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26097 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時50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

48 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± 01：55．5 1．5�
35 アカリロンドン 牡2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 440－ 21：56．03 72．0�
510 セントコロナ 牡2栗 54 小牧 太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500－ 21：56．21� 14．1�
36 マウンテンライオン 牡2鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 588＋ 61：56．73 4．4�
714 タ マ モ リ ド 牝2黒鹿54 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：56．91� 114．7	
47 シゲルヒタチ 牡2栗 54

53 ☆中井 裕二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 462± 01：57．22 291．1

59 キタサンワイルド 牡2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二�大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 506－ 81：57．3クビ 27．9�
12 マーシャラー 牡2黒鹿54 丸山 元気畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 502－ 4 〃 ハナ 249．9�
23 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 510－ 41：57．4� 126．3
24 テイエムゲッタドン 牡2栗 54

52 △横山 和生竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 478＋ 81：57．5クビ 17．8�
11 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 464－ 21：57．6	 34．6�
816 ダンディーズムーン 牡2鹿 54 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋18 〃 ハナ 14．7�
713 サザンキング 牡2芦 54 北村 友一南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 458± 0 〃 ハナ 128．1�
612 カウガールブルース 牝2栗 54 国分 恭介吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470＋ 21：58．34 65．8�
815 シゲルハリマ 牡2栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 500＋ 21：59．910 95．5�
611 ドリームノート 牝2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：00．43 90．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，308，900円 複勝： 68，270，300円 枠連： 9，738，200円
馬連： 38，620，400円 馬単： 28，495，100円 ワイド： 20，393，600円
3連複： 55，828，600円 3連単： 101，163，000円 計： 343，818，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 550円 � 270円 枠 連（3－4） 300円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 390円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 39，890円

票 数

単勝票数 計 213089 的中 � 117069（1番人気）
複勝票数 計 682703 的中 � 484565（1番人気）� 10837（8番人気）� 26237（3番人気）
枠連票数 計 97382 的中 （3－4） 24121（1番人気）
馬連票数 計 386204 的中 �� 7489（11番人気）
馬単票数 計 284951 的中 �� 3753（18番人気）
ワイド票数 計 203936 的中 �� 4503（10番人気）�� 14433（2番人気）�� 937（39番人気）
3連複票数 計 558286 的中 ��� 4021（28番人気）
3連単票数 計1011630 的中 ��� 1872（100番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．5―13．4―13．9―12．9―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―37．1―50．5―1：04．4―1：17．3―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラユキヒメ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．7．13 中京9着

2011．4．24生 牝2栗 母 ナムラウタヒメ 母母 サンピエトラ 6戦1勝 賞金 9，300，000円

26098 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時20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
1：33．1

良
良

36 ワンアンドオンリー 牡2黒鹿54 国分 優作�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468－ 61：36．5 3．0�

612 ス ピ ナ ッ チ 牝2黒鹿54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 452＋ 21：36．6� 23．0�
713� シ ン ガ ン 牡2青鹿54 浜中 俊林 正道氏 松田 国英 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 452＋ 6 〃 クビ 2．5�
611 レ ム ミ ラ ス 牝2鹿 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 440± 01：36．91	 25．9�
818 スズカグランデ 牡2栗 54

53 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 452＋ 21：37．0クビ 13．1�
510 アクアマリンブレス 牡2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 	サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 アタマ 6．2

715 ビタミンエース 牡2鹿 54 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 500＋161：37．1� 63．9�
817� マ ス ク ゾ ロ 牡2黒鹿54 幸 英明門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

536＋ 21：37．41	 82．7�
11 サウンドカール 牡2青鹿54 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 438－ 41：37．5	 26．6
24 ルールウイニング 牡2鹿 54 国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 464± 0 〃 ハナ 55．6�
48 ワンダーエターナル 牡2鹿 54 秋山真一郎山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか 水丸牧場 440＋ 21：37．71� 59．5�
23 ショウナンガラシャ 牝2栗 54 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 450－ 21：37．91
 105．7�
12 マイネバラシア 牝2鹿 54 高倉 稜 �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 432＋ 41：38．0� 18．0�

59 キスザブライド 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 斉藤 安行 452＋ 2 〃 ハナ 452．7�
35 エミネントレコード 牡2鹿 54 丸山 元気�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 474－121：38．1	 48．4�
816 ジョウショーバジル 牝2鹿 54 鮫島 良太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 454－121：38．31
 444．5�
47 トーホウボンバー 牡2栗 54

51 ▲藤懸 貴志東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 446± 01：38．51
 506．3�
714 クリノパンテオン 牡2鹿 54

52 △横山 和生栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 434＋ 21：39．99 383．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，988，900円 複勝： 39，045，100円 枠連： 13，057，900円
馬連： 46，748，300円 馬単： 31，274，500円 ワイド： 26，434，500円
3連複： 64，605，100円 3連単： 99，526，000円 計： 345，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 280円 � 140円 枠 連（3－6） 1，670円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 570円 �� 210円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 13，790円

票 数

単勝票数 計 249889 的中 � 67062（2番人気）
複勝票数 計 390451 的中 � 88578（2番人気）� 26141（5番人気）� 90182（1番人気）
枠連票数 計 130579 的中 （3－6） 5795（9番人気）
馬連票数 計 467483 的中 �� 18875（6番人気）
馬単票数 計 312745 的中 �� 8344（9番人気）
ワイド票数 計 264345 的中 �� 10441（5番人気）�� 39350（1番人気）�� 5317（13番人気）
3連複票数 計 646051 的中 ��� 20947（5番人気）
3連単票数 計 995260 的中 ��� 5329（28番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．4―13．0―12．6―11．6―10．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．1―50．1―1：02．7―1：14．3―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．8
3 ・（5，11）12（4，8，15）（1，18）6，2（10，17）16（7，9）（3，13）14 4 ・（5，11，12）（4，8，15）6（1，18）（2，10，17）（9，16）（7，13）3－14

勝馬の
紹 介

ワンアンドオンリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．8．4 小倉12着

2011．2．23生 牡2黒鹿 母 ヴ ァ ー チ ュ 母母 サンタムール 3戦1勝 賞金 7，000，000円

第４回 阪神競馬 第９日



26099 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 ウインドストリーム 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム B460± 01：25．9 2．2�
713 ジョディーズロマン 牝3栗 54 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 436－ 8 〃 アタマ 34．3�
11 � レッドファンタジア 牝3黒鹿54 国分 恭介 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck

Stables LLC 504＋ 41：26．96 13．9�
59 クインポルカ 牝3芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440－101：27．0クビ 17．8�
36 ナ ナ リ ー 牝3鹿 54 丸山 元気 H.R.H．プリンセス・ハヤ 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋32 〃 ハナ 118．3�
24 メメキューティー 牝3栗 54 秋山真一郎本谷 惠氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490＋ 6 〃 クビ 30．7	
12 キ ー ヴ ュ ー 牡3栗 56 太宰 啓介北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 中本牧場 468＋121：27．42� 47．6

23 � イ ナ セ ナ 牡3栗 56 川田 将雅林 正道氏 吉田 直弘 米 Guy Snowden &

Diane Snowden 526＋ 21：27．72 3．1�
510 マルモクルーズ 牡3鹿 56 松田 大作まるも組合 木原 一良 浦河 江渡 繁治 476－ 41：27．8クビ 80．1�
714 ピ ア グ ラ ス 牝3栗 54

51 ▲藤懸 貴志吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454＋ 41：28．11	 78．6
35 メイショウパルフェ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 富田牧場 542＋ 81：28．2	 118．7�
816 インプレスシアトル 牝3栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 440－ 21：28．62� 9．8�
815 スズカフェミナ 牝3栗 54 高倉 稜永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 402 ―1：30．210 474．8�
48 � ワイドエクセレント 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gulf Coast
Farms LLC 532＋ 81：31．58 14．3�

611 エーシンシャイナー 牝3栗 54 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 442± 01：31．6クビ 257．6�
47 カエナポイント 牝3鹿 54 藤岡 康太下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 458－ 41：34．9大差 23．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，425，800円 複勝： 37，920，100円 枠連： 14，311，600円
馬連： 44，942，200円 馬単： 31，037，700円 ワイド： 25，596，900円
3連複： 62，683，900円 3連単： 105，251，500円 計： 347，169，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 430円 � 290円 枠 連（6－7） 3，160円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 620円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 32，930円

票 数

単勝票数 計 254258 的中 � 92848（1番人気）
複勝票数 計 379201 的中 � 92373（1番人気）� 18232（7番人気）� 31140（4番人気）
枠連票数 計 143116 的中 （6－7） 3352（11番人気）
馬連票数 計 449422 的中 �� 10331（11番人気）
馬単票数 計 310377 的中 �� 5128（16番人気）
ワイド票数 計 255969 的中 �� 5831（10番人気）�� 10703（5番人気）�� 1868（30番人気）
3連複票数 計 626839 的中 ��� 6879（18番人気）
3連単票数 計1052515 的中 ��� 2359（88番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインドストリーム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Outflanker デビュー 2012．7．21 中京2着

2010．1．19生 牝3鹿 母 ベユーズラッシー 母母 Bayou Plans 9戦1勝 賞金 15，090，000円
〔制裁〕 マルモクルーズ号の騎手松田大作は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・13番）

メメキューティー号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・11番）
〔その他〕 ワイドエクセレント号・エーシンシャイナー号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカフェミナ号・カエナポイント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月

29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。
（非抽選馬） 2頭 ストライクルート号・ルーキーズサン号

26100 9月29日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神4）第9日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

33 サンライズロイヤル 牡4鹿 60 平沢 健治松岡 隆雄氏 増本 豊 千歳 社台ファーム 530＋ 23：20．0 23．9�
44 マイネルフィエスタ 牡3芦 58 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 498＋ 23：20．1� 3．6�
77 アムールクエスト 牡4鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470＋123：20．73� 1．9�
55 ビコーピリラニ 牡3栗 58 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 484± 03：20．91� 70．1�
66 ヤ ラ マ イ カ 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 520＋ 23：22．510 18．2	
78 ヤマニンアーマー 牡5鹿 60 白浜 雄造土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466＋ 63：22．6� 16．3

22 リアルブラック 	4青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 492＋ 83：23．55 9．2�
810 メイショウタービン 牡4鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 454－ 43：24．56 11．4�
89 カノヤミノリ 牡4芦 60 黒岩 悠神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 468＋ 6 〃 クビ 61．7
11 ナムラコンカー 牡4鹿 60 北沢 伸也奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 546＋ 23：26．5大差 15．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，398，800円 複勝： 31，638，400円 枠連： 9，773，500円
馬連： 33，306，400円 馬単： 29，758，700円 ワイド： 17，392，000円
3連複： 48，973，000円 3連単： 117，608，100円 計： 306，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 310円 � 130円 � 110円 枠 連（3－4） 5，250円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 680円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 32，910円

票 数

単勝票数 計 183988 的中 � 6071（8番人気）
複勝票数 計 316384 的中 � 13942（7番人気）� 61965（2番人気）� 131512（1番人気）
枠連票数 計 97735 的中 （3－4） 1376（14番人気）
馬連票数 計 333064 的中 �� 5372（14番人気）
馬単票数 計 297587 的中 �� 1820（30番人気）
ワイド票数 計 173920 的中 �� 3302（15番人気）�� 5156（9番人気）�� 39572（1番人気）
3連複票数 計 489730 的中 ��� 19096（6番人気）
3連単票数 計1176081 的中 ��� 2638（99番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．3－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズロイヤル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．1．29 京都6着

2009．2．20生 牡4鹿 母 ロイヤルパートナー 母母 ダンスパートナー 障害：4戦1勝 賞金 8，100，000円



26101 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

816 ダイワダルタニアン 牡2芦 54 小牧 太大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468 ―1：23．6 19．7�
713 クインズハリジャン 牡2黒鹿54 藤田 伸二 �クイーンズ・ランチ 白井 寿昭 むかわ 上水牧場 492 ― 〃 クビ 3．4�
36 ガルデルスリール 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458 ―1：23．91� 4．7�
510 マサノクリスタル 牝2黒鹿54 古川 吉洋猪野毛雅人氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 444 ―1：24．32� 51．0�
59 クリノカンパニー 牡2鹿 54 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 470 ― 〃 クビ 10．2�
23 エイユービリオネア 牡2栗 54 鮫島 良太笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444 ―1：24．4クビ 123．5	
612 スリーキーパー 牝2栗 54 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 456 ― 〃 アタマ 76．3

24 ナムラキッス 牝2黒鹿54 国分 恭介奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 456 ― 〃 ハナ 32．0�
35 サンタエヴィータ 牝2栗 54 川田 将雅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 438 ―1：24．5� 10．3�
11 アマノウインジー 牡2黒鹿54 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 474 ― 〃 クビ 5．5
47 メ ネ ス 牝2黒鹿54 浜中 俊寺田 寿男氏 鈴木 孝志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：24．71� 6．2�
48 タガノハンター 牡2黒鹿54 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 436 ―1：24．8� 53．3�
817 サンレイロッキー 牡2鹿 54

51 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 468 ― 〃 クビ 137．0�
815 イ レ ー ヌ 牝2栗 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 428 ―1：25．11� 31．6�
714 シゲルイブリ 牝2鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 小原伊佐美 日高 千葉飯田牧場 458 ―1：25．63 187．6�
12 ゼンノスサノヲ 牡2栗 54 和田 竜二大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 464 ―1：26．23� 135．0�
611 カバーガール 牝2栗 54

53 ☆菱田 裕二前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 430 ―1：26．62� 46．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 23，490，900円 複勝： 35，150，900円 枠連： 17，274，900円
馬連： 49，006，300円 馬単： 32，608，800円 ワイド： 23，743，800円
3連複： 64，913，300円 3連単： 105，597，700円 計： 351，786，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 430円 � 170円 � 170円 枠 連（7－8） 1，610円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，530円 �� 440円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 51，680円

票 数

単勝票数 計 234909 的中 � 9421（7番人気）
複勝票数 計 351509 的中 � 16465（7番人気）� 66222（1番人気）� 59645（2番人気）
枠連票数 計 172749 的中 （7－8） 7960（9番人気）
馬連票数 計 490063 的中 �� 9517（15番人気）
馬単票数 計 326088 的中 �� 2529（38番人気）
ワイド票数 計 237438 的中 �� 3458（17番人気）�� 3662（16番人気）�� 14795（1番人気）
3連複票数 計 649133 的中 ��� 9040（17番人気）
3連単票数 計1055977 的中 ��� 1508（155番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．1―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．4―48．5―1：00．2―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．1
3 ・（10，13）16（3，6）（12，14）（1，4，15）（9，17）5，11，7，8－2 4 ・（10，13）16（3，6，14）12（1，4，15）（5，9）（7，17）－（8，11）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワダルタニアン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．2．8生 牡2芦 母 シャイニンググラス 母母 シャイニンレーサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26102 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時40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

36 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516－141：52．8 25．8�

24 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57
54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482± 0 〃 クビ 175．2�

713 セブンフォース 牡3栗 54 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：52．9クビ 33．0�
48 オーシャンドライブ 牡4黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 546＋ 21：53．0� 2．1�
611	 ローレルアウェイク 牡4鹿 57 松田 大作 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 514＋ 21：53．1
 42．0�
11 ワンダーアシャード 牡4栗 57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 512± 01：53．2
 5．6	
815 ラローザブル 牡3栗 54 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B498＋10 〃 アタマ 8．8

612 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 532－ 41：53．3クビ 4．6�
59 アルディエス 牡4鹿 57 国分 優作�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 456－ 6 〃 クビ 19．7�
12 	 トーセンサミット 牡4青鹿57 藤岡 康太島川 哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：53．4クビ 66．0�
816 スカイグラフィティ 牝3芦 52 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－161：53．72 72．7�
35 ムテキザセカンド 牡3栗 54

53 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 488－141：54．01
 15．7�
47 � グリッターテイル 牡5鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 488＋ 41：54．21 156．1�
510 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 486－121：54．83� 119．7�
23 ハレイワクィーン 牝3黒鹿52 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 468± 0 〃 クビ 114．7�
714 ガールフレンド 牝3栗 52 小林 徹弥北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 400＋ 21：56．18 478．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，028，400円 複勝： 51，118，900円 枠連： 14，658，400円
馬連： 59，469，300円 馬単： 39，005，400円 ワイド： 31，137，300円
3連複： 81，892，700円 3連単： 139，680，200円 計： 444，990，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 760円 � 3，050円 � 1，000円 枠 連（2－3） 14，510円

馬 連 �� 109，730円 馬 単 �� 309，530円

ワ イ ド �� 22，290円 �� 6，810円 �� 38，750円

3 連 複 ��� 1，208，740円 3 連 単 ��� 8，590，340円

票 数

単勝票数 計 280284 的中 � 8586（7番人気）
複勝票数 計 511189 的中 � 18416（7番人気）� 4225（14番人気）� 13664（9番人気）
枠連票数 計 146584 的中 （2－3） 746（29番人気）
馬連票数 計 594693 的中 �� 400（80番人気）
馬単票数 計 390054 的中 �� 93（176番人気）
ワイド票数 計 311373 的中 �� 343（84番人気）�� 1132（49番人気）�� 197（103番人気）
3連複票数 計 818927 的中 ��� 50（418番人気）
3連単票数 計1396802 的中 ��� 12（2515番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．4―12．9―12．8―12．8―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．2―50．1―1：02．9―1：15．7―1：27．8―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウオオカゼ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．10．28 東京1着

2010．3．26生 牡3黒鹿 母 オーソードレッシイ 母母 カクテルドレス 11戦2勝 賞金 21，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マンテンジャック号



26103 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

59 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 490＋ 21：47．1 45．8�
47 トーセンギャラリー 牡4鹿 57 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：47．31� 4．8�
11 シャイニーハーツ 牡3栗 54 丸山 元気小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 454± 0 〃 クビ 29．2�
816 プラチナテーラー 牝3鹿 52 藤岡 康太中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 61：47．51� 13．3�
715 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 516＋ 41：47．6� 15．3�
817 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 450－ 2 〃 アタマ 2．2	
510 オリーブジュエル 牝4青鹿 55

54 ☆菱田 裕二 
社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 34．0�
24 テイエムレンジャー 牡3鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 482＋ 4 〃 クビ 4．4�
611� メイショウインロウ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 516－ 21：47．81� 26．2
35 テイエムオペラドン 牡4鹿 57 幸 英明竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 458＋121：48．01� 28．0�
48 イ キ 牡3栗 54 岡田 祥嗣前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470＋ 41：48．31	 86．8�
818 ドルチェダモーレ 牝3芦 52 川須 栄彦一村 哲也氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤 正男 466－ 21：48．72� 211．9�
714 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿54 古川 吉洋橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 510－ 41：48．8	 42．8�
12 ベリービスケット 牝3黒鹿52 熊沢 重文簗詰 貴彦氏 鮫島 一歩 森 笹川大晃牧場 446－ 81：49．12 361．8�
36 メイショウチヨ 牝3栗 52 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 浦河 中島 俊明 440－ 41：49．3	 256．9�
23 セイミニスター 牡3鹿 54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 B448＋ 21：50．25 311．2�
713 デンコウショウイン 牡3青鹿54 中村 将之田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 472＋14 〃 クビ 650．5�
612 スプリングカタセ 牡3栗 54 畑端 省吾加藤 春夫氏 吉村 圭司 様似 清水 誠一 486＋ 21：50．51	 160．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，232，000円 複勝： 46，874，100円 枠連： 17，284，300円
馬連： 62，659，100円 馬単： 40，583，100円 ワイド： 30，652，300円
3連複： 81，579，400円 3連単： 138，805，400円 計： 446，669，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，580円 複 勝 � 1，060円 � 200円 � 620円 枠 連（4－5） 4，490円

馬 連 �� 11，700円 馬 単 �� 29，110円

ワ イ ド �� 3，350円 �� 6，170円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 50，470円 3 連 単 ��� 455，290円

票 数

単勝票数 計 282320 的中 � 4868（11番人気）
複勝票数 計 468741 的中 � 9871（11番人気）� 80988（3番人気）� 17681（7番人気）
枠連票数 計 172843 的中 （4－5） 2841（16番人気）
馬連票数 計 626591 的中 �� 3955（29番人気）
馬単票数 計 405831 的中 �� 1029（65番人気）
ワイド票数 計 306523 的中 �� 2250（29番人気）�� 1208（44番人気）�� 3763（23番人気）
3連複票数 計 815794 的中 ��� 1193（108番人気）
3連単票数 計1388054 的中 ��� 225（781番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―12．4―12．4―12．2―11．7―11．0―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルタカシクレノン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2010．6．19 福島1着

2008．4．9生 牡5青鹿 母 シロキタガデス 母母 シクレノンメモリー 29戦3勝 賞金 49，964，000円
〔制裁〕 アドマイヤツヨシ号の騎手川田将雅は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 アドマイヤマリリン号・グローバルハート号・ワンダーパラジーノ号
（非抽選馬） 2頭 ウォーターグッデイ号・レッドヴェロッサ号

26104 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

47 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 468－ 21：12．3 6．5�
816 サンライズマーチ 牡3鹿 55

54 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 466－ 8 〃 ハナ 4．3�
510 エーシンブランコス 牡4芦 57 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 440＋181：12．72� 2．8�
815 アルペンクローネ 牡3鹿 55 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 440＋ 41：12．91 30．9�
36 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 514－ 2 〃 ハナ 23．5�
11 ニ ザ エ モ ン 牡5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 464－ 8 〃 クビ 19．5	
611� サウンドブレーヴ 牡4栗 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 486＋161：13．0� 82．7

612� イエスイットイズ 牡4鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 522＋ 21：13．1� 5．7�
35 コマノガレオス 牡4鹿 57 松田 大作長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 B526± 01：13．2� 13．7�
23 シンボリエクレール 牡4黒鹿57 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 544＋ 41：13．3クビ 45．8
12 � エイユーラピス 牝4鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 472＋ 81：13．4� 51．5�
713 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 454＋ 41：13．61	 20．4�
48 � マリノアーサー 牡4栗 57 小牧 太矢野 恭裕氏 日吉 正和 新冠 八木 常郎 458－ 21：13．81� 166．2�
59 ヤマニンジェルブ 牝3栗 53 藤岡 康太土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 434－101：15．18 37．5�
24 メイショウホマレ 牝3栗 53 武 幸四郎松本 和子氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 440＋ 61：16．48 150．7�

（15頭）
714 デンコウリョウ 
5芦 57 秋山真一郎田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 476＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，377，700円 複勝： 51，697，700円 枠連： 20，431，000円
馬連： 71，182，200円 馬単： 41，664，100円 ワイド： 33，174，700円
3連複： 92，303，800円 3連単： 146，259，700円 計： 487，090，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 160円 � 150円 枠 連（4－8） 1，350円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 540円 �� 390円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 差引計 303777（返還計 2429） 的中 � 37084（4番人気）
複勝票数 差引計 516977（返還計 5439） 的中 � 69142（4番人気）� 89798（2番人気）� 102853（1番人気）
枠連票数 差引計 204310（返還計 353） 的中 （4－8） 11246（7番人気）
馬連票数 差引計 711822（返還計 15766） 的中 �� 35940（5番人気）
馬単票数 差引計 416641（返還計 9493） 的中 �� 8936（11番人気）
ワイド票数 差引計 331747（返還計 9600） 的中 �� 14703（5番人気）�� 21313（3番人気）�� 22948（2番人気）
3連複票数 差引計 923038（返還計 31693） 的中 ��� 37929（3番人気）
3連単票数 差引計1462597（返還計 48285） 的中 ��� 7994（23番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．1―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．3―47．4―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（13，9）15，5（1，12）（7，10）（2，16）3，6（11，4）8 4 ・（13，9）（1，15）（5，12，10）（2，7）16（3，6）11，4，8

勝馬の
紹 介

ヤマニンメンヒル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ヤマニンゼファー デビュー 2011．8．28 小倉7着

2009．3．26生 牡4鹿 母 ヤマニングロッシー 母母 ヤマニンペニー 16戦3勝 賞金 27，500，000円
〔騎手変更〕 ヤマニンジェルブ号の騎手北村友一は，検査のため藤岡康太に変更。
〔競走除外〕 デンコウリョウ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウホマレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月29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。
（非抽選馬） 4頭 ウォーターメジャー号・キョウワアーサー号・コロカムイ号・マッキンリー号



26105 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第9競走 ��
��2，400�

ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．29以降25．9．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

22 � バ ン デ 牡3鹿 53 松田 大作林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh
Stud B488－ 82：27．8 3．9�

59 マイネルアイザック 牡4黒鹿56 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 62：28．86 25．2�

712 タガノレイヨネ 牡4栗 56 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 496＋ 2 〃 クビ 10．6�

610 ダノンマックイン 牡5黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：29．0� 13．7�
815 エーティータラント 牡3芦 53 中井 裕二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 486± 0 〃 クビ 4．7�
34 サイモンラムセス 牡3鹿 53 浜中 俊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 434－ 42：29．1クビ 6．4	
35 トウシンモンステラ 牡3黒鹿53 川田 将雅�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 474± 02：29．31	 6．1

58 ニホンピロバロン 牡3栗 52 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 470± 02：29．61� 72．5�
11 エアポートメサ 牡5栗 56 川須 栄彦新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 446－10 〃 クビ 27．5�
47 カ ー マ イ ン 牡5鹿 54 菱田 裕二 サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 22：29．81	 12．8�
814 トウシンイーグル 牡5鹿 56 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 472＋ 2 〃 ハナ 11．0�
46 ラヴィンライフ 牡7鹿 55 藤岡 康太 サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 62：30．01	 36．8�
611
 ホーマンベルウィン 牡5黒鹿54 古川 吉洋久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 468－ 2 〃 クビ 240．5�
23 リベラルアーツ �5黒鹿54 丸山 元気�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 466± 02：30．21 136．8�
713 ブライトジェム 牡5栗 53 高倉 稜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 496＋ 42：31．810 214．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，562，400円 複勝： 73，050，900円 枠連： 31，821，300円
馬連： 113，397，900円 馬単： 62，527，500円 ワイド： 49，221，300円
3連複： 145，005，600円 3連単： 237，674，000円 計： 750，260，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 690円 � 340円 枠 連（2－5） 4，400円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 940円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 78，000円

票 数

単勝票数 計 375624 的中 � 76089（1番人気）
複勝票数 計 730509 的中 � 118285（2番人気）� 23427（10番人気）� 54806（7番人気）
枠連票数 計 318213 的中 （2－5） 5346（20番人気）
馬連票数 計1133979 的中 �� 15649（27番人気）
馬単票数 計 625275 的中 �� 5515（39番人気）
ワイド票数 計 492213 的中 �� 6650（30番人気）�� 13394（9番人気）�� 3281（51番人気）
3連複票数 計1450056 的中 ��� 6634（63番人気）
3連単票数 計2376740 的中 ��� 2249（311番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．3―13．0―12．9―13．1―13．0―12．7―12．0―11．0―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．3―37．6―50．6―1：03．5―1：16．6―1：29．6―1：42．3―1：54．3―2：05．3―2：16．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．5
1
3
2－12＝9－10（3，4）（8，11）（1，5）15，7－（13，14）＝6
2－12＝9，10，3（8，4）11（1，5）15（13，14，7）－6

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

勝馬の
紹 介

�バ ン デ �
�
父 Authorized �

�
母父 Priolo デビュー 2013．2．24 阪神4着

2010．4．11生 牡3鹿 母 Logica 母母 Salagangai 7戦3勝 賞金 31，601，000円
〔騎手変更〕 ホーマンベルウィン号の騎手北村友一は，検査のため古川吉洋に変更。

26106 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走14時50分 （芝・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55�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

816� リトルゲルダ 牝4芦 55 川田 将雅栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple
Bloodstock 486± 01：08．4 3．2�

612	 ミッドナイトクロス 牡6青鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 514＋14 〃 クビ 49．9�
23 シゲルスダチ 牡4芦 57 藤岡 康太森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 432＋ 21：08．5
 9．1�
47 ビキニブロンド 牝4黒鹿55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448－ 41：08．6
 5．4�
510� フレデフォート 牡6鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 454＋ 21：08．7
 24．1	
35 ニシノビークイック 牡4栗 57 国分 恭介西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 466± 0 〃 クビ 9．4

611 メイショウツガル 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 476± 0 〃 アタマ 25．8�
48 ル リ ニ ガ ナ 牝5鹿 55 菱田 裕二�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B466－ 41：08．91 11．6�
12 メイショウイザヨイ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 506± 0 〃 アタマ 5．1
714 ブルームーンピサ 牝6芦 55 横山 和生市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B474－181：09．0� 82．1�
713 ヴァンフレーシュ 牝3鹿 53 藤田 伸二吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 クビ 22．7�
36 ディアブラーダ 牡6鹿 57 幸 英明 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：09．1クビ 51．5�
24 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿55 中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 41：09．31� 158．2�
11 	 キングオブヘイロー 牡7鹿 57 小牧 太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B484－ 41：09．4� 172．7�
59 ティアップゴールド 牡7鹿 57 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 474－121：09．61 82．3�
815 ペルレンケッテ 牝5鹿 55 秋山真一郎 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 ハナ 16．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，720，200円 複勝： 82，532，700円 枠連： 33，254，900円
馬連： 142，823，500円 馬単： 81，234，000円 ワイド： 57，541，200円
3連複： 188，823，700円 3連単： 324，992，700円 計： 954，922，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 1，330円 � 310円 枠 連（6－8） 2，440円

馬 連 �� 10，600円 馬 単 �� 15，500円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 810円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 30，080円 3 連 単 ��� 142，850円

票 数

単勝票数 計 437202 的中 � 110438（1番人気）
複勝票数 計 825327 的中 � 211532（1番人気）� 11724（12番人気）� 62535（5番人気）
枠連票数 計 332549 的中 （6－8） 10089（12番人気）
馬連票数 計1428235 的中 �� 9950（34番人気）
馬単票数 計 812340 的中 �� 3869（52番人気）
ワイド票数 計 575412 的中 �� 4155（38番人気）�� 18574（6番人気）�� 1938（59番人気）
3連複票数 計1888237 的中 ��� 4633（84番人気）
3連単票数 計3249927 的中 ��� 1679（421番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―10．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．9―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リトルゲルダ �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Buddha デビュー 2012．6．2 阪神16着

2009．3．29生 牝4芦 母 Bijoux Miss 母母 Above the Odds 14戦5勝 賞金 90，959，000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。
（非当選馬） 1頭 ウエストエンド号

２レース目



26107 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

817 ドリームバスケット 牡6栗 56 川須 栄彦セゾンレースホース� 池上 昌弘 日高 荒井ファーム 462＋ 21：32．9 81．5�
510 エーシンミズーリ 牡5黒鹿57 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 478－ 81：33．0	 7．3�
714 ヒストリカル 牡4黒鹿56 菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 クビ 6．0�
35 セイルラージ 牡6鹿 56 松田 大作 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：33．21
 55．8�
816 ブリッツェン 牡7鹿 57 国分 優作広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 484－ 2 〃 ハナ 149．1	
47 ダノンプログラマー �7青鹿56 藤岡 康太�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 478＋ 4 〃 クビ 31．5

611 サワノパンサー 牡7鹿 56 高倉 稜西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 560± 01：33．3クビ 26．4�
36 クリーンエコロジー 牡5芦 56 秋山真一郎石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 498＋ 4 〃 アタマ 206．4�
713 キョウエイストーム 牡8芦 57 川島 信二田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 446－ 21：33．51
 250．8
23 タムロスカイ 牡6栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 490＋ 81：33．6クビ 61．3�
59 マックスドリーム �6青鹿56 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 528＋ 61：33．7� 6．6�
12 ゲシュタルト 牡6鹿 57 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 526＋ 61：33．91� 81．4�
11 レッドアリオン 牡3鹿 53 川田 将雅 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 476＋ 41：34．22 2．7�
815 ミキノバンジョー 牡6鹿 58 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 526＋ 4 〃 ハナ 40．1�
24 ル ナ 牡4芦 56 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 470＋ 21：34．83� 12．9�
48 コパノリチャード 牡3黒鹿54 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 41：35．86 5．9�
612 タイキパーシヴァル 牡5栗 56 幸 英明�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 504－ 21：36．01� 102．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 74，398，500円 複勝： 120，562，300円 枠連： 63，123，200円
馬連： 288，999，000円 馬単： 157，497，200円 ワイド： 97，314，700円
3連複： 379，317，800円 3連単： 746，614，900円 計： 1，927，827，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，150円 複 勝 � 1，400円 � 230円 � 240円 枠 連（5－8） 2，630円

馬 連 �� 23，740円 馬 単 �� 63，110円

ワ イ ド �� 5，610円 �� 5，510円 �� 660円

3 連 複 ��� 39，050円 3 連 単 ��� 400，150円

票 数

単勝票数 計 743985 的中 � 7197（13番人気）
複勝票数 計1205623 的中 � 17928（13番人気）� 161907（2番人気）� 144831（3番人気）
枠連票数 計 631232 的中 （5－8） 17752（12番人気）
馬連票数 計2889990 的中 �� 8986（51番人気）
馬単票数 計1574972 的中 �� 1842（117番人気）
ワイド票数 計 973147 的中 �� 4119（50番人気）�� 4195（49番人気）�� 38873（6番人気）
3連複票数 計3793178 的中 ��� 7170（101番人気）
3連単票数 計7466149 的中 ��� 1377（797番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．8―11．2―11．8―11．8―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―33．8―45．0―56．8―1：08．6―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（12，4，8）－15－（2，10）16（1，3）5（6，17）11，13（14，9）7 4 ・（8，4）12－15（2，10）（3，16）（1，5）17（13，6）（11，9）（14，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームバスケット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Night Shift デビュー 2009．8．30 新潟3着

2007．5．22生 牡6栗 母 ピクニックムード 母母 Dinner Out 33戦6勝 賞金 114，235，000円

26108 9月29日 晴 良 （25阪神4）第9日 第12競走 ��
��1，800�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54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 486－141：51．5 4．5�
23 ペガサスフォース 牡4栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：52．13� 9．0�
714 キングブレイク 牡4栗 57 川須 栄彦宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 508－ 2 〃 アタマ 5．0�
59 	 バンブーリバプール 牡5青鹿57 鮫島 良太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 482－ 21：52．31 18．6�
48 ゴールドロジャー 牡5黒鹿 57

55 △横山 和生�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 502－ 81：52．51� 59．7�
12 	 ミラグロッサ 牝5栗 55 川田 将雅 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 4 〃 ハナ 12．6	
816 ケイティーズハート 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 470－ 21：52．6
 19．5

11 ヒラボクプリンス 牡3鹿 54 秋山真一郎�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 480－12 〃 クビ 9．7�
47 アドマイヤイバマ 牡3芦 54 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：52．7クビ 15．3
612 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿54 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 2 〃 ハナ 27．7�
36 	 エイトプリンス 牡5栗 57

56 ☆中井 裕二河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 436－ 21：53．01
 110．6�
510	 シルクプラズマ 牡5黒鹿57 松田 大作有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 466± 0 〃 ハナ 57．3�
24 ノボリドリーム 牡4鹿 57

54 ▲森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450＋ 61：53．53 4．6�
713 サトノイクシード 牡3鹿 54 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510－ 61：54．24 14．6�
35 テ ツ キ セ キ 牡7黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 444± 01：54．73 257．4�

815 ナムラアピア 牝4芦 55 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 470＋ 61：54．91� 165．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，934，500円 複勝： 96，854，500円 枠連： 49，713，200円
馬連： 227，026，700円 馬単： 89，289，300円 ワイド： 72，875，300円
3連複： 235，876，300円 3連単： 434，940，100円 計： 1，261，509，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 260円 � 190円 枠 連（2－6） 730円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 790円 �� 500円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 18，790円

票 数

単勝票数 計 549345 的中 � 97828（1番人気）
複勝票数 計 968545 的中 � 195315（1番人気）� 84215（4番人気）� 132446（3番人気）
枠連票数 計 497132 的中 （2－6） 50842（1番人気）
馬連票数 計2270267 的中 �� 77445（5番人気）
馬単票数 計 892893 的中 �� 19890（7番人気）
ワイド票数 計 728753 的中 �� 22589（6番人気）�� 37695（2番人気）�� 15806（8番人気）
3連複票数 計2358763 的中 ��� 45914（4番人気）
3連単票数 計4349401 的中 ��� 17084（17番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．8―13．0―12．6―12．5―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．1―49．1―1：01．7―1：14．2―1：26．6―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

マヤノオントロジー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．1．9 京都6着

2009．2．8生 牡4黒鹿 母 マヤノプリヤ 母母 タイシンリリイ 18戦3勝 賞金 33，034，000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。
（非当選馬） 2頭 トップオブカハラ号・ハイランドジャガー号

４レース目



（25阪神4）第9日 9月29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 190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

214，130，000円
2，080，000円
7，270，000円
1，550，000円
19，230，000円
67，401，500円
5，422，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
410，867，000円
734，715，900円
294，442，400円
1，178，181，300円
664，975，400円
485，477，600円
1，501，803，200円
2，698，113，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，968，576，100円

総入場人員 20，475名 （有料入場人員 19，194名）



平成25年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，543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

2，013，010，000円
6，240，000円
76，080，000円
16，380，000円
178，620，000円
524，933，000円
43，829，600円
14，812，800円

勝馬投票券売得金
3，754，764，600円
7，173，277，100円
2，254，444，800円
9，576，360，100円
6，048，226，600円
4，141，622，300円
12，701，410，400円
26，383，510，500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 72，033，616，400円

総入場延人員 142，126名 （有料入場延人員 132，936名）
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