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26037 9月15日 曇 稍重 （25阪神4）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・右）

牝，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

79 タガノスカイ 牝2鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－ 61：22．3 5．1�

11 ダノンサイクロン 牝2青鹿54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：22．62 9．8�
68 タガノティターニア 牝2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 6 〃 ハナ 8．7�
55 ミルキースマイル 牝2青鹿54 浜中 俊青山 洋一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500＋ 61：22．92 3．0�
22 サ オ ト メ 牝2鹿 54 内田 博幸一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 428＋ 21：23．0クビ 17．0�
812 パラディドル 牝2黒鹿54 北村 友一 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 432－ 21：23．21� 41．9	
44 マイネバラシア 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 6 〃 ハナ 4．8


67 シゲルオワリ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 404＋ 41：23．3� 47．9�
811 ヒデノシスター 牝2青鹿54 高倉 稜井之口二三雄氏 服部 利之 浦河 富田牧場 434－ 21：23．4� 319．6�
33 ビットアリエス 牝2青鹿54 酒井 学礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 442－101：23．6� 11．7
56 シゲルイズミ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 片山牧場 428± 01：24．23� 117．7�
710 ラヴクレージー 牝2青鹿54 川田 将雅橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 464＋ 21：24．62� 9．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，343，800円 複勝： 32，751，900円 枠連： 8，505，800円
馬連： 39，332，900円 馬単： 24，040，800円 ワイド： 19，334，200円
3連複： 57，337，600円 3連単： 93，107，500円 計： 290，754，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 350円 � 270円 枠 連（1－7） 1，470円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 920円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 54，760円

票 数

単勝票数 計 163438 的中 � 25448（3番人気）
複勝票数 計 327519 的中 � 44815（3番人気）� 22719（6番人気）� 32528（4番人気）
枠連票数 計 85058 的中 （1－7） 4275（5番人気）
馬連票数 計 393329 的中 �� 10147（15番人気）
馬単票数 計 240408 的中 �� 3114（26番人気）
ワイド票数 計 193342 的中 �� 4594（17番人気）�� 5243（15番人気）�� 3390（19番人気）
3連複票数 計 573376 的中 ��� 4316（41番人気）
3連単票数 計 931075 的中 ��� 1255（208番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．9―11．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．5―58．2―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノスカイ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．17 小倉3着

2011．2．1生 牝2鹿 母 オーバーザスカイ 母母 オーバーザウォール 2戦1勝 賞金 6，800，000円

26038 9月15日 曇 稍重 （25阪神4）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10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

611 ス テ ー キ 牡3栗 56 浜中 俊藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 500－ 41：11．7 1．8�
714 サンライズウォー 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 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 466± 01：12．01� 7．9�
48 � エーシンネクスト 牡3栗 56 戸崎 圭太�栄進堂 小崎 憲 米

Trackside Farm,
Tenlane Farm &
Liberation Farm

502± 0 〃 クビ 18．5�
713� アンテインテッド 牝3栗 54 和田 竜二�大樹ファーム 松元 茂樹 米

Daniel J.
Burke & Kath-
leen Schweizer

462＋ 41：12．1� 64．9�
47 ウォーターチューン 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B452± 01：12．2	 14．2	
35 ボウマンミル 牡3青鹿56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－101：12．41	 5．0

816 アグネスコスモス 牝3芦 54

51 ▲森 一馬渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 484＋ 61：12．61	 210．2�
612 シゲルコギツネザ 牝3栗 54 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 450± 01：12．91� 6．3�
59 ハローブライアン 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 400± 01：13．53	 91．7
36 メイショウヌナカワ 牝3黒鹿54 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 464＋121：13．6	 260．0�
23 � ウ タ ヒ メ 牝3鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 500－ 41：13．91� 114．2�
24 アスカリンカーン 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 442－ 61：14．21� 36．4�
12 キャロルハット 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 452＋101：14．51� 432．3�
11 テイエムアイガー 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 520＋14 〃 ハナ 225．8�
510 バクソクワイルダー 牝3鹿 54 川須 栄彦関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 456＋ 41：15．03 233．9�
815 ケンジントン 牝3鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 61：15．74 316．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，917，300円 複勝： 64，339，400円 枠連： 10，887，400円
馬連： 41，638，400円 馬単： 34，221，400円 ワイド： 22，582，300円
3連複： 59，851，700円 3連単： 119，707，700円 計： 377，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 380円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 340円 �� 700円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 10，170円

票 数

単勝票数 計 239173 的中 � 107437（1番人気）
複勝票数 計 643394 的中 � 363266（1番人気）� 48211（4番人気）� 20918（6番人気）
枠連票数 計 108874 的中 （6－7） 18423（2番人気）
馬連票数 計 416384 的中 �� 46362（3番人気）
馬単票数 計 342214 的中 �� 25990（3番人気）
ワイド票数 計 225823 的中 �� 18693（3番人気）�� 7780（9番人気）�� 3613（16番人気）
3連複票数 計 598517 的中 ��� 15610（10番人気）
3連単票数 計1197077 的中 ��� 8690（30番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―11．8―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．5―47．3―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 ・（7，11，13）（9，14）（4，8，15，16）（5，6）12（2，10，3）－1 4 ・（7，11）（13，14）（4，8，9）6（16，10，3）12（15，5）2－1

勝馬の
紹 介

ス テ ー キ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．7．7 中京7着

2010．3．19生 牡3栗 母 シーキングロイヤル 母母 Canoodling 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔調教再審査〕 メイショウヌナカワ号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 デイスピリッツ号・トーワレッテラ号・ノイ号

第４回 阪神競馬 第４日



26039 9月15日 曇 稍重 （25阪神4）第4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

714 ウォーシップマーチ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 462＋ 41：52．3 12．1�
35 クリノバトゥーラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 中村 和夫 456－ 61：53．04 9．3�
12 ディオーサシチー 牝3鹿 54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 464＋ 21：53．31� 3．9�
48 ライドンシャフト 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 496－ 41：53．4� 2．6�
612 ラ ム レ ッ ト 牝3栗 54 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：53．72 7．5	
510 アドマイヤキンボシ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508－ 21：53．8クビ 16．6

47 ドリームルーツ 牡3鹿 56 畑端 省吾セゾンレースホース� 加用 正 新ひだか 畑端牧場 486－101：53．9� 170．4�
24 ホットバタードラム 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448－ 41：54．11� 7．1�
713 ドミニクバローズ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 林 孝輝 456－141：54．41� 64．2
815 カネトシアルガルベ 牝3栗 54 太宰 啓介兼松 利男氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 450－ 41：55．25 77．7�
59 ドラマティコ 牝3栗 54 中村 将之岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 81：55．41� 564．8�
611 ゼンノアロウ �3鹿 56 熊沢 重文大迫久美子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 520＋18 〃 アタマ 195．1�
23 ウォーターガール 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 428－ 21：56．14 32．8�
11 アイズオブラヴァー 牝3鹿 54 川須 栄彦有限会社シルク牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：56．42 286．4�
36 メイショウイカルス 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好�氏 藤沢 則雄 新ひだか 山際 智 486＋ 21：57．67 147．0�
816 ライブリクリール 牡3黒鹿 56

53 ▲森 一馬加藤 哲郎氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 464－12 （競走中止） 195．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，498，100円 複勝： 32，860，200円 枠連： 9，942，000円
馬連： 42，349，500円 馬単： 28，198，500円 ワイド： 21，739，700円
3連複： 58，320，500円 3連単： 99，417，600円 計： 313，326，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 410円 � 320円 � 160円 枠 連（3－7） 4，580円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 12，010円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，080円 �� 710円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 60，990円

票 数

単勝票数 計 204981 的中 � 13445（6番人気）
複勝票数 計 328602 的中 � 17868（7番人気）� 24382（5番人気）� 69810（2番人気）
枠連票数 計 99420 的中 （3－7） 1605（17番人気）
馬連票数 計 423495 的中 �� 5246（21番人気）
馬単票数 計 281985 的中 �� 1733（41番人気）
ワイド票数 計 217397 的中 �� 2678（23番人気）�� 4949（15番人気）�� 7838（8番人気）
3連複票数 計 583205 的中 ��� 4950（33番人気）
3連単票数 計 994176 的中 ��� 1203（186番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．1―12．3―12．2―12．4―12．6―13．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．6―48．9―1：01．1―1：13．5―1：26．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーシップマーチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．4．21 京都12着

2010．5．5生 牡3黒鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music 3戦1勝 賞金 4，000，000円
〔競走中止〕 ライブリクリール号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイズオブラヴァー号・メイショウイカルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年10月15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 ブライトグローリイ号

26040 9月15日 曇 稍重 （25阪神4）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時25分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

47 キョウワランサー 牡2栗 54 北村 友一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 446 ―1：13．5 7．8�
713 トーコープラネット 牡2栗 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 452 ― 〃 クビ 12．0�
610 シ ゲ ル イ ヨ 牡2黒鹿54 松田 大作森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 526 ―1：13．71� 16．7�
712 メイショウトッピー 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 近藤牧場 448 ― 〃 アタマ 7．6�
22 ディーセントワーク 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―1：13．8クビ 3．5�
58 ディープカジノ 牡2鹿 54 太宰 啓介深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 460 ―1：15．18 115．0	
611 カウガールブルース 牝2栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 468 ―1：15．31� 40．9

35 ホッコームサシ 牡2鹿 54 幸 英明矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 梅田牧場 542 ―1：15．4� 8．1�
46 	 ノブシェンカー 牡2鹿 54 藤田 伸二前田 亘輝氏 森 秀行 米

R Gorham &
Mast Thor-
oughbreds LLC

484 ―1：15．5クビ 3．1�
34 ハードモンラッシェ 牡2青 54

51 ▲森 一馬津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 474 ―1：15．6� 113．0
814 シゲルハリマ 牡2栗 54

52 △中井 裕二森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 498 ―1：15．7� 27．9�
815 スリーサウス 牡2鹿 54 国分 恭介永井商事� 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 468 ―1：15．8クビ 129．8�
23 トーホウボンバー 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 446 ―1：15．9
 161．4�
11 セイスナッピー 牡2栗 54 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 484 ―1：16．21
 58．4�
59 ベ イ ル 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 日吉 正和 新ひだか 折手牧場 450 ― 〃 アタマ 92．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，945，000円 複勝： 32，287，200円 枠連： 12，446，000円
馬連： 41，041，500円 馬単： 26，246，000円 ワイド： 19，992，600円
3連複： 51，665，300円 3連単： 84，700，800円 計： 290，324，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 330円 � 370円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，270円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 80，560円

票 数

単勝票数 計 219450 的中 � 22225（4番人気）
複勝票数 計 322872 的中 � 31783（4番人気）� 25566（6番人気）� 22370（7番人気）
枠連票数 計 124460 的中 （4－7） 15189（2番人気）
馬連票数 計 410415 的中 �� 6547（19番人気）
馬単票数 計 262460 的中 �� 2448（32番人気）
ワイド票数 計 199926 的中 �� 3588（17番人気）�� 3919（16番人気）�� 2836（22番人気）
3連複票数 計 516653 的中 ��� 2650（44番人気）
3連単票数 計 847008 的中 ��� 776（247番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．3―12．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．9―48．4―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワランサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．5．20生 牡2栗 母 アサカプティット 母母 プティットイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 キネオマドンナ号（疾病〔左寛跛行〕のため）



26041 9月15日 雨 稍重 （25阪神4）第4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
1：46．0

良
良

66 シャドウダンサー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496 ―1：49．5 3．8�
77 ハイプレッシャー 牡2黒鹿54 川須 栄彦�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506 ― 〃 ハナ 90．5�
55 トウキョウタフガイ 牡2鹿 54 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 462 ―1：49．6� 13．8�
89 ユニコーンバローズ 牡2青鹿54 浜中 俊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム 488 ―1：49．7� 30．8�
44 ハギノハイブリッド 牡2栗 54 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 クビ 27．3�
88 ストームインパクト 牡2鹿 54 四位 洋文�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 452 ―1：50．02 2．0	
22 エリタージュゲラン 牡2鹿 54 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 444 ―1：50．21� 21．5

33 エアカミュゼ 牡2黒鹿54 内田 博幸 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508 ―1：50．94 5．5�
11 リ ノ リ オ 牡2黒鹿54 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 478 ―1：51．43 8．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，154，800円 複勝： 42，539，700円 枠連： 8，664，000円
馬連： 44，143，700円 馬単： 38，321，700円 ワイド： 21，194，600円
3連複： 53，871，500円 3連単： 136，418，700円 計： 376，308，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 1，910円 � 390円 枠 連（6－7） 10，990円

馬 連 �� 13，580円 馬 単 �� 21，060円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 920円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 34，820円 3 連 単 ��� 267，050円

票 数

単勝票数 計 311548 的中 � 65995（2番人気）
複勝票数 計 425397 的中 � 84621（2番人気）� 4541（9番人気）� 26705（5番人気）
枠連票数 計 86640 的中 （6－7） 582（23番人気）
馬連票数 計 441437 的中 �� 2400（29番人気）
馬単票数 計 383217 的中 �� 1343（48番人気）
ワイド票数 計 211946 的中 �� 1387（30番人気）�� 5953（9番人気）�� 787（34番人気）
3連複票数 計 538715 的中 ��� 1142（66番人気）
3連単票数 計1364187 的中 ��� 377（379番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．7―12．2―12．7―12．4―12．1―11．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．7―47．9―1：00．6―1：13．0―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．5
3 ・（1，3）9，7（2，6）8（4，5） 4 ・（1，3）9（2，6，7）（5，8）4

勝馬の
紹 介

シャドウダンサー 
�
父 ホワイトマズル 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．3．11生 牡2黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 リノリオ号の調教師西園正都は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

26042 9月15日 雨 重 （25阪神4）第4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

816 カシュカシュ 牝4鹿 55
52 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 434－ 21：51．3 2．8�

47 ヴァレンティーア 牝3栗 52 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：51．72� 37．2�
815� テーオーフェアリー 牝4栗 55 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：51．8� 74．0�
713 サイモンガーランド 牝4鹿 55 浜中 俊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492± 01：51．9� 4．5�
611 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 52 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 466＋ 41：52．11 4．5�
36 セカイノカナ 牝3芦 52 荻野 要泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 444＋20 〃 クビ 22．5�
24 シンコームーン 牝4栗 55 水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 454－ 21：52．2� 44．5	
48 ティボリハーモニー 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 484＋ 41：52．51� 52．1


59 キセキノチャンス 牝3栗 52 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 486＋ 8 〃 クビ 29．1�
11 マ シ ュ マ ロ 牝4白 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：52．6クビ 5．6
612 ブ ロ ッ ケ ン 牝4鹿 55 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：52．92 38．7�
35 ヤマニンペルル 牝3芦 52 伊藤 工真土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 430＋ 21：53．0� 152．0�
12 タマモアルバ 牝3鹿 52 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 498＋221：53．32 39．1�
510 ライブリハート 牝3栗 52 古川 吉洋加藤 哲郎氏 木原 一良 浦河 高村牧場 476－ 8 〃 ハナ 471．4�
714 ディレットリーチェ 牝3栗 52 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B478－121：53．61� 22．7�
23 チ サ ト 牝3栗 52

49 ▲城戸 義政鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 合資会社カ
ネツ牧場 448－ 21：54．02� 170．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，063，800円 複勝： 42，691，600円 枠連： 15，720，600円
馬連： 53，987，900円 馬単： 32，291，500円 ワイド： 27，697，600円
3連複： 77，350，800円 3連単： 122，547，400円 計： 397，351，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 800円 � 1，380円 枠 連（4－8） 2，780円

馬 連 �� 7，250円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 2，750円 �� 13，080円

3 連 複 ��� 96，430円 3 連 単 ��� 473，510円

票 数

単勝票数 計 250638 的中 � 72035（1番人気）
複勝票数 計 426916 的中 � 109181（1番人気）� 11203（10番人気）� 6236（13番人気）
枠連票数 計 157206 的中 （4－8） 4179（9番人気）
馬連票数 計 539879 的中 �� 5498（25番人気）
馬単票数 計 322915 的中 �� 2507（25番人気）
ワイド票数 計 276976 的中 �� 2878（31番人気）�� 2495（36番人気）�� 513（78番人気）
3連複票数 計 773508 的中 ��� 592（187番人気）
3連単票数 計1225474 的中 ��� 191（924番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．9―48．9―1：01．1―1：13．2―1：25．5―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カシュカシュ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー 2012．3．24 中京9着

2009．2．19生 牝4鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets 12戦3勝 賞金 27，890，000円
〔騎手変更〕 ヴァレンティーア号の騎手小牧太は，誤記のため川田将雅に変更。
〔制裁〕 ヴァレンティーア号の調教師中尾秀正は，出馬投票に際し騎手名を誤記して騎手変更となったことについて過怠金

30，000円。
※チサト号・ライブリハート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26043 9月15日 雨 重 （25阪神4）第4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 7，200，000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

611 バハドゥール 牡4鹿 57 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋101：23．4 6．0�

713 ガッサンプレイ 牡3栗 55 岩田 康誠西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 460＋ 61：23．61� 9．0�
11 サンクフルネス 牡4青 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 454－ 81：23．81� 13．5�
510� ハネムーンゴシップ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太藤井聡一郎氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 464－ 81：24．01� 50．4�
612 メイショウマルマル 牡3芦 55 内田 博幸松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 480－101：24．1� 15．8�
714 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 小牧 太中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 516± 01：24．31� 6．1�
47 ダイナミックウオー 牡3黒鹿55 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 506－121：24．4	 6．7	
24 � ギルドマスター 牡4栗 57 川須 栄彦香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 494－ 21：24．5� 56．5

35 アドマイヤシェル 牡3栗 55 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：24．71� 2．9�
48 ウ ル フ 牡3黒鹿55 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 464－141：24．8� 107．8
12 カシノチョッパー 牡4黒鹿57 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 456－ 61：24．9クビ 174．6�
36 ガッチリガッチリ 牡7黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 488－ 2 〃 クビ 131．1�
816 マルシゲサムライ 牡3栗 55 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 432－ 21：25．0クビ 137．4�
815 グロシュラライト 牡3黒鹿55 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 448＋ 21：25．42� 19．6�
59 サンキストロード 牡3鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 524＋161：25．5� 14．6�
23 � エスペラール 牡4芦 57 高倉 稜古賀 和夫氏 和田正一郎 浦河 大柳ファーム 474－101：26．03 274．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，640，600円 複勝： 47，934，600円 枠連： 19，184，300円
馬連： 66，015，000円 馬単： 36，654，600円 ワイド： 33，742，700円
3連複： 90，277，500円 3連単： 137，279，000円 計： 458，728，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 290円 � 320円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，020円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 37，850円

票 数

単勝票数 計 276406 的中 � 36488（2番人気）
複勝票数 計 479346 的中 � 63976（3番人気）� 42232（5番人気）� 37209（6番人気）
枠連票数 計 191843 的中 （6－7） 26179（1番人気）
馬連票数 計 660150 的中 �� 22915（8番人気）
馬単票数 計 366546 的中 �� 6967（14番人気）
ワイド票数 計 337427 的中 �� 11138（7番人気）�� 8138（12番人気）�� 5317（23番人気）
3連複票数 計 902775 的中 ��� 8586（31番人気）
3連単票数 計1372790 的中 ��� 2677（118番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．0―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．5―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バハドゥール �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．11．6 京都9着

2009．2．17生 牡4鹿 母 マックスキャンドゥ 母母 マツクスドリーマー 14戦2勝 賞金 21，379，000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 チサト号

26044 9月15日 雨 重 （25阪神4）第4日 第8競走 ��
��1，600�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
1：32．0
1：30．7

良
良

510 スリーカーニバル 牝3鹿 53 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 458－ 51：35．5 112．5�
11 トウカイバイタル 牡3黒鹿55 浜中 俊内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 456＋12 〃 ハナ 2．0�
35 トーホウスマート 牡3栗 55 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 470＋ 21：35．92� 18．7�
24 ロ ノ 牡4黒鹿57 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 462＋ 6 〃 クビ 8．3�
715 タガノバスター 牡3栗 55 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－121：36．0� 185．1�
611 マルタカシクレノン 牡5青鹿57 藤田 伸二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 488－ 41：36．1クビ 249．2	
23 レッドフォーチュン 牝3芦 53 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 444－ 61：36．2	 110．2

817
 イエスミートゥー 牝3栗 53

52 ☆菱田 裕二沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 466＋ 2 〃 クビ 143．1�
713 リスヴェリアート 牡3鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 440－ 21：36．3� 12．5�
36 プリンシペアスール 牡4鹿 57

55 △中井 裕二吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 464＋101：36．4	 38．4
818 エクスパーシヴ 牝3鹿 53 戸崎 圭太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 480＋ 61：36．6	 4．3�
59 ディアデラバンデラ �4黒鹿57 和田 竜二 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 462± 01：37．02� 107．8�
612 タマモベルモット 牡3鹿 55 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 478－ 8 〃 アタマ 43．3�
47 
 デンコウチャレンジ 牝4鹿 55 熊沢 重文田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 41：37．1� 505．5�
816 シゲルヘビザ 牡3黒鹿55 北村 友一森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 488＋ 4 〃 アタマ 32．0�
12 
 スナーククラウン 牡4鹿 57

54 ▲藤懸 貴志杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 460＋ 41：37．2クビ 176．6�
48 イ キ 牡3栗 55 内田 博幸前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 21：37．83� 90．7�
714 ピュアソウル 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 414± 01：38．75 8．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，461，300円 複勝： 70，022，100円 枠連： 22，408，500円
馬連： 82，700，100円 馬単： 56，600，200円 ワイド： 40，522，600円
3連複： 113，194，100円 3連単： 242，446，900円 計： 665，355，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，250円 複 勝 � 1，710円 � 120円 � 430円 枠 連（1－5） 4，380円

馬 連 �� 10，210円 馬 単 �� 33，860円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 12，080円 �� 570円

3 連 複 ��� 41，240円 3 連 単 ��� 461，150円

票 数

単勝票数 計 374613 的中 � 2626（13番人気）
複勝票数 計 700221 的中 � 6626（13番人気）� 271041（1番人気）� 31077（6番人気）
枠連票数 計 224085 的中 （1－5） 3784（15番人気）
馬連票数 計 827001 的中 �� 5982（25番人気）
馬単票数 計 566002 的中 �� 1234（65番人気）
ワイド票数 計 405226 的中 �� 3358（27番人気）�� 783（64番人気）�� 19083（5番人気）
3連複票数 計1131941 的中 ��� 2026（86番人気）
3連単票数 計2424469 的中 ��� 388（705番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．6―47．3―59．2―1：11．2―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．3
3 15（16，14）（7，8）（2，3，10）－（1，6）（4，13）（5，18）11（9，12，17） 4 15（7，14）（8，10）16（3，6）（2，1，4）（18，13）5－（9，11）－17，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スリーカーニバル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．9 阪神2着

2010．3．31生 牝3鹿 母 マンボカーニバル 母母 Shahpari 10戦2勝 賞金 16，220，000円
［他本会外：1戦0勝］



26045 9月15日 雨 不良 （25阪神4）第4日 第9競走 ��
��1，400�

しんりょう

新 涼 特 別
発走14時25分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 � アンリヴィールド 牝4栗 55 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米
Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

480＋ 41：22．7 7．4�
35 シゲルモトナリ 牡6黒鹿57 菱田 裕二森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 510－121：23．02 66．9�
714 カチューシャ 牝4栃栗55 内田 博幸窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 464－ 81：23．1クビ 3．1�
47 	 エーシンルミナス 牝4鹿 55 北村 友一�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 462－ 21：23．31
 12．4�
11 	 アートオブビーン 牝6鹿 55 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 466± 01：23．62 260．1	
611 ポップアイコン 牝4栗 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム 474＋ 21：23．7
 2．7

24 テルミーホワイ 牡6鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498＋ 8 〃 アタマ 85．1�
713 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 国分 優作薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 462－ 41：23．91� 14．3�
12 �	 クールヴェント 牡5鹿 57 中井 裕二櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 524＋121：24．1� 61．9
23 スイングエンジン 牡7栗 57 岩田 康誠平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 472－ 21：24．2
 15．1�
612 ウォーターサムデイ 牡7鹿 57 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 460－161：24．41 122．0�
510 セトブリッジ 牡4黒鹿57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 502－12 〃 ハナ 63．9�
59 	 スプリングオスロ 牡6鹿 57 原田 敬伍加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 496－101：24．61
 55．3�
48 タイキソレイユ 牝4黒鹿55 川田 将雅�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460＋101：24．91� 9．1�
815 オーミレイライン 牡7鹿 57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 田島 良保 日高 幾千世牧場 534＋ 61：25．0
 113．4�
816 ブリリアントシチー 牡6栗 57 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 今井 秀樹 536＋121：25．32 371．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，481，500円 複勝： 69，862，300円 枠連： 24，597，200円
馬連： 108，497，200円 馬単： 64，417，000円 ワイド： 47，922，000円
3連複： 140，444，800円 3連単： 255，704，200円 計： 752，926，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 1，130円 � 160円 枠 連（3－3） 19，930円

馬 連 �� 15，880円 馬 単 �� 25，730円

ワ イ ド �� 4，810円 �� 530円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 18，860円 3 連 単 ��� 122，070円

票 数

単勝票数 計 414815 的中 � 44173（3番人気）
複勝票数 計 698623 的中 � 69049（3番人気）� 12020（12番人気）� 150684（2番人気）
枠連票数 計 245972 的中 （3－3） 911（31番人気）
馬連票数 計1084972 的中 �� 5043（35番人気）
馬単票数 計 644170 的中 �� 1848（61番人気）
ワイド票数 計 479220 的中 �� 2330（41番人気）�� 24398（3番人気）�� 4114（30番人気）
3連複票数 計1404448 的中 ��� 5496（47番人気）
3連単票数 計2557042 的中 ��� 1546（333番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．7―11．8―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．1―46．9―58．6―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンリヴィールド �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Forty Niner デビュー 2011．11．26 京都1着

2009．1．17生 牝4栗 母 Stylish Society 母母 Northern Style 9戦4勝 賞金 38，374，000円
※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 ダノンレジェンド号・トップオブザヘヴン号

26046 9月15日 雨 不良 （25阪神4）第4日 第10競走 ��
��1，800�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（1着）
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
1：48．5
1：47．8

重
重

79 ジョヴァンニ 牡4栗 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502－ 21：49．4 3．5�

44 フレイムオブピース 牡4黒鹿57 幸 英明 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 464－ 21：50．14 2．2�
33 � グレイレジェンド 牡5芦 57 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 472± 01：50．2クビ 58．4�
22 メタギャラクシー 牡6鹿 57 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B496＋ 21：50．41	 86．3�
811 ギャザーロージズ 
6芦 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 ハナ 8．9	
11 セイカフォルトゥナ 牝4栗 55 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 480± 01：50．5� 8．1

710 アドマイヤジャガー 牡6鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 21：50．7� 48．4�
67 コウユーヒーロー 牡6青 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 516－ 61：51．23 45．9�
55 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 57 藤田 伸二小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B488－101：51．41 123．7
68 ドレミファドン 牡5黒鹿57 川田 将雅千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム 510＋16 〃 ハナ 7．9�
812 ラ タ ー シ ュ 牡7栗 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 520＋141：51．71� 52．4�
56 ダートムーア 牝5鹿 55 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484＋121：51．91� 20．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，497，000円 複勝： 76，071，900円 枠連： 23，840，900円
馬連： 128，235，200円 馬単： 80，334，100円 ワイド： 51，601，000円
3連複： 163，537，900円 3連単： 355，917，800円 計： 927，035，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 110円 � 700円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，150円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 14，410円

票 数

単勝票数 計 474970 的中 � 107488（2番人気）
複勝票数 計 760719 的中 � 139386（2番人気）� 269787（1番人気）� 15398（9番人気）
枠連票数 計 238409 的中 （4－7） 50397（1番人気）
馬連票数 計1282352 的中 �� 276638（1番人気）
馬単票数 計 803341 的中 �� 76794（2番人気）
ワイド票数 計 516010 的中 �� 84938（1番人気）�� 4944（25番人気）�� 9895（14番人気）
3連複票数 計1635379 的中 ��� 26123（16番人気）
3連単票数 計3559178 的中 ��� 18238（42番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．2―12．1―11．8―11．9―12．1―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．0―49．1―1：00．9―1：12．8―1：24．9―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョヴァンニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．2．19 京都2着

2009．5．10生 牡4栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 11戦5勝 賞金 64，029，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 セイカフォルトゥナ号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※ギャザーロージズ号・ジョウノボヘミアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



26047 9月15日 雨 重 （25阪神4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第31回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

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

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 1，316，000円 376，000円 188，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

11 デニムアンドルビー 牝3鹿 54 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446＋141：47．7 3．8�

715 シャトーブランシュ 牝3鹿 54 北村 友一有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 476± 01：47．8� 28．1�
12 ウ リ ウ リ 牝3青 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 ハナ 31．0�
818 メイショウマンボ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 486＋ 8 〃 クビ 5．4�
23 ウインプリメーラ 牝3黒鹿54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 61：47．9クビ 26．8�
48 ローブティサージュ 牝3青 54 岩田 康誠有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋121：48．11� 12．9	
611 リメインサイレント 牝3鹿 54 柴山 雄一 
社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 486＋ 21：48．42 117．7�
816 ノボリディアーナ 牝3栗 54 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462＋ 81：48．6� 17．8�
714 ピクシーホロウ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 478＋ 21：48．92 51．3
713 ボロンベルラルーン 牝3鹿 54 国分 優作
ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 440－ 61：49．0� 418．2�
47 トーセンソレイユ 牝3鹿 54 四位 洋文島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450＋32 〃 クビ 15．8�
24 コレクターアイテム 牝3黒鹿54 小牧 太�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476＋ 81：49．1クビ 40．1�
510 レッドオーヴァル 牝3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 434＋12 〃 ハナ 5．3�
35 エバーブロッサム 牝3鹿 54 戸崎 圭太宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 458－ 21：49．73� 4．9�
36 セレブリティモデル 牝3黒鹿54 松山 弘平 
社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 482－ 61：50．23 93．1�
59 ブリュネット 牝3栗 54 酒井 学 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 61：50．3� 229．6�
612 アサクサティアラ 牝3青鹿54 池添 謙一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432± 01：50．4クビ 59．2�
817 リラコサージュ 牝3栗 54 松田 大作 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 426＋201：50．61� 40．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 184，356，200円 複勝： 301，272，000円 枠連： 148，385，100円
馬連： 688，600，800円 馬単： 353，289，800円 ワイド： 267，913，400円
3連複： 1，051，892，000円 3連単： 1，987，610，800円 計： 4，983，320，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 570円 � 680円 枠 連（1－7） 2，730円

馬 連 �� 7，840円 馬 単 �� 14，600円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，640円 �� 7，110円

3 連 複 ��� 47，410円 3 連 単 ��� 269，150円

票 数

単勝票数 計1843562 的中 � 387515（1番人気）
複勝票数 計3012720 的中 � 600088（1番人気）� 120607（8番人気）� 97962（10番人気）
枠連票数 計1483851 的中 （1－7） 40165（13番人気）
馬連票数 計6886008 的中 �� 64855（25番人気）
馬単票数 計3532898 的中 �� 17870（47番人気）
ワイド票数 計2679134 的中 �� 32192（23番人気）�� 40856（16番人気）�� 9083（66番人気）
3連複票数 計10518920 的中 ��� 16377（133番人気）
3連単票数 計19876108 的中 ��� 5450（686番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．7―11．9―11．9―11．9―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―34．6―46．3―58．2―1：10．1―1：22．0―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．6
3 14，16，11，8，10（3，9，17）7（2，6，12，18）5（4，13，15）－1 4 14－16，11，8（3，10，17）7（2，9，18）1（4，6，12，13）15，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デニムアンドルビー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2013．2．3 京都2着

2010．1．31生 牝3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 6戦3勝 賞金 140，510，000円
〔発走状況〕 アサクサティアラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アサクサティアラ号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりデニムアンドルビー号・シャトーブランシュ号・ウリウリ号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月15日 雨 重 （25阪神4）第4日 第12競走 ��
��1，200�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 7，200，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

47 ヒ ー ラ 牝4鹿 55
53 △中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 428＋ 61：10．2 8．0�

23 � エンプレスラブ 牝4黒鹿 55
54 ☆菱田 裕二 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 B508＋ 81：10．3	 28．1�

815 ライブリシュネル 牡3鹿 55 酒井 学加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 4 〃 クビ 31．9�
35 セイウンヒマワリ 牝3栗 53 太宰 啓介西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 384－141：10．4
 22．5�
612 ドリームマークス 牡3鹿 55 小牧 太セゾンレースホース� 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 464± 0 〃 クビ 3．5�
816 ヤマニンボンプアン 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 486－ 81：10．6	 26．4	
714 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 和子氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 462± 0 〃 アタマ 127．9

24 トップルビー 牝5黒鹿55 鮫島 良太�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 436－18 〃 ハナ 58．6�
48 アウトシャイン 牝3黒鹿53 北村 友一 �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 464＋ 21：10．7
 5．7
713 ジェネクラージュ 牡3栗 55 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 442＋ 2 〃 アタマ 17．2�
611 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 472－ 41：10．8
 59．5�
11 � アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 478± 0 〃 クビ 11．6�
36 � スリーキャピトル 牝4鹿 55 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 468－ 21：10．9	 9．2�
12 スイートドーナッツ 牡3黒鹿55 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 454＋ 61：11．11� 10．8�
59 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 岩田 康誠藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 464－ 6 〃 ハナ 54．4�
510 サクラエミネント 牝4鹿 55 四位 洋文�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 460＋ 21：11．2
 8．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，585，700円 複勝： 77，564，500円 枠連： 42，900，600円
馬連： 185，831，900円 馬単： 78，683，100円 ワイド： 62，967，200円
3連複： 203，393，700円 3連単： 355，707，600円 計： 1，055，634，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 320円 � 810円 � 880円 枠 連（2－4） 3，750円

馬 連 �� 16，520円 馬 単 �� 23，900円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 4，020円 �� 10，890円

3 連 複 ��� 131，100円 3 連 単 ��� 595，270円

票 数

単勝票数 計 485857 的中 � 47968（3番人気）
複勝票数 計 775645 的中 � 72386（4番人気）� 23771（10番人気）� 21935（11番人気）
枠連票数 計 429006 的中 （2－4） 8447（16番人気）
馬連票数 計1858319 的中 �� 8862（54番人気）
馬単票数 計 786831 的中 �� 2430（87番人気）
ワイド票数 計 629672 的中 �� 3874（49番人気）�� 3877（48番人気）�� 1412（93番人気）
3連複票数 計2033937 的中 ��� 1145（303番人気）
3連単票数 計3557076 的中 ��� 441（1518番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．4―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．9―45．3―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．3
3 3，10（1，7，16）（9，12）11，6（5，15）8（2，14）13，4 4 3，10（1，7，16）（9，12）11（6，5，15）14（2，8）13，4

勝馬の
紹 介

ヒ ー ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2011．7．31 函館1着

2009．2．25生 牝4鹿 母 セントフロンティア 母母 Cashelmara 17戦2勝 賞金 23，528，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ドリームマークス号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：5番）
※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 サイキセキ号

４レース目



（25阪神4）第4日 9月15日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 180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

262，510，000円
7，310，000円
2，780，000円
23，690，000円
61，372，000円
4，986，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
525，945，100円
890，197，400円
347，482，400円
1，522，374，100円
853，298，700円
637，209，900円
2，121，137，400円
3，990，566，000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 10，888，211，000円

総入場人員 17，887名 （有料入場人員 16，681名）
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