53．8�
611 タ ネ マ フ タ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政�錦岡牧場 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 436＋ 61：56．84 563．5�
59 レッドクルセーダー 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450－ 21：57．01� 229．1�
612 トーワレッテラ 牝3黒鹿54 四位 洋文齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 474＋ 21：57．74 180．2�
815 エイシンリュウウン 牡3青鹿56 松山 弘平平井 克彦氏 野中 賢二 浦河 栄進牧場 B492＋121：59．6大差 13．0�
12 テイエムダイエース 牡3鹿 56 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 松本牧場 476＋ 81：59．81� 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，954，500円 複勝： 44，621，500円 枠連： 16，496，900円
馬連： 50，273，400円 馬単： 32，290，200円 ワイド： 28，806，300円
3連複： 78，263，900円 3連単： 116，751，300円 計： 391，458，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，000円 複 勝 � 530円 � 120円 � 330円 枠 連（7－8） 780円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 870円 �� 3，950円 �� 630円

3 連 複 ��� 8，400円 3 連 単 ��� 80，380円

票 数

単勝票数 計 239545 的中 � 6298（11番人気）
複勝票数 計 446215 的中 � 15323（11番人気）� 152902（1番人気）� 27298（5番人気）
枠連票数 計 164969 的中 （7－8） 15636（3番人気）
馬連票数 計 502734 的中 �� 16003（9番人気）
馬単票数 計 322902 的中 �� 3734（20番人気）
ワイド票数 計 288063 的中 �� 8306（9番人気）�� 1692（48番人気）�� 11833（6番人気）
3連複票数 計 782639 的中 ��� 6881（36番人気）
3連単票数 計1167513 的中 ��� 1072（273番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．3―13．1―13．5―13．0―12．5―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．7―49．8―1：03．3―1：16．3―1：28．8―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
2（3，15）（1，7，14）9－（4，13，16）10－5，11（6，12）＝8・（2，3，15，14）（1，7，13，16）8（9，4，10）－（5，12）－（6，11）

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

勝馬の
紹 介

キングスクルーザー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．1 阪神4着

2010．4．6生 牡3鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 8戦1勝 賞金 7，510，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 リジカーレ号の騎手幸英明は，検査のため国分優作に変更。
〔その他〕 エイシンリュウウン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 テイエムダイエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月22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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アスターティアラ号・シナジーウィスパー号・ミスマープル号
（非抽選馬） 2頭 ベリービスケット号・ラヴジンク号

26076 9月22日 晴 良 （25阪神4）第7日 第4競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 ファインスカイ 牝3鹿 54 小牧 太 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 470－ 61：12．0 5．8�
815 オーネットサクセス 牝3鹿 54 北村 友一醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 446＋ 21：12．21� 4．4�
59 サンライズネオ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 466＋ 41：12．3� 2．4�
510 チュウワワンダー 牡3鹿 56 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 506＋101：13．15 49．4�
611 シンクスマイル 牝3鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 464－101：13．31� 10．6�
48 ア ッ ピ ア ス 牝3芦 54

51 ▲森 一馬 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440± 01：13．51� 54．2

47 ハニーバニー 牝3鹿 54 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 472－10 〃 クビ 45．8�
612 レーリュッケン 牝3黒鹿54 鮫島 良太	ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 B438－ 41：13．71� 23．0�
12 ケージーサクランボ 牝3黒鹿54 岩田 康誠川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 434－ 21：13．91� 14．2
714 タイキアセンブリー 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志	大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484± 01：14．11� 51．8�

11 オリエンタルエッグ 牝3青鹿54 国分 優作棚網るみ子氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 448－ 6 〃 アタマ 21．7�
24 プードルデコール 牝3栗 54 荻野 琢真 	サンデーレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 81：14．2� 82．3�
713 エーシンロンマー 牡3黒鹿56 大下 智�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 498－ 41：14．51� 74．3�
36 メイショウトラスト 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 450－221：15．99 12．5�
35 シゲルカンムリザ 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 ミルファーム 528－221：16．43 315．4�
23 スリーフラッパー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 438－ 61：18．010 377．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，494，700円 複勝： 40，582，100円 枠連： 17，849，500円
馬連： 50，513，800円 馬単： 35，442，300円 ワイド： 26，168，100円
3連複： 70，901，300円 3連単： 117，291，000円 計： 383，242，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 140円 � 120円 枠 連（8－8） 920円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 410円 �� 330円 �� 230円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 244947 的中 � 33629（3番人気）
複勝票数 計 405821 的中 � 47051（3番人気）� 74197（2番人気）� 118511（1番人気）
枠連票数 計 178495 的中 （8－8） 14370（4番人気）
馬連票数 計 505138 的中 �� 32059（3番人気）
馬単票数 計 354423 的中 �� 11420（7番人気）
ワイド票数 計 261681 的中 �� 14708（3番人気）�� 19365（2番人気）�� 31433（1番人気）
3連複票数 計 709013 的中 ��� 72300（1番人気）
3連単票数 計1172910 的中 ��� 13958（9番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．8―12．0―12．0―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインスカイ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．8．4 小倉7着

2010．4．21生 牝3鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 10戦1勝 賞金 9，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカンムリザ号・スリーフラッパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

11月22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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エーシンシャイナー号・スプリングカタセ号・チロエ号・マルモクルーズ号・メメキューティー号・

リミックスアルバム号



26077 9月22日 晴 良 （25阪神4）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：33．1

良
良

11 ヴィンテージローズ 牝2栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 438 ―1：36．5 5．4�
812 パドルウィール 牡2芦 54 藤岡 康太有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ― 〃 クビ 46．8�
55 クリーブラット 牡2芦 54 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446 ―1：36．71� 9．2�
79 プリンセスミユキ 牝2芦 54 松田 大作小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 456 ―1：36．91� 39．1�
68 ゼンノカヴァルリー 牡2栗 54 松山 弘平大迫久美子氏 浜田多実雄 新ひだか オギオギ牧場 472 ― 〃 クビ 5．4�
811 オーディンバローズ 牡2青鹿54 岩田 康誠猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 494 ―1：37．0クビ 11．8	
22 パイレートクイーン 牝2鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 432 ―1：37．1� 6．1

44 ハナズリベンジ 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 480 ―1：37．31� 14．5�
67 オリエンタルポピー 牝2鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452 ―1：37．4� 3．4�
33 ブロンクスステップ 牝2鹿 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 40．1�
56 ペルフェクトゥス 牝2鹿 54 国分 優作�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 458 ―1：38．03� 38．2�
710 ティーポイズン 牡2栗 54 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 490 ―1：39．06 13．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，751，600円 複勝： 39，870，300円 枠連： 13，340，300円
馬連： 50，747，300円 馬単： 31，693，800円 ワイド： 22，671，200円
3連複： 63，756，800円 3連単： 105，790，400円 計： 352，621，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 1，110円 � 340円 枠 連（1－8） 2，460円

馬 連 �� 12，790円 馬 単 �� 20，590円

ワ イ ド �� 4，230円 �� 750円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 34，630円 3 連 単 ��� 182，420円

票 数

単勝票数 計 247516 的中 � 36198（3番人気）
複勝票数 計 398703 的中 � 56775（3番人気）� 7869（12番人気）� 31576（5番人気）
枠連票数 計 133403 的中 （1－8） 4007（10番人気）
馬連票数 計 507473 的中 �� 2929（43番人気）
馬単票数 計 316938 的中 �� 1136（76番人気）
ワイド票数 計 226712 的中 �� 1283（48番人気）�� 7938（6番人気）�� 1056（56番人気）
3連複票数 計 637568 的中 ��� 1359（116番人気）
3連単票数 計1057904 的中 ��� 428（608番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―12．2―12．5―12．3―11．6―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―24．9―37．1―49．6―1：01．9―1：13．5―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィンテージローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Shirley Heights 初出走

2011．4．5生 牝2栗 母 ロ ゼ カ ラ ー 母母 ロ ー ザ ネ イ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ゼンノカヴァルリー号の騎手幸英明は，第3競走での馬場入場時の負傷のため松山弘平に変更。

26078 9月22日 晴 良 （25阪神4）第7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

612 マルヴァーンヒルズ 牡3鹿 55 岩田 康誠 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 514± 01：24．7 2．0�

24 マ ラ ネ ロ �4黒鹿57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520＋ 4 〃 クビ 5．0�

47 ハーロンベイ 牝3黒鹿53 北村 友一 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 454± 01：25．33	 6．9�

816
 オ オ ミ カ ミ 牡4栃栗57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-
bles Inc. 494－101：25．61� 204．3�

59 タガノトネール �3鹿 55 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484＋14 〃 ハナ 5．1�

815 ボストンビリーヴ 牝3栗 53
50 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450± 01：25．81� 58．7	

36 ヴ ィ ジ ャ イ 牡5鹿 57 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 512－ 8 〃 クビ 31．8


35 
 アートオブキング 牡4栗 57
54 ▲森 一馬岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm 474－ 41：25．9クビ 384．1�

11 ジョーラプター 牡4鹿 57
56 ☆菱田 裕二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 464－ 81：26．0	 74．6�
714
 エクセレンフレール 牡3鹿 55

52 ▲藤懸 貴志加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie
W. Lockhart Jr. 500－ 21：26．1� 40．8

510
 ラヴァンドゥー 牝4青鹿55 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 512＋ 81：26．2	 43．1�

713 サイズミックレディ 牝5鹿 55
54 ☆中井 裕二細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 498＋ 21：26．73 53．8�

48 エーシングランダム 牝4黒鹿55 藤田 伸二�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 502＋181：26．8	 81．0�
611
 アプローチング 牡3栗 53 小牧 太窪田 康志氏 白井 寿昭 豪 Stud Consult-

ants Pty Ltd 492＋101：27．54 435．1�
23 
 ミリオンヴォルツ 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 482－ 81：28．24 19．5�
12 ジョウノメジャー �4栗 57 和田 竜二小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 474－ 41：28．41	 200．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，557，900円 複勝： 62，192，000円 枠連： 14，642，200円
馬連： 62，818，700円 馬単： 41，802，400円 ワイド： 32，041，200円
3連複： 84，973，800円 3連単： 143，831，400円 計： 476，859，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（2－6） 420円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 280円 �� 250円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 345579 的中 � 139801（1番人気）
複勝票数 計 621920 的中 � 273190（1番人気）� 67868（3番人気）� 64931（4番人気）
枠連票数 計 146422 的中 （2－6） 25865（1番人気）
馬連票数 計 628187 的中 �� 71593（3番人気）
馬単票数 計 418024 的中 �� 30642（1番人気）
ワイド票数 計 320412 的中 �� 29695（2番人気）�� 35267（1番人気）�� 10519（7番人気）
3連複票数 計 849738 的中 ��� 50288（3番人気）
3連単票数 計1438314 的中 ��� 25253（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―12．0―12．5―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．8―47．3―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルヴァーンヒルズ �
�
父 Street Sense �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2012．9．15 阪神1着

2010．2．8生 牡3鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 5戦2勝 賞金 22，788，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 エクセレンフレール号の騎手幸英明は，第3競走での馬場入場時の負傷のため藤懸貴志に変更。
〔発走状況〕 エクセレンフレール号は，枠入り不良。
※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 イエスイットイズ号・ゼロワンシンジロー号



26079 9月22日 晴 良 （25阪神4）第7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）
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
1：44．5
1：44．1

良
良

612 ローレルブレット 牡4黒鹿57 和田 竜二 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 442－ 41：47．3 3．3�
510 エーシンハクリュー 牡3芦 54 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 514＋10 〃 クビ 9．2�
48 � エーシンエポナ 牝3鹿 52 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

480＋ 61：47．4	 9．6�
12 コメットシーカー 牡3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484－ 21：47．61
 2．0�
611 ミッキータイガー 牡3鹿 54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 アタマ 13．5	
47 フレージャパン 牡4栗 57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 482＋ 41：47．7� 38．7

35 ソロデビュー 牝4黒鹿 55

52 ▲藤懸 貴志�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 494－141：47．8クビ 138．1�
816 サワノファンタス 牡5青 57 酒井 学西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 476－ 6 〃 クビ 99．0�
36 � レッドエルザ 牝3栗 52 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Keene Ridge

Racing, LLC 424± 01：47．9クビ 46．8
24 マコトタンホイザー 牡3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 488－ 21：48．0	 96．4�
817 コーディリア 牝4青 55 国分 優作 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 61．5�
713 ダブルイーグル 牡5鹿 57 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 478＋ 21：48．1	 18．5�
11 カシノチョッパー 牡4黒鹿57 西田雄一郎柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 456± 01：48．31
 246．3�
714 リリートゥモロー 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼土井 孝夫氏 平田 修 千歳 社台ファーム 418－ 61：48．72	 643．5�
59 メイショウヤマナミ 牡3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490＋ 61：48．8� 345．8�
23 ル リ ビ タ キ 牝3鹿 52 藤岡 康太吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 446－ 81：49．12 463．3�
815 カレンタントミール 牝3鹿 52 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 402－ 41：52．4大差 402．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，276，000円 複勝： 66，828，000円 枠連： 16，292，600円
馬連： 74，297，000円 馬単： 55，077，700円 ワイド： 35，622，300円
3連複： 99，380，500円 3連単： 217，748，700円 計： 600，522，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 270円 � 310円 枠 連（5－6） 1，470円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 500円 �� 500円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 17，950円

票 数

単勝票数 計 352760 的中 � 85307（2番人気）
複勝票数 計 668280 的中 � 167732（2番人気）� 56335（3番人気）� 47970（4番人気）
枠連票数 計 162926 的中 （5－6） 8181（6番人気）
馬連票数 計 742970 的中 �� 32371（7番人気）
馬単票数 計 550777 的中 �� 13353（11番人気）
ワイド票数 計 356223 的中 �� 18217（5番人気）�� 18266（4番人気）�� 6704（10番人気）
3連複票数 計 993805 的中 ��� 16851（14番人気）
3連単票数 計2177487 的中 ��� 8955（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．7―47．8―1：00．7―1：13．0―1：24．3―1：35．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルブレット �
�
父 サムライハート �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2011．8．7 小倉3着

2009．3．9生 牡4黒鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 22戦3勝 賞金 66，031，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレンタントミール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月22日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 マイカーニバル号（疾病〔疝痛〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アグネスサクシード号

26080 9月22日 晴 良 （25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 7，200，000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

36 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 52
51 ☆菱田 裕二西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 430± 01：51．6 5．4�

47 アーバンレジェンド 牝3栗 52 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 468＋141：52．23� 4．5�
816 アグネスダリム 牝4栗 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 462－ 41：53．05 4．4�
713 ホワイトアルバム 牝5芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 518－ 21：53．32 9．3�
35 ターフジェニック 牝3鹿 52 福永 祐一釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 476± 01：53．61� 4．7�
612 セトノミッシー 牝3鹿 52 和田 竜二難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 21：53．91� 6．5�
714 アイボリーベージュ 牝3栗 52

49 ▲城戸 義政名古屋友豊	 領家 政蔵 新冠 若林牧場 470± 01：54．32� 217．3

24 ノ イ 牝3鹿 52 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 452± 01：54．72� 39．1�
23 テイケイフロックス 牝4黒鹿 55

52 ▲藤懸 貴志兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 508± 01：55．12� 21．1�
510 アイスウィッチ 牝3青鹿52 上村 洋行 サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 432± 01：56．69 124．7�
59 ホッコーユニバース 牝3鹿 52 国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480± 01：57．13 146．5�
611 マーメイドティアラ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 424＋ 81：57．63 25．0�
48 ロングボラーレ 牝3鹿 52 太宰 啓介中井商事	 小野 幸治 新ひだか 下屋敷牧場 466－ 61：57．81� 198．1�
11 ラッキーレディ 牝3鹿 52 岡田 祥嗣廣崎 玲子氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 398－141：58．97 226．5�
12 ア ザ レ ン カ 牝3鹿 52 田中 健山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 426－ 41：59．21� 272．3�
815 ロゼプレミアム 牝3鹿 52 川須 栄彦 	グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464－ 21：59．94 220．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，113，400円 複勝： 47，368，500円 枠連： 20，727，200円
馬連： 67，301，400円 馬単： 39，920，900円 ワイド： 31，824，100円
3連複： 90，051，100円 3連単： 149，477，200円 計： 471，783，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 190円 � 170円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 670円 �� 490円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 15，620円

票 数

単勝票数 計 251134 的中 � 36812（4番人気）
複勝票数 計 473685 的中 � 61633（5番人気）� 63909（4番人気）� 83711（2番人気）
枠連票数 計 207272 的中 （3－4） 29005（1番人気）
馬連票数 計 673014 的中 �� 31606（9番人気）
馬単票数 計 399209 的中 �� 9589（17番人気）
ワイド票数 計 318241 的中 �� 11498（13番人気）�� 16315（5番人気）�� 15749（6番人気）
3連複票数 計 900511 的中 ��� 30393（7番人気）
3連単票数 計1494772 的中 ��� 7064（57番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．9―12．3―12．7―12．5―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．6―48．9―1：01．6―1：14．1―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンレベッカ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．11．3 京都4着

2010．4．22生 牝3鹿 母 ウエスタンデンコー 母母 ミュージカルラーク 13戦2勝 賞金 25，852，000円
〔騎手変更〕 ターフジェニック号の騎手幸英明は，第3競走での馬場入場時の負傷のため福永祐一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーユニバース号・マーメイドティアラ号・ラッキーレディ号・アザレンカ号・ロゼプレミアム号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月22日まで平地競走に出走できな
い。
ロングボラーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月22日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウォーターグッデイ号



26081 9月22日 晴 良 （25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；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

811 アドマイヤドバイ 牡3鹿 55 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452＋ 21：34．1 1．9�
810 レインフォール 牡4芦 57 浜中 俊深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 436＋12 〃 クビ 3．0�
66 タガノエンブレム 牡3青鹿55 北村 友一八木 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 454－ 41：34．31 66．0�
78 ラインアンジュ 牝5鹿 55 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 500± 0 〃 クビ 48．7�
79 インクレセント 牝4青鹿55 四位 洋文 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 446± 01：34．51� 26．2�
67 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 古川 吉洋 �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 494－101：34．6	 12．1	
33 グリーンラヴ 牡3栗 55 秋山真一郎 
グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 462－ 61：34．7クビ 11．0�
55 プレノタート 牝4鹿 55 武 幸四郎有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 466＋ 2 〃 アタマ 10．7
22 メ ロ ー ト 牡5黒鹿57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 464＋ 41：34．91� 109．3�
44 ゴットラウディー 牡5鹿 57 藤田 伸二後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 454－181：35．0	 33．3�
11 ジャニアリシックス 牡5栗 57 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 446－ 21：35．53 151．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，325，900円 複勝： 75，231，700円 枠連： 21，129，300円
馬連： 92，207，900円 馬単： 71，471，300円 ワイド： 39，883，300円
3連複： 118，876，400円 3連単： 316，075，900円 計： 777，201，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 850円 枠 連（8－8） 230円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，460円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計 423259 的中 � 181232（1番人気）
複勝票数 計 752317 的中 � 352478（1番人気）� 153764（2番人気）� 9203（9番人気）
枠連票数 計 211293 的中 （8－8） 67899（1番人気）
馬連票数 計 922079 的中 �� 281589（1番人気）
馬単票数 計 714713 的中 �� 135099（1番人気）
ワイド票数 計 398833 的中 �� 95627（1番人気）�� 5227（18番人気）�� 4058（22番人気）
3連複票数 計1188764 的中 ��� 26079（10番人気）
3連単票数 計3160759 的中 ��� 26752（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．2―37．0―49．0―1：00．6―1：11．4―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤドバイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 札幌2着

2010．5．13生 牡3鹿 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 10戦3勝 賞金 56，784，000円
〔騎手変更〕 レインフォール号の騎手幸英明は，第3競走での馬場入場時の負傷のため浜中俊に変更。

26082 9月22日 晴 良 （25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，24．9．22以降25．9．17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 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

33 シゲルササグリ 牡4黒鹿56 浜中 俊森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 512＋ 82：00．2 3．0�
22 スマートリバティー 牡5鹿 54 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450－ 62：00．3� 4．0�
55 タガノイノセンス 牝6青 52 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 512＋ 2 〃 ハナ 89．4�
67 ロードエアフォース 牡5鹿 55 松山 弘平 �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 498＋ 22：00．4� 9．9�
78 オマワリサン 牡5鹿 54 藤田 伸二小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 520± 02：00．5クビ 10．8�
66 プリンセスジャック 牝3栗 52 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 478＋102：00．6� 10．6	
11 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 2 〃 クビ 8．0

810 エスカナール 牝5黒鹿53 四位 洋文下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 488－ 22：00．7クビ 5．2�
44 タガノキャプテン 牡6栗 53 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500± 02：01．01� 97．6�
79 オールアズワン 牡5黒鹿56 和田 竜二宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 488－ 6 〃 アタマ 27．3
811 トモロポケット 牡7栗 54 熊沢 重文戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム 466－ 42：01．21� 159．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，238，000円 複勝： 72，051，500円 枠連： 23，213，800円
馬連： 119，719，100円 馬単： 72，657，600円 ワイド： 45，589，900円
3連複： 155，226，100円 3連単： 326，290，100円 計： 855，986，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 1，280円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，290円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 10，980円 3 連 単 ��� 36，550円

票 数

単勝票数 計 412380 的中 � 110971（1番人気）
複勝票数 計 720515 的中 � 178515（1番人気）� 135478（2番人気）� 9174（9番人気）
枠連票数 計 232138 的中 （2－3） 29903（1番人気）
馬連票数 計1197191 的中 �� 155049（1番人気）
馬単票数 計 726576 的中 �� 51526（1番人気）
ワイド票数 計 455899 的中 �� 53809（1番人気）�� 4382（25番人気）�� 3257（32番人気）
3連複票数 計1552261 的中 ��� 10438（39番人気）
3連単票数 計3262901 的中 ��� 6590（137番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．1―11．9―12．0―12．0―11．4―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．6―48．7―1：00．6―1：12．6―1：24．6―1：36．0―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルササグリ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2011．10．8 京都6着

2009．3．29生 牡4黒鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー 31戦5勝 賞金 96，290，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 シゲルササグリ号の騎手幸英明は，第3競走での馬場入場時の負傷のため浜中俊に変更。

２レース目



26083 9月22日 晴 良 （25阪神4）第7日 第11競走 ��
��2，400�第61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 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

510 エピファネイア 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：24．8 1．4�
715 マジェスティハーツ 牡3鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488± 02：25．22� 33．6�
24 サトノノブレス 牡3黒鹿56 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 488－ 22：25．3� 7．3�
714 アクションスター 牡3栗 56 秋山真一郎福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 82：25．51 56．2�
713 タマモベストプレイ 牡3栗 56 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 480－ 82：25．6� 23．0	
23 ナリタパイレーツ 牡3鹿 56 小牧 太�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 440＋ 82：25．7� 189．1

12 ラストインパクト 牡3青鹿56 北村 友一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：25．8クビ 10．5�
47 テイエムイナズマ 牡3黒鹿56 四位 洋文竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 496± 02：26．01	 22．7�
11 カシノピカチュウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 476＋ 8 〃 ハナ 112．4
612 ヤマイチパートナー 牡3栗 56 武 幸四郎坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 480－ 8 〃 ハナ 83．6�
818 バッドボーイ 牡3鹿 56 菱田 裕二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494－ 22：26．21	 95．5�
59 ウインアルザス 牡3鹿 56 中井 裕二�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 496－ 8 〃 ハナ 101．4�
35 プランスペスカ 牡3鹿 56 浜中 俊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 448－ 62：26．3� 127．7�
36 ソ ロ ル 牡3黒鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 486＋ 6 〃 ハナ 145．0�
817 カッパドキア 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476± 02：26．72� 224．4�
816 トーセンハルカゼ 牡3鹿 56 川須 栄彦島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－102：26．91	 93．6�
611 ヒルノドンカルロ 牡3青鹿56 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B506－ 82：27．0クビ 19．9�
48 ミヤジタイガ 牡3鹿 56 松山 弘平曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 478± 02：27．21	 234．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 192，641，500円 複勝： 447，238，000円 枠連： 118，703，800円
馬連： 519，099，100円 馬単： 402，442，100円 ワイド： 245，141，800円
3連複： 800，600，300円 3連単： 2，073，793，900円 計： 4，799，660，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 520円 � 150円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 710円 �� 200円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 10，410円

票 数

単勝票数 計1926415 的中 � 1167174（1番人気）
複勝票数 計4472380 的中 � 2796135（1番人気）� 79412（7番人気）� 477689（2番人気）
枠連票数 計1187038 的中 （5－7） 167934（3番人気）
馬連票数 計5190991 的中 �� 218379（6番人気）
馬単票数 計4024421 的中 �� 148870（7番人気）
ワイド票数 計2451418 的中 �� 76321（7番人気）�� 396124（1番人気）�� 30574（20番人気）
3連複票数 計8006003 的中 ��� 217254（8番人気）
3連単票数 計20737939 的中 ��� 147112（24番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―12．3―12．3―12．2―12．5―13．0―13．0―12．0―11．1―10．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．0―35．3―47．6―59．8―1：12．3―1：25．3―1：38．3―1：50．3―2：01．4―2：12．2

コーナー
通過順位

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

2
4

9，11＝3，12（4，13，18）－（1，10）（6，8）（5，14）2（17，16）－15，7・（9，11，3）（4，13，12，10）（18，14，6）（2，1）（8，17，16）（5，7）15
勝馬の
紹 介

エピファネイア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．10．21 京都1着

2010．2．11生 牡3鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 7戦4勝 賞金 251，783，000円
〔騎手変更〕 テイエムイナズマ号の騎手幸英明は，第3競走での馬場入場時の負傷のため四位洋文に変更。
〔発走状況〕 ラストインパクト号は，馬場入場が遅れたため発走時刻5分遅延。
※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 トウシンモンステラ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエピファネイア号・マジェスティハーツ号・サトノノブレス号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26084 9月22日 晴 良 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，245，000
1，245，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

612 ドリームコンサート 牡4栗 57 国分 優作松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B508－ 61：11．2 19．2�
816 フレンチトースト 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 440± 01：11．62� 9．5�
23 ミラクルルーマー 牡3芦 55 藤岡 康太阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 528－ 41：11．7クビ 8．4�
59 � ノベンバーペガサス 牝5黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 アタマ 6．5�
713 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 川須 栄彦山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 506－ 6 〃 同着 41．4�
510 ビナスイート 牝4栗 55 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 486＋ 2 〃 クビ 4．5�
36 アフリカンハンター 牡5栗 57 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 504± 01：11．91� 97．3	
24 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿57 浜中 俊石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 474＋ 21：12．0クビ 4．5

47 トイボックス 牡6黒鹿 57

56 ☆中井 裕二名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 478－ 41：12．74 29．2�
12 ナリタシーズン 牡6栗 57 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 498－ 61：12．8クビ 32．9
714 アキノモーグル 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 518± 01：12．9� 7．4�
815 キクノフェーデ 牡6鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム B510－ 4 〃 ハナ 185．1�
611� ゴールドディガー 牡5栗 57 水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 474＋ 8 〃 クビ 233．6�
48 シゲルオウシザ 牡3栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 516＋101：13．0� 48．9�
11 カゼニタツライオン 牡3栗 55 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 508－ 21：13．31	 10．3�
35 ツルマルワンピース 牝5鹿 55 北村 友一鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 504＋141：13．51 47．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，769，400円 複勝： 86，412，200円 枠連： 47，013，400円
馬連： 198，758，700円 馬単： 80，334，500円 ワイド： 67，508，400円
3連複： 217，359，400円 3連単： 390，355，600円 計： 1，137，511，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 560円 � 310円 � 280円 枠 連（6－8） 5，820円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 15，900円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 1，930円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 17，060円 3 連 単 ��� 106，470円

票 数

単勝票数 計 497694 的中 � 20442（8番人気）
複勝票数 計 864122 的中 � 36691（9番人気）� 76276（5番人気）� 87870（4番人気）
枠連票数 計 470134 的中 （6－8） 5969（19番人気）
馬連票数 計1987587 的中 �� 21040（27番人気）
馬単票数 計 803345 的中 �� 3730（61番人気）
ワイド票数 計 675084 的中 �� 7958（27番人気）�� 8584（22番人気）�� 12395（15番人気）
3連複票数 計2173594 的中 ��� 9405（60番人気）
3連単票数 計3903556 的中 ��� 2706（366番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．7―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．3―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームコンサート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2011．12．18 阪神4着

2009．4．8生 牡4栗 母 ウィーンコンサート 母母 サウンドカグラ 10戦4勝 賞金 33，720，000円
〔騎手変更〕 ゴッドツェッペリン号の騎手幸英明は，第3競走での馬場入場時の負傷のため浜中俊に変更。
※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 リアリーサムシング号

４レース目



（25阪神4）第7日 9月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

267，330，000円
2，080，000円
8，080，000円
2，550，000円
24，240，000円
58，979，000円
4，804，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
532，676，200円
1，064，883，800円
327，058，400円
1，368，084，800円
920，700，400円
617，528，500円
1，898，097，700円
4，171，264，800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 10，900，294，600円

総入場人員 24，574名 （有料入場人員 23，191名）
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