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26025 9月20日 曇 良 （26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

815 デヴァスタシオン 牡2栃栗54 岩田 康誠一村 哲也氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 502＋ 21：53．9 7．8�
48 ライドオンウインド 牡2栗 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 488± 01：54．43 7．2�
612 ヤマカツライデン 牡2黒鹿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 500－ 81：54．93 3．9�
713 ブルーガーディアン 牡2黒鹿54 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 468＋ 41：55．21� 6．1�
23 タガノアルデ 牡2芦 54 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 01：55．94 24．3�
59 キ ト ラ 牝2鹿 54

52 △岩崎 翼林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 488－ 61：56．11� 220．0	
47 メイショウカシュウ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490＋141：56．73� 10．8

816 クラウンフレイム 牡2鹿 54 北村 友一�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 494＋ 4 〃 クビ 51．3�
510 タガノアラシ 牡2黒鹿54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋141：57．12� 4．6�
24 アスタキサンチン 牝2栗 54 菱田 裕二三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 小葉松 幸雄 444－ 81：57．2� 31．4
12 ミスターベアー 牡2栗 54

51 ▲小崎 綾也岡 浩二氏 石橋 守 熊本 村山 光弘 498± 01：57．3クビ 27．4�
35 ミトノゴールド 牡2栗 54 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 484＋14 〃 クビ 35．7�
11 コパノジョージ 牡2黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 492＋101：57．72� 16．4�
36 アイファーマグオー 牡2栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 506＋ 21：58．44 31．0�
714 ワールドカップ 牡2黒鹿54 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 476＋10 〃 クビ 161．0�
611 ハートフルモトヒメ 牝2鹿 54 小林 徹弥黒澤 尚氏 森 秀行 浦河 斉藤 政志 484＋ 61：59．03� 280．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，248，500円 複勝： 28，652，800円 枠連： 11，838，300円
馬連： 40，276，200円 馬単： 21，627，700円 ワイド： 22，958，200円
3連複： 59，159，400円 3連単： 74，321，500円 計： 276，082，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 190円 � 160円 枠 連（4－8） 1，840円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 900円 �� 750円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 31，860円

票 数

単勝票数 計 172485 的中 � 17522（5番人気）
複勝票数 計 286528 的中 � 24458（5番人気）� 38702（3番人気）� 54149（1番人気）
枠連票数 計 118383 的中 （4－8） 4985（8番人気）
馬連票数 計 402762 的中 �� 10400（12番人気）
馬単票数 計 216277 的中 �� 2790（25番人気）
ワイド票数 計 229582 的中 �� 6419（10番人気）�� 7799（6番人気）�� 10208（4番人気）
3連複票数 計 591594 的中 ��� 11423（9番人気）
3連単票数 計 743215 的中 ��� 1691（87番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．8―12．7―12．9―12．7―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．9―50．6―1：03．5―1：16．2―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デヴァスタシオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sir Cat デビュー 2014．8．9 札幌7着

2012．2．6生 牡2栃栗 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハートフルモトヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月20日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴェリタスキング号・セルリアンコスモ号・テイエムダイバート号・トミースマイル号・メイショウテンロウ号

26026 9月20日 曇 良 （26阪神4）第3日 第2競走 ��2，000�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
2：00．8
1：59．9

良
良

55 レ ン ト ラ ー 牡2黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：01．9 2．3�
67 オールマイアイ 牡2鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 514－ 42：02．0� 3．4�
11 ココスタイル 牡2芦 54 福永 祐一林 正道氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 504－ 22：02．21� 5．4�
811 ヴァーサトル 牡2黒鹿54 藤岡 康太水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 472－ 2 〃 クビ 31．1�
56 セルリアンコスモ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 494－ 22：02．41� 9．7�
710 スピリッツミノル 牡2栗 54 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486＋102：03．14 297．4	
68 メイショウテンロウ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好
氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 462－122：03．31� 96．0�
33 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 538＋ 62：03．4� 10．5�
79 コスモアルゴル 牡2鹿 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 佐々木 恵一 470＋ 42：03．72 30．6
812 テイエムクロウサギ 牡2鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 438－ 62：03．8� 77．4�
22 サウンドバゴダンス 牝2黒鹿54 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 信成牧場 402－ 22：03．9� 58．8�
44 メイショウカンベエ 牡2鹿 54

52 △松若 風馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 440＋ 22：04．53� 23．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，001，500円 複勝： 33，768，200円 枠連： 9，388，900円
馬連： 37，910，400円 馬単： 25，232，300円 ワイド： 20，924，200円
3連複： 52，463，700円 3連単： 92，676，200円 計： 292，365，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（5－6） 340円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 300円 �� 330円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 200015 的中 � 68355（1番人気）
複勝票数 計 337682 的中 � 93073（1番人気）� 73208（2番人気）� 53674（3番人気）
枠連票数 計 93889 的中 （5－6） 20898（1番人気）
馬連票数 計 379104 的中 �� 69359（1番人気）
馬単票数 計 252323 的中 �� 24686（1番人気）
ワイド票数 計 209242 的中 �� 33164（1番人気）�� 16700（2番人気）�� 14353（3番人気）
3連複票数 計 524637 的中 ��� 58712（1番人気）
3連単票数 計 926762 的中 ��� 30240（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．7―48．7―1：01．5―1：14．1―1：26．3―1：38．3―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レ ン ト ラ ー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．6 中京6着

2012．2．14生 牡2黒鹿 母 ハートビートワルツ 母母 バウンドトゥダンス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 コスモアルゴル号の騎手柴田未崎は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・8番・12

番・4番）
※セルリアンコスモ号・メイショウテンロウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 阪神競馬 第３日



26027 9月20日 曇 良 （26阪神4）第3日 第3競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 レモンティー 牝3黒鹿54 浜中 俊中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466＋ 61：12．6 9．9�
815 アサカファルコン 牡3鹿 56 和田 竜二�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 482－ 61：12．81� 3．5�
23 ベリーベリータイム 牝3栗 54

52 △松若 風馬�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 492－121：13．01� 29．9�
35 マルヨボード 牡3芦 56 藤岡 康太野村 春行氏 梅田 智之 新冠 大狩部牧場 502＋16 〃 クビ 55．4�
611 メイショウルナ 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 490－161：13．1� 6．3�
47 ワキノハクリュウ 牝3芦 54 国分 恭介脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 442± 01：13．41� 13．7	
11 ヌーヴェルミシオン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454－ 61：13．71� 3．7

612 ヴ ォ ラ ン テ 牝3黒鹿54 高田 潤石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 414－ 6 〃 クビ 32．1�
713 マザーズデイ 牝3鹿 54 池添 謙一下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 524＋ 81：14．02 31．5
12 スターアクトレス 牝3鹿 54 竹之下智昭太田 美實氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 436－ 21：14．1� 369．7�
59 ブラボーハワイ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 450± 01：14．2クビ 8．3�
510 トウショウディスク 牡3栗 56 岡田 祥嗣トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B456 ―1：14．41� 210．7�
714 メイショウオイワケ 牡3青鹿 56

54 △岩崎 翼松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 470－ 61：14．61� 31．1�
36 サトノバーキン 牝3栗 54 藤岡 佑介里見 治氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 470＋ 2 〃 ハナ 23．6�
48 ファーマオリーブ 牝3黒鹿54 幸 英明中西 功氏 高橋 義忠 青森 山内牧場 454＋ 21：15．23� 167．9�
24 グッドウェーブ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 454＋12 〃 ハナ 21．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，261，100円 複勝： 36，809，200円 枠連： 16，536，300円
馬連： 48，678，000円 馬単： 26，900，200円 ワイド： 27，688，600円
3連複： 66，675，600円 3連単： 90，152，000円 計： 334，701，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 180円 � 710円 枠 連（8－8） 1，370円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，490円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，240円 3 連 単 ��� 51，910円

票 数

単勝票数 計 212611 的中 � 17073（5番人気）
複勝票数 計 368092 的中 � 32231（5番人気）� 68186（2番人気）� 10750（10番人気）
枠連票数 計 165363 的中 （8－8） 9308（5番人気）
馬連票数 計 486780 的中 �� 29442（4番人気）
馬単票数 計 269002 的中 �� 6189（8番人気）
ワイド票数 計 276886 的中 �� 13400（4番人気）�� 1940（39番人気）�� 4531（17番人気）
3連複票数 計 666756 的中 ��� 4882（35番人気）
3連単票数 計 901520 的中 ��� 1259（157番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．3―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．8―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レモンティー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2013．12．1 阪神8着

2011．3．3生 牝3黒鹿 母 アドマイヤプルート 母母 スプリングハーレー 8戦1勝 賞金 6，490，000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。
（非抽選馬） 4頭 アップカレント号・ドントセイノー号・パフュームスター号・メイショウミノリ号

26028 9月20日 曇 良 （26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 （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

713 ハッピーロード �3栗 56 秋山真一郎豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 476－ 61：54．2 17．5�
510 メイショウセイウン 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 480＋ 81：54．41� 76．9�
48 ストライキングアイ 牝3鹿 54 川田 将雅�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± 01：54．5� 5．4�
714 トレモロアーム 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462＋ 21：54．92� 6．2�
612 スギノゼウス 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 2 〃 クビ 2．9	
24 ワンダービゴローソ 牡3黒鹿 56

54 △松若 風馬山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 沼田 照秋 478＋ 81：55．43 12．3

12 ワ ル ガ キ 牡3鹿 56 D．ペロヴィッチ 大塚 亮一氏 笹田 和秀 浦河 杵臼牧場 462＋ 21：56．14 7．0�

（伊）

816 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 武 豊松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 452± 0 〃 ハナ 7．4�
815 シゲルヒダカ 牡3黒鹿56 藤岡 康太森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 512＋ 81：56．52� 28．0
611 トーワクリステル 牝3鹿 54 福永 祐一齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 450＋ 4 〃 ハナ 18．8�
35 スペースカウボーイ 牡3栗 56

53 ▲義 英真 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 466＋181：56．6クビ 102．0�
36 キクノユニゾン 牡3鹿 56 藤岡 佑介菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 454＋ 41：57．02� 46．3�
23 プレシャスフェリス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志�宮内牧場 羽月 友彦 浦河 宮内牧場 512＋101：57．85 359．4�
11 フラッグディール 牡3鹿 56 高倉 稜柴田 洋一氏 中尾 秀正 浦河 オンワード牧場 474－101：59．07 243．0�
47 トウカイラッキー 牝3鹿 54 国分 優作内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 448＋ 21：59．21 211．9�
59 サトノクリード 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B482± 02：03．0大差 109．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，084，000円 複勝： 34，020，000円 枠連： 14，249，000円
馬連： 43，490，000円 馬単： 24，857，200円 ワイド： 23，836，700円
3連複： 59，868，500円 3連単： 84，788，800円 計： 305，194，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 540円 � 1，850円 � 210円 枠 連（5－7） 9，880円

馬 連 �� 74，070円 馬 単 �� 110，310円

ワ イ ド �� 17，120円 �� 1，630円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 98，250円 3 連 単 ��� 749，650円

票 数

単勝票数 計 200840 的中 � 9158（7番人気）
複勝票数 計 340200 的中 � 15233（8番人気）� 4033（11番人気）� 53194（2番人気）
枠連票数 計 142490 的中 （5－7） 1117（25番人気）
馬連票数 計 434900 的中 �� 455（71番人気）
馬単票数 計 248572 的中 �� 169（126番人気）
ワイド票数 計 238367 的中 �� 353（68番人気）�� 3874（19番人気）�� 1126（44番人気）
3連複票数 計 598685 的中 ��� 457（159番人気）
3連単票数 計 847888 的中 ��� 82（1050番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．4―12．9―12．9―12．9―12．8―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．5―50．4―1：03．3―1：16．2―1：29．0―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
7（10，11）（8，9，16）14－（6，12）2，5，1－（3，4）（13，15）・（7，10）11（8，16）14，2（6，9，12）13，4，5（1，15）3

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

勝馬の
紹 介

ハッピーロード �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 マリエンバード デビュー 2014．1．26 京都14着

2011．4．28生 �3栗 母 トヨサンハッピー 母母 スーパーソニック 6戦1勝 賞金 5，700，000円
〔その他〕 フラッグディール号は，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〕 トウカイラッキー号・サトノクリード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月

20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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 ヴァース号・ウイニングフェイス号・ザトゥルーエアー号・サンライズメシア号・ジャルディナージュ号・

スリーアロー号・トラヴィス号・ベクターイメージ号・ヤマカツキャプテン号
※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。



26029 9月20日 曇 良 （26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
1：32．3

良
良

710 アスカビレン 牝2鹿 54 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460 ―1：38．5 7．0�
56 ティーエスクライ 牝2芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 438 ―1：38．6� 5．2�
68 チェルカトーレ 牝2栗 54 浜中 俊 �ロードホースクラブ 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 432 ―1：39．02� 8．2�
44 レッドメアラス 牝2芦 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 462 ―1：39．1� 2．1�
812 チェリーシェイディ 牝2栗 54 福永 祐一戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 クビ 11．4�
11 ユニヴァースパール 牝2黒鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 478 ― 〃 ハナ 12．9	
33 フ ィ エ ル テ 牝2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：39．41� 74．3

22 メイショウヒマワリ 牝2栗 54 武 豊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 488 ―1：39．5� 8．8�
79 ピアノコンチェルト 牝2黒鹿54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 406 ―1：39．6クビ 123．2
67 マリアペスカ 牝2鹿 54 池添 謙一山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 460 ―1：40．45 35．2�
811 フェイスオフ 牝2栗 54 松田 大作山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか タガミファーム 438 ―1：40．5� 112．0�
55 スリーファイヤー 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 448 ―1：41．03 198．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，804，900円 複勝： 33，931，600円 枠連： 11，864，100円
馬連： 42，045，600円 馬単： 28，639，800円 ワイド： 21，555，100円
3連複： 50，282，000円 3連単： 92，259，200円 計： 306，382，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 170円 � 230円 枠 連（5－7） 2，250円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 560円 �� 810円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 20，670円

票 数

単勝票数 計 258049 的中 � 29438（3番人気）
複勝票数 計 339316 的中 � 45236（3番人気）� 58931（2番人気）� 34603（5番人気）
枠連票数 計 118641 的中 （5－7） 4073（10番人気）
馬連票数 計 420456 的中 �� 20313（7番人気）
馬単票数 計 286398 的中 �� 5707（14番人気）
ワイド票数 計 215551 的中 �� 10064（7番人気）�� 6673（9番人気）�� 9402（8番人気）
3連複票数 計 502820 的中 ��� 10931（15番人気）
3連単票数 計 922592 的中 ��� 3235（68番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．9―13．7―13．5―11．7―10．8―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．7―51．4―1：04．9―1：16．6―1：27．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F33．6
3 8（3，6）（1，4）10，7，9，2（12，11）5 4 ・（8，6）3（4，10）（1，7）（2，9，11）12，5

勝馬の
紹 介

アスカビレン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2012．2．7生 牝2鹿 母 スウェプトレジーナ 母母 ヴィヴァットレジーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ティーエスクライ号の騎手和田竜二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・1番）

26030 9月20日 曇 良 （26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 （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
1：44．5
1：43．9

良
良

47 ラテラルアーク 牡3栗 54 四位 洋文 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B486－ 61：46．2 6．7�

46 ドラゴンストリート 牡3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 468＋ 41：46．3� 1．4�
22 フェイマスエンド 牡3栗 54

52 △松若 風馬 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 468＋ 2 〃 アタマ 120．5�
34 トップアート 牡3鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444＋201：46．51� 9．8�
610 ウェーブゴールド 牡3黒鹿54 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472± 01：46．71� 27．9	
814 フミノスナイパー 牡3栗 54 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 484＋ 41：46．8クビ 29．7

23 ナンヨーユナ 牝4芦 55

52 ▲小崎 綾也中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 462－ 61：46．9� 43．3�
35 ディレットリーチェ 牝4栗 55 北村 友一飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 504－ 61：47．11� 51．4�
713 ビオラフォーエバー 牡3栗 54 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－10 〃 ハナ 15．7
815 トーコーグリーン 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：47．52	 28．7�
58 
 オーファメイ 牝5鹿 55

53 △岩崎 翼吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B474± 0 〃 クビ 209．6�
59 マジカルツアー 牡5栗 57 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 464＋ 41：47．7� 18．0�
712 ナリタプリムローズ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 460± 01：47．8� 425．6�
11 サクラハナフブキ 牝3鹿 52 田中 博康吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 438－ 81：48．22	 496．7�
611 マ ユ キ 牝3栗 52 武 豊稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 478＋261：48．41� 34．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，840，200円 複勝： 118，170，000円 枠連： 16，888，600円
馬連： 57，043，400円 馬単： 42，927，100円 ワイド： 33，458，700円
3連複： 77，916，300円 3連単： 156，532，800円 計： 536，777，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 140円 � 110円 � 1，020円 枠 連（4－4） 360円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 190円 �� 7，370円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 9，780円 3 連 単 ��� 55，220円

票 数

単勝票数 計 338402 的中 � 39874（2番人気）
複勝票数 計1181700 的中 � 89159（2番人気）� 875662（1番人気）� 5936（12番人気）
枠連票数 計 168886 的中 （4－4） 35455（1番人気）
馬連票数 計 570434 的中 �� 128267（1番人気）
馬単票数 計 429271 的中 �� 26030（4番人気）
ワイド票数 計 334587 的中 �� 61559（1番人気）�� 950（58番人気）�� 3861（19番人気）
3連複票数 計 779163 的中 ��� 5971（33番人気）
3連単票数 計1565328 的中 ��� 2055（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．6―47．7―59．8―1：11．7―1：22．9―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラテラルアーク �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー 2013．11．30 阪神10着

2011．5．26生 牡3栗 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ 10戦2勝 賞金 18，100，000円



26031 9月20日 曇 良 （26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）

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

23 ケンブリッジギルド 牡3栗 55 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 462－ 61：24．1 9．4�

35 ロードフォワード 牡3青鹿55 北村 友一 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 436± 01：24．2� 7．0�
815 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 468－161：24．41 9．4�

11 プライムグローリー 牡3黒鹿55 浜中 俊吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 ハナ 4．8�
611 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 510－ 6 〃 アタマ 8．3�
59 ヴェアデイロス 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 444＋ 4 〃 ハナ 42．4	
612 ゼロワンシンジロー 牡5鹿 57 幸 英明国田 正忠氏 森田 直行 新冠 長浜牧場 476＋ 21：24．71� 38．4

36 ショウナンサンタ 牡3鹿 55 国分 恭介�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 456± 01：24．8� 12．5�
510 アドマイヤオウジャ 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 ハナ 3．5
12 オーバーヘッド 牡6栗 57 菱田 裕二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 492＋ 41：24．9� 280．0�
47 マコトサダイジン 牡3栗 55 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 444－101：25．21� 28．8�
48 サフランスカイ 牡3鹿 55

52 ▲小崎 綾也海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 462＋ 21：25．4� 16．3�
713 ペガサスヒルズ 牡7栗 57

55 △松若 風馬吉村 敏治氏 	島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 496＋261：25．5� 140．4�
714 ト ッ ト コ 牡3黒鹿55 藤岡 康太中辻 明氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 418＋ 8 〃 アタマ 320．0�
24 ビービーブレイン �3鹿 55 松田 大作�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 488＋ 61：26．03 93．2�
816 ビバワールド 牡3鹿 55 水口 優也窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 502－241：26．74 24．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，846，700円 複勝： 49，134，300円 枠連： 18，659，700円
馬連： 67，285，600円 馬単： 37，489，000円 ワイド： 36，251，900円
3連複： 84，391，300円 3連単： 118，668，100円 計： 440，726，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 270円 � 260円 � 270円 枠 連（2－3） 2，230円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，240円 �� 900円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 40，940円

票 数

単勝票数 計 288467 的中 � 24368（6番人気）
複勝票数 計 491343 的中 � 47275（4番人気）� 50310（3番人気）� 46399（5番人気）
枠連票数 計 186597 的中 （2－3） 6465（11番人気）
馬連票数 計 672856 的中 �� 19577（11番人気）
馬単票数 計 374890 的中 �� 6247（15番人気）
ワイド票数 計 362519 的中 �� 10462（9番人気）�� 7391（17番人気）�� 10408（10番人気）
3連複票数 計 843913 的中 ��� 9026（22番人気）
3連単票数 計1186681 的中 ��� 2101（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．4―46．3―58．0―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジギルド �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．10．27 京都4着

2011．3．19生 牡3栗 母 シルクハリウッド 母母 アップマイスリーヴ 16戦2勝 賞金 25，620，000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。
（非当選馬） 2頭 ヴァルナビット号・グロシュラライト号
（非抽選馬） 4頭 スズカブリザード号・ピエナトップガン号・ピースマーク号・ラフジェントリー号

26032 9月20日 曇 良 （26阪神4）第3日 第8競走 ��3，140�第16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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード3：24．8良

22 メイショウブシドウ 牡5青鹿60 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 462＋ 43：28．5 1．3�
44 ドリームセーリング 牡7栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 470－ 83：28．71� 31．4�
57 オースミムーン 牡5鹿 61 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 478± 03：29．12� 6．9�
68 � レッドキングダム 牡5鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－ 63：29．63 8．8�
11 マーリンシチー 牡8鹿 60 植野 貴也 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 470＋103：30．13 17．9�
812 アラタマユニバース 牡5青鹿60 北沢 伸也荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 480± 03：30．95 15．6	
45 シゲルキョクチョウ 牡6鹿 60 小坂 忠士森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 484＋ 63：31．11� 52．0

711 シゲルヘビザ 牡4黒鹿60 田村 太雅森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 486－ 43：31．52� 79．4�
33 � アマクサハイヤ 牡5青鹿60 難波 剛健奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 502＋103：31．7	 122．1�
69 シンワカントリー 牡6黒鹿60 黒岩 悠ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 エンドレス

ファーム 518＋ 2 〃 クビ 314．3
710 クリスクリングル 牡4鹿 60 大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 498－ 63：32．12� 196．8�
56 スリーマーゴーン 牡4芦 60 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 462－ 6 （競走中止） 41．1�
813� クリノテンペスタ 牡7栗 60 上野 翔栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 472－ 2 （競走中止） 332．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，222，000円 複勝： 90，559，300円 枠連： 16，882，400円
馬連： 62，482，100円 馬単： 46，054，000円 ワイド： 33，978，800円
3連複： 93，276，500円 3連単： 212，587，500円 計： 590，042，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 310円 � 150円 枠 連（2－4） 1，120円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 590円 �� 190円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 342220 的中 � 209520（1番人気）
複勝票数 計 905593 的中 � 663594（1番人気）� 19094（6番人気）� 58197（2番人気）
枠連票数 計 168824 的中 （2－4） 11599（5番人気）
馬連票数 計 624821 的中 �� 30546（5番人気）
馬単票数 計 460540 的中 �� 18455（6番人気）
ワイド票数 計 339788 的中 �� 13062（7番人気）�� 56855（1番人気）�� 6066（15番人気）
3連複票数 計 932765 的中 ��� 31541（7番人気）
3連単票数 計2125875 的中 ��� 17731（23番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．6－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシドウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Creek デビュー 2011．8．14 小倉4着

2009．2．16生 牡5青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too 障害：12戦5勝 賞金 130，528，000円
〔競走中止〕 クリノテンペスタ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

スリーマーゴーン号は，2周目8号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「クリノテンペスタ」号を避けようとし，騎手が落馬し
たため競走中止。



26033 9月20日 曇 良 （26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800万円毎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 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

44 ダノンメジャー 牡2栗 54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 478－ 21：48．4 1．8�
22 シングウィズジョイ 牝2青鹿54 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 454＋ 41：48．5� 6．2�
77 グランカマラード 牡2栗 54 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 506－ 21：48．71	 5．7�
33 ヒルノマレット 牡2黒鹿54 和田 竜二�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 474－ 6 〃 クビ 17．8�
55 ベ ル ラ ッ プ 牡2鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：48．8クビ 15．0	
66 ジャズファンク 牡2鹿 54 池添 謙一市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：48．9� 4．8

11 タガノレグルス 牡2鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 21：49．0� 18．2�
（7頭）

売 得 金
単勝： 51，626，800円 複勝： 43，661，900円 枠連： 発売なし
馬連： 81，361，100円 馬単： 56，789，000円 ワイド： 32，306，700円
3連複： 81，143，500円 3連単： 250，167，600円 計： 597，056，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 230円 �� 230円 �� 410円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 516268 的中 � 220099（1番人気）
複勝票数 計 436619 的中 � 163023（1番人気）� 56592（4番人気）
馬連票数 計 813611 的中 �� 120563（2番人気）
馬単票数 計 567890 的中 �� 59531（2番人気）
ワイド票数 計 323067 的中 �� 37958（3番人気）�� 38490（2番人気）�� 17522（6番人気）
3連複票数 計 811435 的中 ��� 86067（3番人気）
3連単票数 計2501676 的中 ��� 86697（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．5―12．7―12．6―12．2―11．2―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．9―49．6―1：02．2―1：14．4―1：25．6―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンメジャー �

父 ダイワメジャー �


母父 Azamour デビュー 2014．8．10 小倉1着

2012．1．28生 牡2栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 2戦2勝 賞金 22，154，000円

26034 9月20日 曇 良 （26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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

611 グランデアモーレ 牝4芦 55 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－121：20．8 6．9�

23 ロ ノ 牡5黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 458－ 21：21．01� 6．0�

714 アドマイヤコリン 牡6青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 ハナ 20．0�
24 キンシノキセキ 牡3鹿 55 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 41：21．21� 3．4�
36 	 ダークマレイン 牝5鹿 55 D．ペロヴィッチ 門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 454－ 4 〃 ハナ 21．6	
（伊）

47 キンショーユウジャ 牡6栗 57 松山 弘平礒野日出夫氏 根本 康広 新ひだか 藤本牧場 486－101：21．3
 275．3

612 フェブノヘア 牝3栗 53 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 440＋ 21：21．4� 34．6�
816 ダンツミュータント 牡5青鹿57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 436－ 6 〃 クビ 6．5�
510 ラーストチカ 牝4黒鹿55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 462＋101：21．61� 8．3
35 プレノタート 牝5鹿 55 武 幸四郎 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 468＋10 〃 ハナ 45．2�
818 アットウィル 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 492± 0 〃 クビ 12．3�
59 メイケイペガムーン 牝4黒鹿55 田中 健名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 462＋ 2 〃 ハナ 66．1�
715 マイネノンノ 牝4栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 448＋ 41：21．7クビ 12．7�
11 ツヨシノブルーム �5芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 496＋141：21．8
 196．0�
48 マイティースコール 牡6栗 57 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 8 〃 クビ 85．2�
817 オースミマイカ 牝6鹿 55 島 良太�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B456－ 61：21．9クビ 72．6�
713 デンコウデア 牝5黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 476± 0 〃 クビ 144．0�
12 プルーフポジティブ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 468－ 81：22．1� 80．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，415，500円 複勝： 61，249，200円 枠連： 37，742，000円
馬連： 118，305，700円 馬単： 54，462，800円 ワイド： 51，149，000円
3連複： 148，412，700円 3連単： 218，327，000円 計： 726，063，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 300円 � 230円 � 630円 枠 連（2－6） 620円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 940円 �� 3，260円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 81，800円

票 数

単勝票数 計 364155 的中 � 42035（4番人気）
複勝票数 計 612492 的中 � 53473（5番人気）� 81032（3番人気）� 21883（9番人気）
枠連票数 計 377420 的中 （2－6） 46794（2番人気）
馬連票数 計1183057 的中 �� 36316（9番人気）
馬単票数 計 544628 的中 �� 8966（15番人気）
ワイド票数 計 511490 的中 �� 14552（9番人気）�� 3938（37番人気）�� 6355（24番人気）
3連複票数 計1484127 的中 ��� 6099（58番人気）
3連単票数 計2183270 的中 ��� 1935（245番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．3―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―45．5―57．0―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデアモーレ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．29 札幌1着

2010．1．25生 牝4芦 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 10戦4勝 賞金 36，206，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



26035 9月20日 曇 良 （26阪神4）第3日 第11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35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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

46 ブルーチッパー 牝4鹿 55 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 484－ 81：51．5 2．7�
11 クラージュドール 牡4鹿 57 北村 友一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 41：51．82 8．3�
47 サイモンガーランド 牝5鹿 55 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：51．9� 21．6�
23 ランドマーキュリー 牡4栗 57 藤岡 康太木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 522－ 2 〃 ハナ 5．4�
35 マイネルクロップ 牡4芦 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 490－14 〃 ハナ 5．9	
34 キタサンシンガー 牡5芦 57 国分 優作�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 508＋ 8 〃 アタマ 128．9

814 コウユーヒーロー 牡7青 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 514＋ 2 〃 同着 221．3�
713 ライジングサン 牡6栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 518－ 81：52．11	 246．4�
59 
 バンブーリバプール 牡6青鹿57 武 豊�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 492－ 21：52．2� 9．9
610 ノボリドリーム 牡5鹿 57 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 454－ 6 〃 同着 12．8�
22 カシュカシュ 牝5鹿 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 440－ 81：52．3� 83．7�
58 オーヴァージョイド 牡6鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 534－ 81：52．4� 61．6�
815 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：52．93 7．8�
611 サクラブライアンス 牡7黒鹿57 太宰 啓介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 478－121：53．85 218．8�
712 テイエムゲッタドン 牡3栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 498＋ 61：55．18 91．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，871，300円 複勝： 92，956，300円 枠連： 45，152，500円
馬連： 236，993，500円 馬単： 108，309，000円 ワイド： 88，339，300円
3連複： 299，840，800円 3連単： 530，359，600円 計： 1，460，822，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 240円 � 360円 枠 連（1－4） 950円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 530円 �� 920円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 21，170円

票 数

単勝票数 計 588713 的中 � 173606（1番人気）
複勝票数 計 929563 的中 � 216905（1番人気）� 90892（6番人気）� 52630（8番人気）
枠連票数 計 451525 的中 （1－4） 36701（3番人気）
馬連票数 計2369935 的中 �� 161302（2番人気）
馬単票数 計1083090 的中 �� 45074（2番人気）
ワイド票数 計 883393 的中 �� 44983（4番人気）�� 24374（13番人気）�� 10153（27番人気）
3連複票数 計2998408 的中 ��� 35023（23番人気）
3連単票数 計5303596 的中 ��� 18159（69番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．6―12．7―12．4―11．9―11．8―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．8―50．5―1：02．9―1：14．8―1：26．6―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーチッパー �
�
父 ボーナスフィーバー �

�
母父 Tiznow デビュー 2013．2．16 京都2着

2010．3．14生 牝4鹿 母 ペ ケ ジ ェ イ 母母 スイートテイスト 11戦5勝 賞金 65，393，000円
〔制裁〕 クラージュドール号の騎手北村友一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

26036 9月20日 曇 良 （26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 （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
1：07．1
1：06．5

良
良

35 メイショウブイダン 牡3鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 458－ 21：08．8 8．9�
59 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 53 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 41：09．01� 5．0�
612 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 522－ 8 〃 クビ 11．6�

（伊）

24 	 コスモグラウベ 牡3黒鹿55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron
McCauley 446－ 81：09．1
 9．1�

23 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＋ 2 〃 クビ 19．5	
47 ナムラアッパー 牡3鹿 55

52 ▲義 英真奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426＋241：09．2クビ 43．0

714 ジェネシスロック 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 500－ 4 〃 クビ 9．9�
12 ハドソンシチー 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 448＋ 81：09．3
 22．1�
815� ハイマウンテン 牝4鹿 55 太宰 啓介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 458－ 4 〃 アタマ 12．5
48 トシストロング 牡3鹿 55

52 ▲小崎 綾也上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 486＋ 81：09．4クビ 40．5�
816 アイファーマシェリ 牝3黒鹿53 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 61：09．5
 3．3�
611 スピリットレイク 牝4鹿 55

53 △松若 風馬 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 506－ 2 〃 ハナ 38．9�

510 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 国分 恭介笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 508± 01：09．71� 59．4�
713 ナ ン プ ー 牡4鹿 57 藤岡 佑介蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 480－ 61：09．8� 32．8�
36 カシノヒカル 牡3鹿 55 菱田 裕二柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 448－ 6 〃 クビ 129．9�
11 	 ロケットダッシュ 牡4鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 484－ 21：10．11� 24．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，146，500円 複勝： 71，896，800円 枠連： 38，040，400円
馬連： 153，730，900円 馬単： 57，982，500円 ワイド： 64，096，000円
3連複： 170，385，200円 3連単： 256，635，400円 計： 856，913，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 180円 � 340円 枠 連（3－5） 2，400円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，570円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 9，670円 3 連 単 ��� 52，600円

票 数

単勝票数 計 441465 的中 � 39501（3番人気）
複勝票数 計 718968 的中 � 71253（4番人気）� 122576（2番人気）� 48506（7番人気）
枠連票数 計 380404 的中 （3－5） 12238（10番人気）
馬連票数 計1537309 的中 �� 51626（6番人気）
馬単票数 計 579825 的中 �� 8447（15番人気）
ワイド票数 計 640960 的中 �� 20596（5番人気）�� 6205（31番人気）�� 15412（11番人気）
3連複票数 計1703852 的中 ��� 13212（25番人気）
3連単票数 計2566354 的中 ��� 3537（135番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．2―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．4―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウブイダン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．6．7 阪神7着

2011．5．6生 牡3鹿 母 エンジェルローブ 母母 サクラハゴロモ 5戦2勝 賞金 12，790，000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 キングナポレオン号・ワキノコクリュウ号
※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3日 9月20日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

234，220，000円
6，480，000円
1，930，000円
20，470，000円
61，290，500円
5，618，600円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
392，369，000円
694，809，600円
237，242，200円
989，602，500円
531，270，600円
456，543，200円
1，243，815，500円
2，177，475，700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 6，723，128，300円

総入場人員 13，261名 （有料入場人員 12，127名）
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