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26025 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

45 タガノハヤテ 牡2栗 54 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 476＋ 81：53．3 2．8�
56 ナムラユキヒメ 牝2栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 424－ 81：54．04 8．3�
57 タマモセナター 牡2栗 54 鮫島 良太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466＋101：56．8大差 25．5�
44 セントコロナ 牡2栗 54 国分 恭介 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－181：57．22� 8．5�
33 トミケンセルバーレ 牡2青鹿54 松田 大作冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新ひだか 平野牧場 514－ 41：57．51� 12．5	
68 サザンキング 牡2芦 54 酒井 学南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 458＋ 61：58．35 10．6

22 プ レ ス リ ー 牡2黒鹿54 秋山真一郎田畑 富子氏 梅田 康雄 浦河 山口 義彦 472－ 41：58．83 78．3�
710 シゲルイワキ 牡2栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 若林 武雄 450－ 21：58．9� 139．5�
813 シゲルエッチュウ 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 452－10 〃 ハナ 89．6
711 シゲルヒダカ 牡2黒鹿54 川須 栄彦森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 武 牧場 494＋ 62：00．28 51．4�
69 テ ム ル 牡2栗 54 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 沖田 博志 440－162：00．3� 4．5�
11 タマモパンテオン 牡2鹿 54 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 468－ 82：00．72� 37．6�
812 ホッコーヤタロウ 牡2栗 54 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 508± 02：02．29 6．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，277，800円 複勝： 23，484，500円 枠連： 8，709，400円
馬連： 32，466，400円 馬単： 21，805，000円 ワイド： 16，601，500円
3連複： 48，110，400円 3連単： 74，784，300円 計： 240，239，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 270円 � 600円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，190円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 24，910円

票 数

単勝票数 計 142778 的中 � 40874（1番人気）
複勝票数 計 234845 的中 � 66051（1番人気）� 19899（4番人気）� 7431（8番人気）
枠連票数 計 87094 的中 （4－5） 9706（2番人気）
馬連票数 計 324664 的中 �� 20637（3番人気）
馬単票数 計 218050 的中 �� 8623（4番人気）
ワイド票数 計 166015 的中 �� 8466（3番人気）�� 3399（17番人気）�� 1287（31番人気）
3連複票数 計 481104 的中 ��� 4574（27番人気）
3連単票数 計 747843 的中 ��� 2216（81番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．7―13．3―13．1―12．6―12．2―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―37．1―50．4―1：03．5―1：16．1―1：28．3―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノハヤテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．6．2 東京6着

2011．4．8生 牡2栗 母 アイチャンルック 母母 トウショウアイ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレスリー号・シゲルイワキ号・シゲルエッチュウ号・シゲルヒダカ号・テムル号・

タマモパンテオン号・ホッコーヤタロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年
10月14日まで平地競走に出走できない。

26026 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （芝・右）
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

712 カシノヒカル 牡2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ
アーム 446＋ 61：09．7 71．1�

813 シゲルカワチ 牝2栗 54 川田 将雅森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 458－ 4 〃 アタマ 2．8�
69 ノーブルサイレンス 牝2青鹿 54

52 △中井 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 420＋ 6 〃 ハナ 3．9�
58 リングランドムーン 牡2鹿 54 北村 友一蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 492－ 21：09．8� 13．6�
11 キョウワジュネス 牝2鹿 54 岩田 康誠�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 446－ 8 〃 クビ 4．2�
57 クリノツネチャン 牝2栗 54 鮫島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 438± 01：09．9クビ 10．2	
45 オフェーリアシチー 牝2芦 54

53 ☆菱田 裕二 
友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ
ファーム 432－101：10．11� 62．6�

34 ピアッジーネ 牝2栗 54
51 ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 414± 01：10．41� 65．7�

814 ダンツトーラス 牡2栗 54 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 486－161：10．61	 19．1
610 タ ウ ト ナ 牡2鹿 54 酒井 学�ターフ・スポート飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 470－ 81：10．7クビ 12．2�
33 カシノステイタス 牡2栗 54

51 ▲城戸 義政柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 424－101：10．8� 275．3�
22 ミラノモーダ 牡2栗 54 高倉 稜�ターフ・スポート崎山 博樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 61：11．01	 42．2�
711 エイシンスペーシア 牡2栗 54 秋山真一郎
栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 458± 01：11．63� 45．1�
46 イチザダイオウ 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 日高 千葉飯田牧場 444－ 81：11．81� 506．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，068，000円 複勝： 31，879，700円 枠連： 9，994，100円
馬連： 36，378，800円 馬単： 24，667，900円 ワイド： 18，788，500円
3連複： 51，149，600円 3連単： 85，928，200円 計： 274，854，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，110円 複 勝 � 860円 � 130円 � 140円 枠 連（7－8） 1，240円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，180円 �� 270円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 51，650円

票 数

単勝票数 計 160680 的中 � 1781（12番人気）
複勝票数 計 318797 的中 � 5586（9番人気）� 82476（1番人気）� 74341（2番人気）
枠連票数 計 99941 的中 （7－8） 5988（6番人気）
馬連票数 計 363788 的中 �� 6071（14番人気）
馬単票数 計 246679 的中 �� 1520（35番人気）
ワイド票数 計 187885 的中 �� 2253（22番人気）�� 1906（25番人気）�� 20805（1番人気）
3連複票数 計 511496 的中 ��� 6748（18番人気）
3連単票数 計 859282 的中 ��� 1228（151番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．8―11．3―11．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―33．8―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．9
3 ・（5，13）－（4，9）8（2，6，10，14）－12，3，7－1＝11 4 ・（5，13）－（4，9）（2，8，10，14）12－（6，7）3－1＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノヒカル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ハ ン セ ル デビュー 2013．7．14 中京5着

2011．4．8生 牡2鹿 母 レギンレイヴ 母母 カルメンシータ 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ミラノモーダ号の調教師崎山博樹は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

第４回 阪神競馬 第３日



26027 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3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

12 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 460＋ 21：54．1 5．0�
24 ジューンメイ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 476＋ 41：55．16 4．9�
611 デンコウアカツキ 牝3鹿 54 浜中 俊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 492＋ 61：55．31 7．6�
815 シゲルペガススザ �3黒鹿56 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 444＋ 4 〃 クビ 6．5�
36 ペガサスムーン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣名古屋競馬� 清水 久詞 平取 北島牧場 536± 01：55．61� 14．8�
714 アラタシャチョウ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 �ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 540± 0 〃 アタマ 22．8	
59 ヘヴンリームーン 牝3鹿 54 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 61：55．91� 24．7

510 ダノンラッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 橋本牧場 462－ 21：56．0� 64．0�
23 エキサイトゲーム �3芦 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454± 01：56．21� 3．1
35 テ ナ ン ゴ 牡3芦 56 川須 栄彦林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：56．3クビ 53．4�
47 マイネルラメール 牡3鹿 56

54 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 476－ 61：56．62 41．0�

713 パープルチャペル 牝3鹿 54 北村 友一中野 銀十氏 飯田 雄三 日高 鹿戸 正幸 484－ 21：56．81� 248．1�
11 バ ー レ ス ク 牝3栗 54 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 462＋ 2 〃 アタマ 158．3�
816 シルバーペガサス 牡3栗 56 水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 456－ 61：57．65 150．8�
612 プルチネルラ �3黒鹿56 中村 将之加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 478＋121：58．34 70．6�
48 アグネスディアナ 牝3芦 54

51 ▲藤懸 貴志渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 464－ 61：58．4� 421．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，541，200円 複勝： 28，195，700円 枠連： 10，870，900円
馬連： 33，126，400円 馬単： 22，253，600円 ワイド： 18，385，300円
3連複： 48，836，900円 3連単： 76，931，800円 計： 257，141，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 170円 � 200円 枠 連（1－2） 470円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 360円 �� 510円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 8，510円

票 数

単勝票数 計 185412 的中 � 29635（3番人気）
複勝票数 計 281957 的中 � 45211（3番人気）� 47525（2番人気）� 35432（4番人気）
枠連票数 計 108709 的中 （1－2） 17084（1番人気）
馬連票数 計 331264 的中 �� 25396（3番人気）
馬単票数 計 222536 的中 �� 8143（6番人気）
ワイド票数 計 183853 的中 �� 13205（3番人気）�� 8749（5番人気）�� 9903（4番人気）
3連複票数 計 488369 的中 ��� 21233（4番人気）
3連単票数 計 769318 的中 ��� 6678（11番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―13．1―13．1―13．5―13．1―12．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．4―49．5―1：03．0―1：16．1―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウユーアンドレ �
�
父 アルカセット �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．5．12 京都11着

2010．3．8生 牡3鹿 母 オ ス カ ル 母母 パワフルレデイ 6戦1勝 賞金 6，260，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プルチネルラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月14日まで平地競

走に出走できない。
アグネスディアナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月14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 アイボリーベージュ号・カレンタントミール号・ホッコーユニバース号・メイショウカルマン号

26028 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：44．1

良
良

714 コスモサリー 牝3黒鹿 54
52 △中井 裕二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 41：46．6 38．8�

818 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 460－ 4 〃 クビ 101．1�
59 ミッキーマンデー 牡3栗 56 川田 将雅三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 460＋ 21：46．81� 3．4�
510 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 浜中 俊�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 506＋ 6 〃 アタマ 15．0�
612 サトノユニコーン 牡3鹿 56 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B460＋ 4 〃 アタマ 19．1	
817 ブロードスター �3鹿 56 鮫島 良太安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 484＋201：47．01� 35．5

47 サトノプレシャス 牡3栗 56 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 484－101：47．1クビ 2．9�
611 オ ル ゲ イ ユ 牝3鹿 54 幸 英明�G1レーシング 岡田 稲男 新ひだか 前川 正美 414＋ 4 〃 アタマ 14．8�
713 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 和田 竜二杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 450－ 81：47．31� 62．2
35 エアディジョン 牡3栗 56 藤田 伸二 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 456＋ 2 〃 クビ 217．9�
48 シゲルコウマザ 牝3芦 54 高倉 稜森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 428＋ 81：47．4クビ 47．0�
36 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 488－ 2 〃 クビ 13．0�
715 ラルプデュエズ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B488＋ 81：47．5	 8．2�
11 カツラノジュピター 牡3鹿 56 水口 優也桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 456－ 41：47．6クビ 170．3�
23 コスミックワンダー 牡3鹿 56 池添 謙一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 11．5�
816 テイエムプリンセス 牝3黒鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 452－ 81：47．7クビ 99．1�
24 サンダーバード 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 436－ 81：47．8
 371．2�
12 マーティンゴールド 牝3栗 54

51 ▲森 一馬大戸 志浦氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 464＋ 41：48．86 53．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，632，800円 複勝： 43，152，000円 枠連： 16，117，200円
馬連： 46，971，000円 馬単： 29，794，000円 ワイド： 26，957，900円
3連複： 68，886，000円 3連単： 108，716，600円 計： 365，227，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，880円 複 勝 � 900円 � 2，040円 � 150円 枠 連（7－8） 2，850円

馬 連 �� 127，920円 馬 単 �� 207，440円

ワ イ ド �� 21，710円 �� 2，210円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 139，670円 3 連 単 ��� 1，273，540円

票 数

単勝票数 計 246328 的中 � 5008（10番人気）
複勝票数 計 431520 的中 � 10012（10番人気）� 4169（15番人気）� 114353（1番人気）
枠連票数 計 161172 的中 （7－8） 4187（14番人気）
馬連票数 計 469710 的中 �� 271（124番人気）
馬単票数 計 297940 的中 �� 106（221番人気）
ワイド票数 計 269579 的中 �� 301（106番人気）�� 3054（23番人気）�� 1513（39番人気）
3連複票数 計 688860 的中 ��� 364（249番人気）
3連単票数 計1087166 的中 ��� 63（1965番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．6―47．8―1：00．0―1：12．1―1：23．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモサリー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．7．14 中京12着

2010．3．15生 牝3黒鹿 母 コスモマーベラス 母母 ロ モ ー ラ 12戦1勝 賞金 9，960，000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 ルペールノエル号



26029 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3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）

牝，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

58 マ ユ キ 牝2栗 54 川田 将雅�LS.M 森 秀行 新ひだか タガミファーム 450 ―1：36．5 3．2�
815 テンシノホホエミ 牝2鹿 54 川須 栄彦�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 482 ―1：36．6� 12．0�
59 マイネマレフィカ 牝2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 436 ―1：37．02� 5．5�
713 メイショウアサツユ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492 ―1：37．21� 11．6�
11 ユアメモリー 牝2青鹿54 武 幸四郎�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 434 ―1：37．41� 7．6	
46 タマモカグヤヒメ 牝2鹿 54 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 野坂牧場 444 ―1：37．71� 41．2

712 マルヨラピド 牝2青鹿 54

52 △中井 裕二野村 春行氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 432 ―1：37．91� 81．2�
35 デ ュ エ ッ ト 牝2鹿 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 3．1�
611 ショウナンガラシャ 牝2栗 54 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 452 ―1：38．0� 106．4
34 エンジェヌー 牝2青鹿54 浜中 俊 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 476 ―1：38．31� 33．7�
22 タイキラナキラ 牝2黒鹿54 藤岡 康太�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 460 ―1：38．83 153．4�
610 アグネスカクシン 牝2鹿 54 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 424 ―1：39．43� 90．6�
814 サウンドモニカ 牝2栗 54 松山 弘平増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 昭和牧場 448 ― 〃 クビ 218．0�
23 ハギノマルゲリータ 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470 ―1：39．61� 30．2�

47 ナムラショコラ 牝2栗 54 国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 八田ファーム 500 ―1：39．91� 285．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，425，500円 複勝： 36，845，900円 枠連： 12，755，700円
馬連： 38，976，000円 馬単： 28，069，800円 ワイド： 18，616，000円
3連複： 50，571，100円 3連単： 85，719，900円 計： 294，979，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 290円 � 190円 枠 連（5－8） 1，030円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 590円 �� 370円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 13，170円

票 数

単勝票数 計 234255 的中 � 58173（2番人気）
複勝票数 計 368459 的中 � 80409（2番人気）� 26801（6番人気）� 51927（3番人気）
枠連票数 計 127557 的中 （5－8） 9181（4番人気）
馬連票数 計 389760 的中 �� 15163（8番人気）
馬単票数 計 280698 的中 �� 6795（11番人気）
ワイド票数 計 186160 的中 �� 7652（5番人気）�� 13558（3番人気）�� 5019（11番人気）
3連複票数 計 505711 的中 ��� 13135（9番人気）
3連単票数 計 857199 的中 ��� 4805（32番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．0―13．1―12．4―11．6―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―37．2―50．3―1：02．7―1：14．3―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．8
3 ・（12，15）8（13，5，10）（4，1，9）（2，6）－（7，3）11，14 4 ・（12，15）（8，13，5）（4，1，9，10）（2，6）－11，3，14，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ ユ キ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2011．4．27生 牝2栗 母 イズミコマンダー 母母 イズミレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26030 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3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）
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

22 ブライトアイディア 牡3栗 54 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋ 21：52．8 1．6�

78 ミッキークリスエス 牡4黒鹿 57
54 ▲藤懸 貴志野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 536＋ 8 〃 クビ 5．9�

44 ラガーライオン 牡3鹿 54 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 472＋121：54．07 6．6�
11 ゴールデンアタック 牡5栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 484－ 4 〃 クビ 7．9�
33 	 グリッターテイル 牡5鹿 57 酒井 学 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 484＋ 41：54．32 50．3	
67 ジョナパランセ 牡4栗 57

55 △中井 裕二青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 500－ 6 〃 アタマ 29．2

810
 マイネルボンド 牡4青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B492＋ 61：54．93� 35．5�
55 キタサンヤマビコ �3鹿 54 小林 徹弥�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 418± 0 〃 アタマ 152．2�
79 タムロトップステイ 牡4栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 526－ 8 〃 ハナ 12．9
811 エスケイティアラ 牝4鹿 55 水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 21：55．0� 268．0�
66 メイショウカルマン 牝3鹿 52

51 ☆菱田 裕二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 432＋ 41：56．38 98．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，323，600円 複勝： 71，909，300円 枠連： 9，010，900円
馬連： 35，966，000円 馬単： 33，576，100円 ワイド： 19，174，600円
3連複： 48，839，300円 3連単： 125，174，800円 計： 366，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（2－7） 290円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 370円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，610円

票 数

単勝票数 計 233236 的中 � 117066（1番人気）
複勝票数 計 719093 的中 � 477747（1番人気）� 55035（3番人気）� 67366（2番人気）
枠連票数 計 90109 的中 （2－7） 23171（1番人気）
馬連票数 計 359660 的中 �� 60146（2番人気）
馬単票数 計 335761 的中 �� 44147（2番人気）
ワイド票数 計 191746 的中 �� 26340（2番人気）�� 29382（1番人気）�� 10672（4番人気）
3連複票数 計 488393 的中 ��� 63180（1番人気）
3連単票数 計1251748 的中 ��� 57411（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．9―13．0―12．5―12．5―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．2―51．2―1：03．7―1：16．2―1：28．4―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3
11，2（4，8）（5，9）6，7（1，3，10）・（11，2）（8，9）（4，10）（5，6）（1，7）3

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

勝馬の
紹 介

ブライトアイディア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 京都6着

2010．3．3生 牡3栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 3戦1勝 賞金 10，100，000円
［他本会外：1戦1勝］

※メイショウカルマン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26031 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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

11 ハナズインパルス 牝3黒鹿53 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 470＋141：24．1 26．9�
59 アルボナンザ 牝3栗 53 武 幸四郎�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 460± 01：24．84 5．5�
815 テーオーレイチェル 牝3芦 53

52 ☆菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋121：25．33 10．0�

510 ウインドクラスト 牝3鹿 53 松山 弘平 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム 450＋ 21：25．51 8．0�
816 ゴールドチェイス 牝3栃栗 53

50 ▲城戸 義政�グランド牧場 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 460＋ 2 〃 クビ 152．7�
24 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿 53

50 ▲藤懸 貴志松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 426－ 61：25．6� 128．4	
36 チャームドヴェール 牝3鹿 53 岩田 康誠 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458＋181：25．91� 10．9

48 アンスタンフィール 牝3鹿 53

50 ▲森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 468－ 41：26．0� 58．4�
12 � トロピカルジュエル 牝5鹿 55 岡田 祥嗣小川 勲氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 450＋10 〃 ハナ 622．8�
35 ア メ リ 牝3栗 53 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444± 01：26．1� 1．7
612 マコトクオバディス 牝3鹿 53 北村 友一尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 470－ 41：26．2クビ 162．1�
23 シゲルシュサ 牝5鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 0 〃 クビ 37．4�
713 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿53 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 458＋ 41：26．3� 103．6�
47 � ジツリキネオ 牝4鹿 55 鮫島 良太河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 452－ 21：27．79 348．9�
611 スマートロデム 牝3鹿 53 浜中 俊大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社

松田牧場 458－12 〃 アタマ 108．2�
714 ヒシアメジスト 牝3鹿 53

50 ▲岩崎 翼阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 432± 01：27．91 51．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，611，500円 複勝： 114，622，800円 枠連： 17，272，900円
馬連： 61，769，800円 馬単： 50，262，900円 ワイド： 32，786，900円
3連複： 87，325，000円 3連単： 176，248，600円 計： 571，900，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 1，130円 � 410円 � 660円 枠 連（1－5） 3，180円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 14，980円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，900円 �� 570円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 87，070円

票 数

単勝票数 計 316115 的中 � 9276（6番人気）
複勝票数 計1146228 的中 � 25077（6番人気）� 80657（2番人気）� 45564（5番人気）
枠連票数 計 172729 的中 （1－5） 4011（11番人気）
馬連票数 計 617698 的中 �� 8607（15番人気）
馬単票数 計 502629 的中 �� 2477（35番人気）
ワイド票数 計 327869 的中 �� 5114（15番人気）�� 4088（19番人気）�� 15263（5番人気）
3連複票数 計 873250 的中 ��� 6448（30番人気）
3連単票数 計1762486 的中 ��� 1494（209番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．1―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―46．4―58．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナズインパルス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．8 阪神3着

2010．2．3生 牝3黒鹿 母 トラストトゲピー 母母 ミスクラブアップル 10戦2勝 賞金 15，600，000円

26032 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第8競走 ��3，140�第15回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード3：25．6良

45 オースミムーン 牡4鹿 60 高田 潤�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 468＋ 23：24．8レコード 3．9�
11 テイエムハリアー 牡7芦 61 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 458－ 23：25．12 2．5�
712 シゲルジュウヤク 牡5栗 61 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 492＋ 83：25．73� 5．8�
22 メイショウブシドウ 牡4青鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 456＋ 23：25．91� 41．1�
69 デンコウオクトパス 牡6鹿 61 西谷 誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 460＋ 63：26．0� 13．7�
34 ワンダームシャ 牡8鹿 60 北沢 伸也山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 484－ 63：29．0大差 44．2	
33 � トウショウデザイア 牡7鹿 60 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－143：29．63� 10．6

711� シシャモフレンド 牝8鹿 58 植野 貴也阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 484－ 83：30．23� 36．6�
46 ビッグウィーク 牡6青鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 460＋ 23：30．83� 9．1�
57 アドマイヤサイモン 牡5栗 60 横山 義行近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 462－ 23：30．9� 134．9
610 ユウターチェイサー 牡5栗 60 黒岩 悠北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 456－ 83：31．32� 46．8�
58 � セフティーフライト 牡4栗 60 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 454＋ 23：32．15 196．0�
814 リリーアタッカー 牡4栗 60 森 一馬土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 490± 03：37．3大差 175．0�
813 ドングラシアス 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 506＋ 2 （競走中止） 34．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，694，400円 複勝： 53，211，100円 枠連： 20，632，000円
馬連： 70，498，100円 馬単： 45，765，500円 ワイド： 33，870，600円
3連複： 105，013，200円 3連単： 196，339，500円 計： 558，024，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（1－4） 330円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 220円 �� 400円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 326944 的中 � 67247（2番人気）
複勝票数 計 532111 的中 � 128080（2番人気）� 129822（1番人気）� 72862（3番人気）
枠連票数 計 206320 的中 （1－4） 46174（1番人気）
馬連票数 計 704981 的中 �� 112944（1番人気）
馬単票数 計 457655 的中 �� 34733（2番人気）
ワイド票数 計 338706 的中 �� 44688（1番人気）�� 19621（3番人気）�� 22106（2番人気）
3連複票数 計1050132 的中 ��� 74889（1番人気）
3連単票数 計1963395 的中 ��� 36204（4番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 52．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1，9＝5－12，4＝6，13，2＝3＝7，11－10－8－14
1，9＝5－12＝（4，2）＝6＝3－（11，7）10＝8＝14＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オースミムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．15 小倉15着

2009．4．19生 牡4鹿 母 レディクライマー 母母 マウンテンフリース 障害：6戦3勝 賞金 76，296，000円
〔競走中止〕 ドングラシアス号は，競走中に疾病〔右第2指関節脱臼〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アイティゴールド号・オンワードシェルタ号・サンレイランキング号・トウシンボルト号・ボストンプラチナ号



26033 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第9競走 ��
��1，800�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．8
1：46．0

良
良

11 サ ン ダ ラ ス 牡2栗 54 松田 大作加藤 信之氏 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 460± 01：46．6レコード 25．9�
44 ウインフルブルーム 牡2栗 54 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 6 〃 クビ 2．5�
89 マイネルメリエンダ 牡2栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 442－ 81：46．7� 5．8�
77 フェルメッツァ 牡2鹿 54 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：46．91	 3．2�
66 シャンパーニュ 牡2芦 54 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 480± 01：47．43 7．1	
55 
 オールステイ 牡2鹿 54 北村 友一石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 474＋101：47．5クビ 17．0

33 アースウィンド 牝2青鹿54 浜中 俊林 正道氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋101：47．71	 35．4�
22 ジャックトマメノキ 牡2栗 54 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 426＋ 81：47．91	 12．5�
88 クリノジュロウジン 牡2栗 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 456＋ 41：48．96 87．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，970，900円 複勝： 61，467，800円 枠連： 12，427，600円
馬連： 77，297，900円 馬単： 54，953，500円 ワイド： 31，187，000円
3連複： 89，068，600円 3連単： 221，622，900円 計： 588，996，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 340円 � 120円 � 190円 枠 連（1－4） 3，000円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，040円 �� 340円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 43，920円

票 数

単勝票数 計 409709 的中 � 12487（7番人気）
複勝票数 計 614678 的中 � 33365（6番人気）� 190365（1番人気）� 78096（3番人気）
枠連票数 計 124276 的中 （1－4） 3062（11番人気）
馬連票数 計 772979 的中 �� 19194（11番人気）
馬単票数 計 549535 的中 �� 4315（32番人気）
ワイド票数 計 311870 的中 �� 9970（10番人気）�� 6880（14番人気）�� 25371（2番人気）
3連複票数 計 890686 的中 ��� 15079（16番人気）
3連単票数 計2216229 的中 ��� 3724（141番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．4―12．4―12．0―11．4―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．8―48．2―1：00．6―1：12．6―1：24．0―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 5，9（4，8）7（2，3，6）1 4 ・（5，9，8）（4，7，6）（2，3）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ン ダ ラ ス �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．7．7 函館5着

2011．3．18生 牡2栗 母 ブルーレインボウ 母母 アクティブリード 3戦2勝 賞金 20，896，000円

26034 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第10競走 ��
��1，400�

せ と な い か い

瀬 戸 内 海 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

12 シルクドリーマー 牡4鹿 57 岩田 康誠有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 470＋ 21：20．6 4．2�
48 サンマルクイーン 牝4栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 462± 01：20．91� 12．9�
47 トーホウアマポーラ 牝4栗 55 国分 恭介東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 488＋ 4 〃 クビ 3．1�
816 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 松田 大作国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498＋ 61：21．0クビ 17．1�
713 アイムヒアー 牝5鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 6 〃 クビ 15．0	
11 ビットスターダム 牡5芦 57 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 462－ 8 〃 アタマ 189．5

23 カシノランナウェイ 	3栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 480＋ 2 〃 ハナ 132．6�
815 タマモトッププレイ 牡4黒鹿57 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 490± 01：21．1クビ 4．9�
510 パープルタイヨー 牡7鹿 57 北村 友一中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 444－ 2 〃 クビ 211．6
59 マンドレイク 牡3黒鹿55 小牧 太�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 484＋201：21．2クビ 14．3�
36 ビッグスマイル 牝5黒鹿55 浜中 俊大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 460± 01：21．3� 19．3�
24 ピエナトップガン 牡3栗 55 和田 竜二本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 464＋ 4 〃 ハナ 115．7�
714 タガノザイオン 牡6鹿 57 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B490＋101：21．4クビ 26．0�
612 ヒカリトリトン 牡5鹿 57 鮫島 良太�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 496－10 〃 クビ 149．2�
35 ワ ー ル ン ガ 牡3栗 55 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 450＋121：22．03
 11．4�
611 アグネスマチュア 牡4鹿 57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482＋ 61：23．38 120．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，294，400円 複勝： 72，937，300円 枠連： 31，601，800円
馬連： 118，962，900円 馬単： 65，993，100円 ワイド： 48，731，000円
3連複： 154，087，100円 3連単： 268，696，800円 計： 801，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 320円 � 150円 枠 連（1－4） 640円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 350円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 19，960円

票 数

単勝票数 計 402944 的中 � 75730（2番人気）
複勝票数 計 729373 的中 � 118731（3番人気）� 47657（5番人気）� 152089（1番人気）
枠連票数 計 316018 的中 （1－4） 36907（2番人気）
馬連票数 計1189629 的中 �� 29083（12番人気）
馬単票数 計 659931 的中 �� 9811（15番人気）
ワイド票数 計 487310 的中 �� 10560（14番人気）�� 38041（1番人気）�� 20611（4番人気）
3連複票数 計1540871 的中 ��� 43974（3番人気）
3連単票数 計2686968 的中 ��� 9939（39番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―11．6―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．4―46．0―57．5―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクドリーマー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．23 新潟4着

2009．4．25生 牡4鹿 母 ドリームキセキ 母母 ドリームロッチ 21戦4勝 賞金 59，796，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26035 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上
55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：3歳
53�4歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1
着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

22 アドマイヤサガス 牡5青 56 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 516－ 61：23．4 2．9�
710 デュアルスウォード 牡5黒鹿55 和田 竜二 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－121：23．61	 54．0�
44 サンライズブレット 牡5栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 472± 01：23．7	 13．5�
68 ナリタスプリング 牡6青鹿56 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 510＋ 2 〃 アタマ 72．3�
811 ノーザンリバー 牡5鹿 56 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 4．1	
33 アドバンスウェイ 牡7鹿 57 小牧 太西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B492－141：23．9
 15．9

67 トーホウチェイサー 牡6栗 56 菱田 裕二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 484－ 21：24．0クビ 35．1�
56 エ ア ウ ル フ 牡6栗 57 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B478± 01：24．1
 2．9�
55 ト ラ バ ン ト 牡5栗 56 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－121：24．2	 25．1
11 タマモクリエイト 牡8鹿 56 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 502－221：24．41	 395．1�
79 コンフォーコ �8栗 56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド 456－121：24．71
 276．4�
812 ダッシャーワン 牡5栗 56 岩田 康誠芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 490－121：24．91	 13．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，374，200円 複勝： 119，687，500円 枠連： 45，415，600円
馬連： 238，020，300円 馬単： 137，484，000円 ワイド： 82，613，100円
3連複： 302，978，200円 3連単： 697，766，800円 計： 1，687，339，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 990円 � 350円 枠 連（2－7） 8，720円

馬 連 �� 9，360円 馬 単 �� 12，650円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 680円 �� 6，420円

3 連 複 ��� 23，080円 3 連 単 ��� 110，340円

票 数

単勝票数 計 633742 的中 � 173741（2番人気）
複勝票数 計1196875 的中 � 280052（2番人気）� 24041（9番人気）� 80030（4番人気）
枠連票数 計 454156 的中 （2－7） 3845（18番人気）
馬連票数 計2380203 的中 �� 18783（23番人気）
馬単票数 計1374840 的中 �� 8021（35番人気）
ワイド票数 計 826131 的中 �� 9027（22番人気）�� 31755（6番人気）�� 3036（37番人気）
3連複票数 計3029782 的中 ��� 9689（55番人気）
3連単票数 計6977668 的中 ��� 4667（241番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．3―11．7―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―47．8―59．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤサガス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー 2010．7．10 阪神4着

2008．3．12生 牡5青 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 24戦5勝 賞金 133，022，000円

26036 9月14日 晴 良 （25阪神4）第3日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

12 キンシザイル 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 484＋ 41：12．5 2．2�
816 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 520＋ 61：12．92� 9．2�
23 スズカブリザード 牡7鹿 57 鮫島 良太永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 516＋ 81：13．0クビ 52．5�
48 タイキマーシャ 牝3栗 53

50 ▲森 一馬�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 450－ 6 〃 ハナ 32．9�
612 シゲルアケビ 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 468＋ 41：13．1� 19．7	
24 � ウォーターメジャー 牡5黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 464－ 6 〃 クビ 311．8

36 サンライズネガノ 牡3芦 55 川田 将雅松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 482－ 41：13．2クビ 4．2�
47 ハーフウェイ 牡3芦 55 藤岡 康太中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 424＋ 41：13．51� 83．8�
815 キョウワアーサー 牡3栗 55

53 △中井 裕二�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 456± 01：13．6� 8．9
611 フミノフォーチュン 牡3鹿 55 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452－ 61：13．7� 94．7�
714 エリモタフネス 牡3青鹿55 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 486－ 41：14．12� 9．3�
713 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 418－14 〃 ハナ 129．2�
510 クラウンビション 牝3栗 53 高倉 稜�クラウン 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 456－161：14．52� 274．5�
59 ジオパークキリシマ 牡3栗 55 水口 優也西村新一郎氏 湯窪 幸雄 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464－201：15．77 494．8�
11 � レイナチャーム 牝4栗 55 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 浦河 浦河日成牧場 482＋ 21：16．01� 49．8�
35 シ ゲ ル ユ ズ 牡4鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 484＋ 42：22．8大差 15．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，490，100円 複勝： 60，397，600円 枠連： 29，770，900円
馬連： 132，928，200円 馬単： 66，659，400円 ワイド： 45，076，100円
3連複： 143，091，300円 3連単： 294，897，800円 計： 811，311，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 240円 � 940円 枠 連（1－8） 590円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，890円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 12，590円 3 連 単 ��� 43，770円

票 数

単勝票数 計 384901 的中 � 142992（1番人気）
複勝票数 計 603976 的中 � 182190（1番人気）� 59657（3番人気）� 11233（9番人気）
枠連票数 計 297709 的中 （1－8） 37792（2番人気）
馬連票数 計1329282 的中 �� 70103（5番人気）
馬単票数 計 666594 的中 �� 21624（7番人気）
ワイド票数 計 450761 的中 �� 19525（5番人気）�� 5741（22番人気）�� 2591（37番人気）
3連複票数 計1430913 的中 ��� 8392（39番人気）
3連単票数 計2948978 的中 ��� 4973（137番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―12．2―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．9―47．1―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシザイル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．10．8 京都1着

2009．3．22生 牡4鹿 母 ケイシンミツル 母母 サーストンフラッグ 20戦3勝 賞金 33，610，000円
〔発走状況〕 シゲルユズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルユズ号は，平成25年9月15日から平成25年10月14日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔その他〕 シゲルユズ号は，発走合図直後に立ち上がった際，銜が外側に抜け，騎手が制御できなくなったため著しく遅れて入線。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルユズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月14日まで平地競走

に出走できない。



（25阪神4）第3日 9月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

235，900，000円
7，620，000円
1，880，000円
20，560，000円
56，293，000円
5，654，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
367，704，400円
717，791，200円
224，579，000円
923，361，800円
581，284，800円
392，788，500円
1，197，956，700円
2，412，828，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，818，294，400円

総入場人員 14，181名 （有料入場人員 13，247名）
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