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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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2607310月4日 晴 良 （26阪神4）第7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

23 シュバリエブラン 牡2芦 55 浜中 俊 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 466＋121：54．8 11．8�
35 � ウインエアフォース 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones 502＋ 2 〃 ハナ 3．6�
47 ヤマカツライデン 牡2黒鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 61：55．22� 3．3�
612 ミッキーハピネス 牡2黒鹿55 和田 竜二野田みづき氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482－ 2 〃 クビ 11．1�
12 ビクトリーミノル 牡2栗 55 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488－ 41：55．41 48．2�
713 カフジペガサス 牡2栗 55 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 日高 出口牧場 446＋ 61：55．5� 20．2	
59 スマートレジェンド 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 472＋121：55．6クビ 4．7


36 ロウアンドロウ 牡2栗 55 北村 友一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472± 01：55．81	 15．3�
510 バ ニ ス タ ー 牡2青鹿 55

52 ▲小崎 綾也村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 508＋ 6 〃 クビ 60．0�
48 トミースマイル 牡2芦 55

52 ▲義 英真北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456－ 41：55．9� 40．0�
816 ヴェリタスキング 牡2黒鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 470＋ 21：57．28 105．5�
11 トップゴーオン 牡2鹿 55 太宰 啓介�コオロ 坂口 正則 日高 庄野牧場 484＋14 〃 ハナ 73．4�
714 テイエムダイバート 牡2青 55 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 498＋141：57．73 135．0�
24 グロリアバローズ 牡2鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 528＋ 81：58．01
 15．3�
815 アングルゴア 牡2黒鹿55 田中 健大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 464－ 61：58．31
 63．8�
611 カシノゼウス 牡2鹿 55 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 478－ 21：58．51	 221．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，763，600円 複勝： 33，954，100円 枠連： 11，281，500円
馬連： 43，815，000円 馬単： 27，307，400円 ワイド： 25，628，800円
3連複： 64，042，400円 3連単： 89，541，600円 計： 313，334，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 280円 � 150円 � 130円 枠 連（2－3） 920円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 770円 �� 630円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 18，700円

票 数

単勝票数 計 177636 的中 � 11961（5番人気）
複勝票数 計 339541 的中 � 22123（7番人気）� 62310（2番人気）� 85415（1番人気）
枠連票数 計 112815 的中 （2－3） 9441（4番人気）
馬連票数 計 438150 的中 �� 15367（7番人気）
馬単票数 計 273074 的中 �� 4691（17番人気）
ワイド票数 計 256288 的中 �� 7627（9番人気）�� 9498（6番人気）�� 32539（1番人気）
3連複票数 計 640424 的中 ��� 25238（2番人気）
3連単票数 計 895416 的中 ��� 3471（49番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―12．9―12．7―13．3―13．0―13．1―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―36．5―49．2―1：02．5―1：15．5―1：28．6―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シュバリエブラン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．7．20 中京5着

2012．3．20生 牡2芦 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 3戦1勝 賞金 6，200，000円
※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 プリンセスロジカル号・ルナマジック号
（非抽選馬） 2頭 ダンカン号・デンコウコハク号

2607410月4日 晴 良 （26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

714 ヤマニンマンドール 牡2黒鹿55 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 444－ 21：34．4 2．7�
24 � フィドゥーシア 牝2鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 472± 01：34．71� 1．9�
818 ブライトボイス 牡2栗 55 北村 友一宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478－ 21：35．01� 63．5�
715 ノスタルジー 牝2鹿 54

51 ▲小崎 綾也安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480－ 21：35．21	 45．4�
612 メルドオール 牡2鹿 55 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 428± 01：35．41	 11．9�
11 デ ィ ア エ ナ 牝2黒鹿 54

52 △松若 風馬桑畑 	信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 524－ 61：35．61	 7．8

47 タイガーボス 牡2鹿 55 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450＋ 21：36．02
 140．0�
36 エイシンシャルル 牡2栃栗55 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 466± 01：36．21	 81．8�
611 フォースター 牡2栗 55 国分 恭介中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 458＋12 〃 アタマ 83．2
12 シゲルシチフクジン 牝2黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 2 〃 ハナ 71．2�
35 ニホンピロヒーロー 牡2黒鹿55 菱田 裕二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444± 01：36．41 285．9�
48 クールテンゼン 牡2鹿 55 酒井 学川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 岡田スタツド 484＋101：36．61	 137．0�
713 ハマノマーキュリー 牡2栗 55

53 △岩崎 翼浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 420± 01：36．92 81．0�
59 ユウキファルコン 牡2栗 55 秋山真一郎雪本 秀樹氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 402＋ 41：37．0
 254．8�
510 ココロナルハ 牝2黒鹿54 幸 英明藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 430－ 2 〃 クビ 38．3�
817 ローズダイヤモンド 牝2鹿 54 藤岡 康太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 422＋ 61：37．2� 430．4�
816 クリアスカイ �2鹿 55 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：38．47 184．5�
23 エスケイミネルバ 牝2青 54

51 ▲義 英真服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 454－101：38．5� 306．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，772，500円 複勝： 86，940，900円 枠連： 12，617，200円
馬連： 48，369，400円 馬単： 37，814，200円 ワイド： 26，607，600円
3連複： 66，387，100円 3連単： 123，658，100円 計： 428，167，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 700円 枠 連（2－7） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，780円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 15，640円

票 数

単勝票数 計 257725 的中 � 75912（2番人気）
複勝票数 計 869409 的中 � 128076（2番人気）� 583231（1番人気）� 6422（9番人気）
枠連票数 計 126172 的中 （2－7） 42089（1番人気）
馬連票数 計 483694 的中 �� 154530（1番人気）
馬単票数 計 378142 的中 �� 50056（2番人気）
ワイド票数 計 266076 的中 �� 60570（1番人気）�� 2992（19番人気）�� 4655（11番人気）
3連複票数 計 663871 的中 ��� 11749（12番人気）
3連単票数 計1236581 的中 ��� 5731（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．7―47．6―59．5―1：10．6―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマンドール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．9．14 阪神3着

2012．2．1生 牡2黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスケイミネルバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月4日まで平地

競走に出走できない。

第４回 阪神競馬 第７日



2607510月4日 晴 良 （26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

23 エアピザレー 牡3栗 57 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476－ 21：54．7 8．3�
36 スズカローラー 牝3鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452＋ 41：54．8� 6．0�
47 グレートアイランド 牡3鹿 57 田辺 裕信�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 476＋ 61：55．12 6．9�
815 フルヴィエール 牡3黒鹿57 国分 優作 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 クビ 23．1�
48 クリューサオール 牡3鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B526＋ 21：55．2クビ 1．8	
612 アンジェルブ 牝3鹿 55 高倉 稜青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 478＋ 21：55．62� 393．8

714 ユニコーンバローズ 牡3青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 10．5�
59 ミナスジェライス 牝3鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：56．02� 55．6�
611 ジャルディナージュ 牝3鹿 55

52 ▲城戸 義政�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 422－ 21：56．63� 274．1
11 ソルシエシチー 牡3栗 57 北村 友一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 436－ 21：56．91� 132．9�
713 イエスオッケー 牝3鹿 55

52 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 482＋ 61：57．0� 59．1�
24 グリントモーメント �3栗 57 酒井 学 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 486± 01：57．1� 63．9�
510 ビ ル バ オ 牝3青鹿 55

53 △松若 風馬�ターフ・スポート�島 一歩 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 432± 0 〃 ハナ 291．7�

12 ア ル ー シ ュ 牝3芦 55 小牧 太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B472＋121：57．31� 37．5�
816 ハッピーテレサ 牝3黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462 ―1：57．4クビ 18．8�
35 ティーエスブラック 牡3鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 モトスファーム 534＋202：05．2大差 177．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，781，400円 複勝： 42，617，200円 枠連： 13，180，300円
馬連： 39，793，500円 馬単： 28，301，400円 ワイド： 23，576，700円
3連複： 55，728，800円 3連単： 86，822，800円 計： 313，802，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 290円 � 230円 � 260円 枠 連（2－3） 1，350円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 530円 �� 760円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 16，690円

票 数

単勝票数 計 237814 的中 � 22724（4番人気）
複勝票数 計 426172 的中 � 37377（4番人気）� 49993（2番人気）� 43032（3番人気）
枠連票数 計 131803 的中 （2－3） 7548（6番人気）
馬連票数 計 397935 的中 �� 18352（5番人気）
馬単票数 計 283014 的中 �� 6543（9番人気）
ワイド票数 計 235767 的中 �� 11653（5番人気）�� 7754（7番人気）�� 9585（6番人気）
3連複票数 計 557288 的中 ��� 13429（7番人気）
3連単票数 計 868228 的中 ��� 3771（44番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―14．1―13．2―12．6―12．8―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．7―51．9―1：04．5―1：17．3―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアピザレー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Halling デビュー 2014．2．23 京都8着

2011．5．14生 牡3栗 母 エ ア リ カ コ 母母 ライラアラウィ 3戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月4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） 1頭 プリンセスミユキ号
（非抽選馬） 1頭 フィラデルフィア号

2607610月4日 晴 良 （26阪神4）第7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

713 ムーントラベラー 牝3鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 430－ 81：25．3 14．7�
612 リリーヒーロー 牡3栗 57 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 518＋10 〃 クビ 6．8�
47 ホッコーゴウケン 牡3栗 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 B458± 01：25．72� 4．8�
11 エングロウス �3栗 57 田中 博康深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 434－ 41：25．8	 23．8�
48 キングスバローズ 牡3鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－ 61：25．9クビ 2．3�
510 キエレメムーチョ �3青鹿57 浜中 俊吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 アタマ 9．6�
35 オーマイベイビー 牝3鹿 55

53 △岩崎 翼 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464± 01：26．22 34．7

815 トーセンクラウド 牝3栗 55 川須 栄彦島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム B460－ 61：26．41
 8．2�
36 メイショウミハタ 牡3黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 536 ―1：26．72 60．8
59 エイシンツバメ 牡3栗 57

54 ▲小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 浦河 高野牧場 B478± 01：26．91 21．6�
24 アドマイヤサンダー 牡3芦 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 426－ 21：27．21	 110．0�
611 ヒルノバーハーバ 牡3鹿 57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 小島牧場 482＋141：27．73 62．1�
12 ドントセイノー 牡3鹿 57 菱田 裕二五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 488－ 81：28．01	 145．1�
816 アグネスアミニソル 牝3鹿 55 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 448＋10 〃 クビ 216．7�
23 ペルフェクトゥス 牝3鹿 55 国分 優作	イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 464＋101：28．31	 139．5�
714 スリーエンパイア 牡3鹿 57 熊沢 重文永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 496 ―1：30．6大差 331．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，951，800円 複勝： 34，574，700円 枠連： 13，526，700円
馬連： 45，398，600円 馬単： 27，081，000円 ワイド： 25，969，800円
3連複： 61，004，400円 3連単： 85，351，300円 計： 318，858，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 330円 � 200円 � 170円 枠 連（6－7） 3，230円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 750円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 31，150円

票 数

単勝票数 計 259518 的中 � 14111（6番人気）
複勝票数 計 345747 的中 � 23032（6番人気）� 44798（4番人気）� 60476（2番人気）
枠連票数 計 135267 的中 （6－7） 3240（13番人気）
馬連票数 計 453986 的中 �� 11401（13番人気）
馬単票数 計 270810 的中 �� 2726（32番人気）
ワイド票数 計 259698 的中 �� 6072（13番人気）�� 8826（10番人気）�� 12394（6番人気）
3連複票数 計 610044 的中 ��� 11553（16番人気）
3連単票数 計 853513 的中 ��� 1986（112番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．1―12．2―12．4―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーントラベラー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2013．11．16 京都7着

2011．5．8生 牝3鹿 母 マージナルグラマー 母母 Sakura Fabulous 10戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーエンパイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月4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。
（非抽選馬） 1頭 パフュームスター号



2607710月4日 曇 良 （26阪神4）第7日 第5競走 ��
��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

811 スティーグリッツ 牡2栗 55 浜中 俊�G1レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498 ―1：49．5 1．5�
44 ラウレアブルーム 牡2鹿 55 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 498 ―1：49．81� 6．8�
68 センターピース 牡2栗 55 岩田 康誠水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464 ―1：50．01� 4．0�
79 アイファーサンディ 牡2鹿 55 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 448 ― 〃 ハナ 23．8�
55 ノースファンタジー 牝2鹿 54

52 △松若 風馬吉澤 克己氏 橋口弘次郎 浦河 三嶋牧場 498 ―1：50．1� 36．1�
67 トウカイルンバ 牡2黒鹿55 D．ペロヴィッチ 内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 460 ― 〃 ハナ 16．8	

（伊）

56 アマノジョージア 牡2青 55 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下
ファーム 484 ―1：50．31 25．4


710 ビップハテンコウ 牡2鹿 55 幸 英明鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 村上 雅規 494 ―1：50．72� 125．5�
33 シゲルオカメマツリ 牝2黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 554 ―1：51．33� 44．1�
22 デルマフウライマツ 牡2鹿 55 松山 弘平浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 524 ―1：52．25 66．0
812 テイエムヤゴロドン 	2鹿 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 468 ―1：52．94 120．8�
11 カシノポッケ 牡2鹿 55 高倉 稜柏木 務氏 藤沢 則雄 日高 坂 牧場 438 ―1：54．6大差 209．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，546，000円 複勝： 80，799，600円 枠連： 11，287，700円
馬連： 41，313，700円 馬単： 37，166，400円 ワイド： 23，971，500円
3連複： 53，853，100円 3連単： 118，362，900円 計： 393，300，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 220円 �� 140円 �� 310円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，480円

票 数

単勝票数 計 265460 的中 � 134165（1番人気）
複勝票数 計 807996 的中 � 606867（1番人気）� 41834（3番人気）� 65994（2番人気）
枠連票数 計 112877 的中 （4－8） 15787（2番人気）
馬連票数 計 413137 的中 �� 56489（2番人気）
馬単票数 計 371664 的中 �� 40007（2番人気）
ワイド票数 計 239715 的中 �� 25530（2番人気）�� 54318（1番人気）�� 15891（3番人気）
3連複票数 計 538531 的中 ��� 94845（1番人気）
3連単票数 計1183629 的中 ��� 57956（2番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―12．2―12．4―12．4―12．3―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―37．6―50．0―1：02．4―1：14．7―1：26．1―1：37．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スティーグリッツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．2．2生 牡2栗 母 サンタフェソレイユ 母母 サンタフェトレイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノポッケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月4日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2607810月4日 曇 良 （26阪神4）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ハッピーエム 牝3鹿 53 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 原田牧場 440＋ 61：52．1 1．8�
815� タンスチョキン 牝4鹿 55 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 486＋ 4 〃 ハナ 12．8�

（伊）

23 ロ ゼ ラ ニ 牝4鹿 55 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 480＋ 21：53．16 5．5�
611 クリノアマダブラム 牝4栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 444－ 21：53．2� 9．6�
714 ララエクレリゼ 牝3黒鹿53 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 462＋ 81：53．3クビ 139．1�
12 タガノベルーガ 牝3鹿 53 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋10 〃 アタマ 16．4	
510 ウインクルミラクル 牝3鹿 53 北村 友一�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 472－ 8 〃 クビ 22．5

816 ヴィルジニア 牝4鹿 55 菱田 裕二�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：53．93� 8．5�
35 メイショウクローバ 牝3鹿 53

51 △松若 風馬松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B506＋12 〃 ハナ 29．5�
47 スペランツァデーア 牝3黒鹿53 幸 英明吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444＋ 61：54．21� 97．6
36 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 470＋241：54．52 28．9�
48 ウォーターフレアー 牝3黒鹿53 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 494＋10 〃 同着 182．7�
59 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 53

51 △岩崎 翼�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 408± 01：54．6� 121．6�

24 テイエムゴージャス 牝3鹿 53
50 ▲義 英真竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 480＋ 21：55．13 109．5�

612 スカイファンタジー 牝3栗 53 畑端 省吾�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 474－ 21：56．27 192．9�
（15頭）

11 メイショウルンバ 牝3栗 53 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 476－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，588，400円 複勝： 36，767，900円 枠連： 16，141，800円
馬連： 45，539，000円 馬単： 25，895，100円 ワイド： 25，637，500円
3連複： 52，164，700円 3連単： 69，909，500円 計： 297，643，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 230円 � 150円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 520円 �� 310円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 差引計 255884（返還計 27041） 的中 � 113304（1番人気）
複勝票数 差引計 367679（返還計 34746） 的中 � 101503（1番人気）� 29685（5番人気）� 63785（2番人気）
枠連票数 差引計 161418（返還計 1895） 的中 （7－8） 22032（1番人気）
馬連票数 差引計 455390（返還計109544） 的中 �� 27631（4番人気）
馬単票数 差引計 258951（返還計 64472） 的中 �� 10941（5番人気）
ワイド票数 差引計 256375（返還計 58891） 的中 �� 12327（5番人気）�� 23318（1番人気）�� 9285（8番人気）
3連複票数 差引計 521647（返還計213327） 的中 ��� 22594（3番人気）
3連単票数 差引計 699095（返還計293647） 的中 ��� 7078（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．7―12．8―12．3―12．0―12．2―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．8―50．6―1：02．9―1：14．9―1：27．1―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーエム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．7．26 中京6着

2011．5．8生 牝3鹿 母 ナナヨーハッピー 母母 ナナヨーウイング 4戦2勝 賞金 12，790，000円
〔競走除外〕 メイショウルンバ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢打撲傷〕を発症したため競走除外。

発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウルンバ号は，平成26年10月5日から平成26年11月3日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 パオリーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2607910月4日 曇 良 （26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 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 キタサンウンゲツ 牡3鹿 55
53 △岩崎 翼�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 502± 01：23．7 2．0�

612 キングズガード 牡3鹿 55 田辺 裕信�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 440－ 4 〃 クビ 3．6�
815 マークスマン �4鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 21：24．12� 14．9�
47 ディープミタカ 牡3栗 55 松田 大作深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 21：24．2� 44．4�
510 エミネントレコード 牡3鹿 55 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 508＋201：24．3� 18．4	
611 タマモプラネット 牡4芦 57 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 492＋12 〃 ハナ 17．0

36 	 チョウエンペラー 牡3栗 55 菱田 裕二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 462± 01：24．61� 370．2�
713 ブレイクアウト 牡3青鹿 55

52 ▲小崎 綾也安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474＋ 2 〃 ハナ 29．7�
23 メイショウアイアン 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 498± 0 〃 ハナ 17．0
11 トウカイビジョン 牡4鹿 57 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 506＋ 8 〃 ハナ 14．9�
816	 エイユーラピス 牝5鹿 55

53 △松若 風馬笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 492＋101：24．81
 15．1�
48 ヒロノエンペラー 牡4青鹿57 D．ペロヴィッチ サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 4 〃 クビ 79．1�

（伊）

714	 シゲルアボカド 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新冠 土井牧場 482－ 61：25．43� 57．0�
35 トウショウタイド 牡4鹿 57 国分 優作トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 568＋ 21：25．93 229．5�
59 	 ラ ン ギ ロ ア 牡4栗 57 小牧 太佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋101：26．85 141．0�
12 グランプリブレイド 牡3黒鹿 55

52 ▲義 英真�グランプリ 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 470＋18 （競走中止） 111．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，102，900円 複勝： 54，145，800円 枠連： 20，369，900円
馬連： 75，643，200円 馬単： 39，806，900円 ワイド： 37，123，300円
3連複： 91，818，700円 3連単： 137，121，800円 計： 487，132，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（2－6） 280円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 170円 �� 530円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 311029 的中 � 122979（1番人気）
複勝票数 計 541458 的中 � 198720（1番人気）� 104516（2番人気）� 29263（7番人気）
枠連票数 計 203699 的中 （2－6） 54735（1番人気）
馬連票数 計 756432 的中 �� 176982（1番人気）
馬単票数 計 398069 的中 �� 51092（1番人気）
ワイド票数 計 371233 的中 �� 70841（1番人気）�� 15477（4番人気）�� 12224（7番人気）
3連複票数 計 918187 的中 ��� 44069（5番人気）
3連単票数 計1371218 的中 ��� 19843（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．4―59．0―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンウンゲツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．10．13 京都5着

2011．3．17生 牡3鹿 母 キタサンオウシャン 母母 Kitasan Dream 14戦2勝 賞金 33，270，000円
〔競走中止〕 グランプリブレイド号は，競走中に疾病〔両第1指関節脱臼〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グロシュラライト号
（非抽選馬） 3頭 ケイリンボス号・スズカブリザード号・テイエムスリラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2608010月4日 曇 良 （26阪神4）第7日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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 7，500，000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
2：24．2
2：22．1

良
良

47 ヴォルスング 牡3鹿 54 蛯名 正義 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450± 02：28．3 10．5�

816 グッドセンス �3鹿 54 松山 弘平前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476± 02：28．51� 3．6�

612 カレングラスジョー 牡4栗 57 岩田 康誠鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518－ 4 〃 ハナ 10．5�
48 プランスペスカ 牡4鹿 57 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B452－ 2 〃 アタマ 7．0�
817� モンテエクリプス 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 452＋ 4 〃 クビ 38．3�
35 � キ ン コ バ ン 牡3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 480＋ 82：28．6クビ 42．3	
24 ペンタトニック 牡3栗 54 菱田 裕二吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484± 02：28．7	 2．6

11 ザトゥルーエアー 牡3鹿 54 D．ペロヴィッチ �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 460－142：29．01
 27．3�

（伊）

713 ガーリッシュハート 牝3鹿 52 浜中 俊 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 10．7
818 スズカビスタ 牡3鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 468－ 22：29．1	 90．7�
12 スペルヴィア 牡5黒鹿 57

55 △松若 風馬佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 530－122：29．31� 31．1�
611 ウイニングフェイス 牡3黒鹿54 和田 竜二寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：29．51� 167．1�
23 ウ メ 牝3栗 52 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 444＋ 82：29．6
 106．3�
714 マスカレードマスク 牝3栗 52

49 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 414－ 2 〃 アタマ 292．2�

36 ホッコーエイコウ 牡3鹿 54 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B498＋ 62：29．92 70．8�
715 ヤマカツキャプテン 牡3鹿 54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 42：30．64 376．0�
59 ドンクーガー 牡4青鹿57 幸 英明山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 482－ 62：31．77 156．5�
510 メイショウフクジュ 牡3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 492＋ 22：32．01
 264．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，951，200円 複勝： 48，281，000円 枠連： 21，509，400円
馬連： 72，372，100円 馬単： 40，314，400円 ワイド： 36，056，000円
3連複： 89，466，900円 3連単： 132，774，400円 計： 473，725，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 250円 � 170円 � 340円 枠 連（4－8） 710円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，580円 �� 980円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 53，770円

票 数

単勝票数 計 329512 的中 � 25103（5番人気）
複勝票数 計 482810 的中 � 48836（4番人気）� 85086（2番人気）� 32264（6番人気）
枠連票数 計 215094 的中 （4－8） 23407（3番人気）
馬連票数 計 723721 的中 �� 26906（7番人気）
馬単票数 計 403144 的中 �� 5226（19番人気）
ワイド票数 計 360560 的中 �� 10738（8番人気）�� 5725（18番人気）�� 9518（9番人気）
3連複票数 計 894669 的中 ��� 8617（23番人気）
3連単票数 計1327744 的中 ��� 1790（146番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．0―13．1―12．7―12．9―12．5―12．3―12．0―11．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．6―37．6―50．7―1：03．4―1：16．3―1：28．8―1：41．1―1：53．1―2：04．4―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2
1
3

2，1，6（5，17）（8，18）（7，13）－12（3，4，16）－（10，11）（14，15）－9
2，1，6，17（5，8，18）（7，13）12，16（3，4）－（10，11）－15－14，9

2
4

2－1，6，17，5，18（7，8）13－12（3，16）4，10，11（14，15）－9
2，1（6，17）（5，8，18）（7，13）（12，16）（3，4，11）－15（10，9）14

勝馬の
紹 介

ヴォルスング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2013．11．30 中京3着

2011．2．14生 牡3鹿 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika 11戦2勝 賞金 19，700，000円
〔発走状況〕 ウメ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ジューヌノーブル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2608110月4日 曇 良 （26阪神4）第7日 第9競走 ��
��1，400�ヤ マ ボ ウ シ 賞

発走14時25分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000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
1：23．5
1：23．1

重
重

55 キャプテンシップ 牡2鹿 55 岩田 康誠玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 492＋ 61：25．0 2．1�
77 � ワンダフルラスター 牡2鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift

Farm LLC 512－ 41：25．21� 4．1�
810 レンイングランド 牡2芦 55 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 506＋ 81：25．41� 13．5�
11 ラブミークン 牡2栗 55 D．ペロヴィッチ 小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 466＋ 61：25．5	 19．0�

（伊）

33 メイショウオオラカ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 438＋ 81：25．71� 27．3�
66 ノブワイルド 牡2鹿 55 藤田 伸二前田 亘輝氏 畠山 吉宏 新ひだか 城地 清満 468＋ 61：26．12
 4．1	
78 メイショウオヤシオ �2栗 55 蛯名 正義松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452＋101：27．27 36．7

44 メイショウマサカゼ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 502＋ 21：27．3
 70．3�
89 � グラブザフラッグ 牡2栗 55 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 484＋20 〃 アタマ 12．9
22 ブラックショコラ 牝2黒鹿54 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 468＋ 21：30．2大差 80．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，106，800円 複勝： 66，433，400円 枠連： 18，804，100円
馬連： 94，308，800円 馬単： 62，731，400円 ワイド： 45，006，700円
3連複： 111，419，800円 3連単： 247，005，000円 計： 699，816，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 230円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 180円 �� 550円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 計 541068 的中 � 205858（1番人気）
複勝票数 計 664334 的中 � 239879（1番人気）� 134793（2番人気）� 42353（5番人気）
枠連票数 計 188041 的中 （5－7） 40893（1番人気）
馬連票数 計 943088 的中 �� 184594（1番人気）
馬単票数 計 627314 的中 �� 82669（1番人気）
ワイド票数 計 450067 的中 �� 80387（1番人気）�� 18291（5番人気）�� 13325（11番人気）
3連複票数 計1114198 的中 ��� 48908（4番人気）
3連単票数 計2470050 的中 ��� 42026（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―12．4―12．2―11．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．2―47．6―59．8―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンシップ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．9．6 新潟1着

2012．4．5生 牡2鹿 母 ゴッドエンジェル 母母 フジノキャラット 2戦2勝 賞金 17，031，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックショコラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月4日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2608210月4日 曇 良 （26阪神4）第7日 第10競走 ��
��1，200�

あ し や が わ

芦 屋 川 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 2，950，000
2，950，000

円
円 1，480，000円

付 加 賞 357，000円 102，000円 26，000
26，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

24 ヤ マ ノ レ オ �4栗 57 蛯名 正義山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 492＋ 21：08．3 12．0�
23 エーシンエムディー 牝5黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 480＋ 41：08．4	 5．1�
48 メイショウブイダン 牡3鹿 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 460＋ 2 〃 クビ 8．1�
816 ラヴァーズポイント 牝4青鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 502± 0 〃 同着 20．9�
713 キタサンラブコール 牡3鹿 55 藤田 伸二�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 462＋ 81：08．5クビ 18．7	
612 アリュージョン 牝3鹿 53 荻野 琢真 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 468－ 61：08．6	 7．6

35 サンマルクイーン 牝5栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 470＋10 〃 ハナ 20．6�
59 アドマイヤクーガー 牡6栗 57 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 6 〃 同着 25．8�
11 カレンステイシー 牝3栗 53 浜中 俊鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 474－ 6 〃 ハナ 4．8
36 サンライズポパイ 牡6鹿 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 468＋ 41：08．7クビ 100．1�
815 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－141：09．01	 6．8�
47 カイシュウタビビト 牡5芦 57 四位 洋文飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 508－121：09．1
 138．7�
714 ウィザーズポケット 牡5鹿 57 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 464＋12 〃 クビ 126．2�
12 � ケンブリッジヒーロ 牡6栗 57 中井 裕二中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 464± 01：09．2クビ 190．0�
510 イントゥザストーム 牝5鹿 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 420＋141：09．41� 48．0�
611 ツィンクルソード 牡3芦 55 武 豊 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478－ 21：09．82
 7．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，656，000円 複勝： 73，785，600円 枠連： 38，395，800円
馬連： 146，734，800円 馬単： 63，174，300円 ワイド： 61，813，200円
3連複： 182，146，300円 3連単： 248，502，700円 計： 853，208，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 270円 � 150円 �
�

190円
410円 枠 連（2－2） 3，730円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 690円 ��
��

930円
1，560円

��
��

450円
1，050円

3 連 複 ���
���

4，040円
10，510円 3 連 単 ���

���
30，150円
58，990円

票 数

単勝票数 計 386560 的中 � 25758（7番人気）
複勝票数 計 737856 的中 �

�
47186
28028

（7番人気）
（10番人気）

� 119798（1番人気）� 78075（5番人気）

枠連票数 計 383958 的中 （2－2） 7957（18番人気）
馬連票数 計1467348 的中 �� 35185（13番人気）
馬単票数 計 631743 的中 �� 5767（38番人気）
ワイド票数 計 618132 的中 ��

��
13871
22664

（14番人気）
（3番人気）

��
��

10065
8801
（22番人気）
（25番人気）

�� 5805（40番人気）

3連複票数 計1821463 的中 ��� 16963（25番人気）��� 6457（85番人気）
3連単票数 計2485027 的中 ��� 2989（207番人気） ��� 1526（471番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．9―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―33．9―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．4
3 ・（12，15）16（4，8）（1，3）7（2，5，14，11）6（10，13）－9 4 ・（12，15）16，4（3，8）1，7（2，5，11）14（10，6，13）－9

勝馬の
紹 介

ヤ マ ノ レ オ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．7．29 小倉9着

2010．4．22生 �4栗 母 カチョウフウゲツ 母母 ワカクモライン 22戦4勝 賞金 50，471，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アットウィル号・カロッサル号・シンジュボシ号・マイティースコール号



2608310月4日 曇 良 （26阪神4）第7日 第11競走 ��
��2，000�第18回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，25．9．28以降26．9．28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

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

34 クリノスターオー 牡4青 57．5 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 530＋ 22：03．8 3．0�
610 ナムラビクター 牡5鹿 58 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 510－162：03．9� 5．8�
57 トウシンイーグル �6鹿 55 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 474＋ 42：04．11	 12．0�
814
 サトノプリンシパル 牡4鹿 55 武 豊里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B556± 02：04．2クビ 7．6�
45 ケイアイレオーネ 牡4芦 56 浜中 俊亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B564± 0 〃 クビ 7．7�
11 グランドシチー 牡7鹿 58 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 480－102：04．3	 46．7	
711 マイネルバイカ 牡5鹿 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 486＋ 62：04．4	 171．3

712 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 53 藤岡 康太前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 482－ 42：04．61� 165．1�
69 ジェベルムーサ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 546－ 42：04．7クビ 5．6
813 ソ ロ ル 牡4黒鹿57．5 蛯名 正義 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 492＋ 82：04．91	 7．1�
46 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿54 松田 大作深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520＋ 82：05．0クビ 145．2�
22 ヴァンヌーヴォー 牡5鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502＋ 2 〃 クビ 52．1�
58 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿54 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 452－ 82：05．74 109．7�
33 � イッシンドウタイ 牡5鹿 55 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 504－ 62：06．33	 58．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 93，660，600円 複勝： 150，448，100円 枠連： 66，630，000円
馬連： 341，405，600円 馬単： 152，463，200円 ワイド： 131，166，100円
3連複： 456，892，400円 3連単： 773，159，600円 計： 2，165，825，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 200円 � 280円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 410円 �� 930円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 15，330円

票 数

単勝票数 計 936606 的中 � 249693（1番人気）
複勝票数 計1504481 的中 � 335302（1番人気）� 187695（3番人気）� 111120（7番人気）
枠連票数 計 666300 的中 （3－6） 113170（1番人気）
馬連票数 計3414056 的中 �� 313077（1番人気）
馬単票数 計1524632 的中 �� 75477（1番人気）
ワイド票数 計1311661 的中 �� 89485（1番人気）�� 35248（14番人気）�� 21445（19番人気）
3連複票数 計4568924 的中 ��� 79884（16番人気）
3連単票数 計7731596 的中 ��� 36558（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．4―50．3―1：03．2―1：15．9―1：28．0―1：39．6―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノスターオー �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．10．21 京都3着

2010．5．11生 牡4青 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 13戦6勝 賞金 132，491，000円

2608410月4日 曇 良 （26阪神4）第7日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10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

818 サチノクイーン 牝3鹿 53 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B462± 01：21．5 37．5�
715 タイセイララバイ 牝3青鹿53 浜中 俊田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 5．0�
817 アルティマプリンス 牡3黒鹿55 岩田 康誠 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 490－14 〃 アタマ 4．1�
816 ア ブ ニ ー ル 牝3鹿 53 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 21：21．71� 118．1�
713	 コズミックショア 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 474＋14 〃 ハナ 13．8�
48 バトルムーングロウ 牝3栗 53

51 △岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 61：21．8クビ 25．9	
36 エーシンマイェスタ 牡4黒鹿57 D．ペロヴィッチ
栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 528＋ 61：21．9
 4．1�

（伊）

611 フェイトカラー 牝3黒鹿53 菱田 裕二吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 508＋221：22．11 104．4�
612 リオグランデ 牝4鹿 55

53 △松若 風馬 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 21：22．2� 18．9

11 ハイベストバイオ 牡3黒鹿 55
52 ▲小崎 綾也バイオ
 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528± 0 〃 ハナ 9．4�
35 エクスクライム 牡5栗 57 幸 英明前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 448＋ 41：22．3� 115．9�
510 ディライトフル 牡3鹿 55 武 豊
ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋141：22．51� 22．0�
24 レッドムーヴ 牝4鹿 55 藤岡 康太 
東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 462＋ 81：22．6� 149．3�
47 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 57 藤田 伸二亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 432－221：22．7クビ 25．3�
59 � ベネフィットユー 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 448＋ 2 〃 ハナ 111．4�
12 	 コスモグラウベ 牡3黒鹿55 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 446± 0 〃 アタマ 17．9�
23 モンラッシェ 牡3栗 55 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460＋ 21：22．91� 12．0�
714 トシファイブスター 牡4黒鹿57 池添 謙一田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 川 啓一 448＋121：23．32
 181．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，005，500円 複勝： 78，420，200円 枠連： 38，723，000円
馬連： 190，780，500円 馬単： 68，427，900円 ワイド： 70，417，800円
3連複： 200，284，100円 3連単： 295，054，900円 計： 988，113，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 890円 � 190円 � 210円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 14，680円 馬 単 �� 34，840円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 2，720円 �� 550円

3 連 複 ��� 17，730円 3 連 単 ��� 181，740円

票 数

単勝票数 計 460055 的中 � 9806（12番人気）
複勝票数 計 784202 的中 � 17524（12番人気）� 122743（2番人気）� 105250（3番人気）
枠連票数 計 387230 的中 （7－8） 45049（1番人気）
馬連票数 計1907805 的中 �� 10715（45番人気）
馬単票数 計 684279 的中 �� 1473（104番人気）
ワイド票数 計 704178 的中 �� 5009（44番人気）�� 6411（35番人気）�� 35525（3番人気）
3連複票数 計2002841 的中 ��� 8470（67番人気）
3連単票数 計2950549 的中 ��� 1177（594番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．6―46．3―57．8―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 18，15，8（12，16）14（4，11，17）（2，10）（1，7）（3，6，9）13－5 4 18－15（8，16）14，12（11，17，10）4（2，9）（7，6）1（3，13）－5

勝馬の
紹 介

サチノクイーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイトスポット デビュー 2013．10．5 京都7着

2011．3．10生 牝3鹿 母 ノーススポット 母母 ミッチースマイル 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カシノランナウェイ号・ケントヒーロー号・ジョーウォルター号・タガノスカイ号・ダンツキャノン号・

リスヴェリアート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26阪神4）第7日 10月4日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 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

218，060，000円
5，760，000円
1，681，000円
19，690，000円
65，550，000円
5，048，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
441，886，700円
787，168，500円
282，467，400円
1，185，474，200円
610，483，600円
532，975，000円
1，485，208，700円
2，407，264，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，732，928，700円

総入場人員 14，940名 （有料入場人員 13，709名）
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