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26049 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：08．6
1：07．8

良
良

35 ナムラマミー 牝2鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 412± 01：09．6 2．4�
23 グランディフローラ 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 472－ 41：09．81� 3．8�
24 シゲルカゼノボン 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 馬道 繁樹 484± 0 〃 クビ 12．0�
47 ニホンピロヘーラー 牝2鹿 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 490＋ 41：09．9� 21．1�
36 ペパーミント 牝2鹿 54 太宰 啓介山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 426＋ 21：10．11 93．5�
714 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54

52 △岩崎 翼竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 416＋ 2 〃 アタマ 22．6	
11 グッドピアス 牝2栗 54 酒井 学杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 412＋ 2 〃 クビ 34．3

12 アグネスレイア 牝2栗 54 高倉 稜渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 452－ 41：10．2クビ 21．6�
612 ミオイナンクル 牝2鹿 54 和田 竜二大西美生子氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 424＋ 4 〃 ハナ 9．4�
59 クリノメンタンピン 牝2栗 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ
アーム 402－ 2 〃 クビ 115．7

713 スナークエンジェル 牝2黒鹿 54
52 △松若 風馬杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 422＋ 61：10．3� 49．7�

510 キタサンロングラン 牝2黒鹿54 秋山真一郎�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル 486－ 81：10．83 21．9�
611 ナ ン シ ー 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 426＋121：11．12 8．2�
815 サンウィノナ 牝2鹿 54 浜中 俊加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 440－ 21：11．84 92．6�
48 サイレンスラヴ 牝2鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 462＋ 61：12．43� 108．9�
816 ア ゲ ー ト 牝2芦 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 430＋ 8 〃 ハナ 246．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，828，300円 複勝： 30，340，100円 枠連： 12，267，300円
馬連： 36，665，800円 馬単： 22，580，300円 ワイド： 23，260，900円
3連複： 58，958，800円 3連単： 78，718，600円 計： 278，620，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 210円 枠 連（2－3） 330円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 210円 �� 420円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 158283 的中 � 50977（1番人気）
複勝票数 計 303401 的中 � 96273（1番人気）� 64069（2番人気）� 24139（4番人気）
枠連票数 計 122673 的中 （2－3） 27965（1番人気）
馬連票数 計 366658 的中 �� 61576（1番人気）
馬単票数 計 225803 的中 �� 20073（1番人気）
ワイド票数 計 232609 的中 �� 32433（1番人気）�� 13310（3番人気）�� 8921（6番人気）
3連複票数 計 589588 的中 ��� 35931（2番人気）
3連単票数 計 787186 的中 ��� 14445（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．6―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラマミー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．8 阪神5着

2012．3．29生 牝2鹿 母 ナムラミーティア 母母 ハナコスマイル 6戦1勝 賞金 11，050，000円
〔発走状況〕 キタサンロングラン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 キタサンロングラン号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノリーチソク号
（非抽選馬） 2頭 イチザラブ号・カシノアムール号

26050 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第2競走 ��
��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

715 クラリティスカイ 牡2鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ
ファーム 480＋ 21：46．8 4．1�

23 トーセンビクトリー 牝2鹿 54 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 61：47．12 2．4�
611 ウインアーマー 牡2栗 54 川田 将雅�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442± 01：47．41� 7．4�
11 ピンストライプ 牡2青鹿54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 81：47．5� 6．6�
612 ヤマカツボーイ 牡2黒鹿54 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446－ 21：47．71	 152．8	
713 ホーリーシュラウド 牝2黒鹿54 菱田 裕二吉田 照哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 440－201：47．8� 179．0

35 メイショウミソラ 牝2栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 456－ 4 〃 アタマ 11．7�
59 オ デ ッ タ 牝2黒鹿54 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452＋ 41：47．9� 11．4�
48 
 イングランドローズ 牝2鹿 54 小牧 太前田 葉子氏 矢作 芳人 英 Meon Val-

ley Stud 442－ 81：48．32� 36．6
818 フェブカリエンテ 牡2青鹿54 太宰 啓介釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 506－ 21：48．4� 183．7�
817 パレスヘイロー 牡2黒鹿54 川須 栄彦西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 462－ 4 〃 クビ 355．1�
47 シゲルハナガサ 牝2栗 54 藤岡 佑介森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 420－ 61：48．61� 107．6�
36 シゲルユキマツリ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 出羽牧場 436－ 81：48．81� 330．3�
510
 リープフロッグ 牡2鹿 54 秋山真一郎橋口 博氏 須貝 尚介 独 Gestut

Ebbesloh 504＋ 61：48．9クビ 16．6�
714 カラパナビーチ 牡2黒鹿54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 522＋121：49．53� 73．9�
12 マーガレットペスカ 牝2青鹿54 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 452＋ 41：49．81� 429．3�
816 ニュアージュドール 牝2栗 54 田中 博康橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 502－ 21：52．1大差 369．9�
24 ティーエスバラ 牡2鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494± 01：52．52� 245．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，748，000円 複勝： 51，500，400円 枠連： 14，258，700円
馬連： 52，492，900円 馬単： 31，586，000円 ワイド： 31，272，700円
3連複： 75，451，400円 3連単： 105，114，300円 計： 389，424，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（2－7） 600円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 280円 �� 530円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 7，150円

票 数

単勝票数 計 277480 的中 � 53246（2番人気）
複勝票数 計 515004 的中 � 101666（2番人気）� 132105（1番人気）� 67857（3番人気）
枠連票数 計 142587 的中 （2－7） 18195（1番人気）
馬連票数 計 524929 的中 �� 62869（1番人気）
馬単票数 計 315860 的中 �� 18556（2番人気）
ワイド票数 計 312727 的中 �� 30748（1番人気）�� 13968（7番人気）�� 22391（2番人気）
3連複票数 計 754514 的中 ��� 41262（2番人気）
3連単票数 計1051143 的中 ��� 10654（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．7―11．9―12．3―12．2―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．7―47．6―59．9―1：12．1―1：23．8―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラリティスカイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．7．5 中京4着

2012．3．7生 牡2鹿 母 タイキクラリティ 母母 タイキダイヤ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスバラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月27日まで平地競

走に出走できない。
ニュアージュドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月27日まで平
地競走に出走できない。

第４回 阪神競馬 第５日



26051 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第3競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 キュークッキング 牝3黒鹿54 酒井 学栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 470＋ 21：11．8 6．7�
12 タイガーティアラ 牝3黒鹿54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 444－ 21：12．75 9．4�
611 エンジェルミディ 牝3栗 54 藤岡 康太�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 496－141：12．8� 5．7�
11 パーカーズミル 牝3鹿 54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋121：12．9クビ 3．9�
612 アプリカーレ 牝3鹿 54 国分 恭介水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 482－ 21：13．43 47．1�
816 カガフレグランス 牝3鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 3．3	
510 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 490＋ 61：13．71� 15．1

714 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 452－121：13．8� 10．9�
713 ヒロノスイート 牝3鹿 54 小坂 忠士守内ひろ子氏 境 直行 浦河 �川 啓一 422＋ 81：13．9� 48．3�
35 メイショウミノリ 牝3鹿 54

52 △松若 風馬松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 �川フアーム 448＋101：14．0� 169．8
59 ハギノヘヴン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B428－181：14．31� 411．8�
47 サプライズシーヌ 牝3鹿 54 花田 大昂永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488＋101：15．15 382．3�
24 モ ズ ソ フ ィ 牝3黒鹿54 D．ペロヴィッチ 北側 雅司氏 �島 一歩 日高 目黒牧場 486 ―1：15．2クビ 88．5�

（伊）

48 アップカレント 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 21：15．3� 34．7�

815 マイアイスクリーム 牝3鹿 54
51 ▲義 英真名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 434＋ 21：15．83 395．4�

23 イ チ ザ ブ イ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか キヨタケ牧場 510＋ 21：21．5大差 73．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，050，300円 複勝： 36，647，100円 枠連： 15，449，400円
馬連： 46，083，600円 馬単： 26，215，600円 ワイド： 26，847，600円
3連複： 63，978，200円 3連単： 83，924，600円 計： 325，196，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 220円 � 210円 枠 連（1－3） 930円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 990円 �� 480円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 25，650円

票 数

単勝票数 計 260503 的中 � 30938（4番人気）
複勝票数 計 366471 的中 � 45808（4番人気）� 41616（5番人気）� 46671（3番人気）
枠連票数 計 154494 的中 （1－3） 12863（4番人気）
馬連票数 計 460836 的中 �� 13209（13番人気）
馬単票数 計 262156 的中 �� 4065（22番人気）
ワイド票数 計 268476 的中 �� 6731（13番人気）�� 15181（4番人気）�� 7946（10番人気）
3連複票数 計 639782 的中 ��� 10983（16番人気）
3連単票数 計 839246 的中 ��� 2372（88番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．2―11．7―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キュークッキング �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．14 京都3着

2011．3．31生 牝3黒鹿 母 ダークアイボリー 母母 ブラウンアイボリー 10戦1勝 賞金 8，750，000円
〔制裁〕 モズソフィ号の調教師�島一歩は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチザブイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月27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） 2頭 エイシンツバメ号・ドントセイノー号
（非抽選馬） 3頭 パオリーナ号・パフュームスター号・ミナスジェライス号
※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。

26052 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20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

11 グレンガイル 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：52．9 28．9�
48 ショウナンアトラス 牡3鹿 56 四位 洋文国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 41：53．11� 4．2�
816 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 北村 友一大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：53．2� 3．3�
24 ウエスタンプリンス 牡3鹿 56 藤岡 佑介西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか ウエスタンファーム 460± 01：54．37 284．7�
510 サンライズメシア 牡3栗 56

54 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 前田 宗将 510＋ 21：54．51� 13．4�
35 フォールスクリーク 牝3黒鹿54 福永 祐一下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 456－ 4 〃 クビ 10．1

23 メイショウオオダチ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454－ 61：54．71� 68．5�
47 キミニヒトメボレ 牝3栗 54

52 △松若 風馬 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 アタマ 20．9�
12 シゲルハリマ 牡3栗 56 岩田 康誠森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 506＋101：54．91 3．8
713 ラッキーハンター 牡3栗 56

53 ▲義 英真西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム B502＋ 21：55．0� 23．7�
36 エミネントフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート庄野 靖志 浦河 中島牧場 428－141：56．17 116．7�
59 カンファーボス 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也楠本多ミ子氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 450＋ 21：56．2� 467．5�
611 キスキスバンバン 牝3鹿 54 松田 大作市川 義美氏 安達 昭夫 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：56．73 214．7�
815 ブリーズラプソディ 牝3青鹿54 �島 良太 �シルクレーシング 庄野 靖志 日高 メイプルファーム 468＋ 61：57．02 166．4�
612 セルリアンシュロス 牡3青鹿56 国分 優作�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 472－ 81：57．31� 134．9�
714 クロスドミナンス 牝3黒鹿54 小牧 太吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム B454＋ 22：00．0大差 8．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，134，700円 複勝： 35，610，000円 枠連： 13，171，400円
馬連： 45，459，700円 馬単： 27，350，900円 ワイド： 27，367，900円
3連複： 66，229，200円 3連単： 91，244，900円 計： 330，568，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，890円 複 勝 � 560円 � 170円 � 150円 枠 連（1－4） 630円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 15，580円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，580円 �� 310円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 74，160円

票 数

単勝票数 計 241347 的中 � 6667（9番人気）
複勝票数 計 356100 的中 � 11733（9番人気）� 57299（3番人気）� 73700（1番人気）
枠連票数 計 131714 的中 （1－4） 15973（3番人気）
馬連票数 計 454597 的中 �� 6083（21番人気）
馬単票数 計 273509 的中 �� 1316（48番人気）
ワイド票数 計 273679 的中 �� 3452（25番人気）�� 4131（22番人気）�� 25641（1番人気）
3連複票数 計 662292 的中 ��� 8195（19番人気）
3連単票数 計 912449 的中 ��� 892（227番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―13．0―13．5―13．3―12．4―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．2―36．2―49．7―1：03．0―1：15．4―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレンガイル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Zieten デビュー 2013．12．14 阪神4着

2011．4．24生 牡3鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 6戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ラッキーハンター号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 サンライズメシア号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリーズラプソディ号・セルリアンシュロス号・クロスドミナンス号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成26年10月27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） 3頭 キクノアヴァン号・グレートアイランド号・ユニコーンバローズ号
（非抽選馬） 2頭 ウイニングフェイス号・ウイングパラダイス号



26053 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

58 エイシンアリエル 牝2鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 484 ―1：10．2 2．1�
11 カレンローザネーラ 牝2鹿 54 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 450 ― 〃 クビ 2．9�
22 ポルボローネ 牝2栗 54

51 ▲義 英真小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 420 ―1：10．3クビ 29．7�
611 タガノロブロイ 牡2鹿 54 浜中 俊八木 良司氏 笹田 和秀 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496 ―1：10．72� 7．8�
35 ボストンヴィーナス 牝2黒鹿 54

52 △松若 風馬ボストンホース� 岩元 市三 安平 吉田牧場 472 ―1：10．8� 73．8�
34 アグリナンバーワン 牝2青鹿54 藤懸 貴志アグリRC 飯田 雄三 浦河 杵臼斉藤牧場 408 ―1：10．9� 88．7	
47 サマーサラファン 牝2芦 54 和田 竜二セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 416 ―1：11．0� 27．0

23 ナムラビッグマン 牡2鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 534 ―1：11．21	 20．8�
59 ディーバスター 牝2黒鹿54 川須 栄彦�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ― 〃 アタマ 44．4�
610 タイガーメノー 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政竹原 孝昭氏 作田 誠二 新冠 ラツキー牧場 474 ―1：11．3� 229．4
46 マルシゲローエン 牝2栗 54 
島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 飯島 功典 374 ―1：11．61� 292．9�
814 パープルファイト 牡2黒鹿54 松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 日高 鹿戸 正幸 452 ― 〃 ハナ 203．3�
815 メイショウヤギリ 牡2黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462 ―1：11．81 47．1�
713 ブルームーン 牡2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ―1：12．01	 10．7�
712 フェブグレイトフル 牡2黒鹿54 国分 恭介釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヤマタケ牧場 514 ―1：12．32 61．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，774，300円 複勝： 26，452，700円 枠連： 12，471，400円
馬連： 40，511，600円 馬単： 28，665，900円 ワイド： 23，124，400円
3連複： 55，263，300円 3連単： 89，600，200円 計： 298，863，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 120円 � 360円 枠 連（1－5） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 840円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 227743 的中 � 85840（1番人気）
複勝票数 計 264527 的中 � 74073（1番人気）� 63365（2番人気）� 11018（6番人気）
枠連票数 計 124714 的中 （1－5） 31651（1番人気）
馬連票数 計 405116 的中 �� 99520（1番人気）
馬単票数 計 286659 的中 �� 39919（1番人気）
ワイド票数 計 231244 的中 �� 43226（1番人気）�� 5937（9番人気）�� 5806（10番人気）
3連複票数 計 552633 的中 ��� 22245（4番人気）
3連単票数 計 896002 的中 ��� 12576（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．3―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―34．9―46．3―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンアリエル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2012．3．11生 牝2鹿 母 エイシンチタニア 母母 ヴィデオピアノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カレンローザネーラ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒

告。（被害馬：5番）

26054 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時40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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

22 クロスクリーガー 牡2鹿 54 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 450 ―1：54．7 3．2�
812 ノースウィナー 牡2栗 54

52 △松若 風馬吉澤 克己氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：56．8大差 9．7�
811 バ ン ペ イ ユ 牡2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 498 ― 〃 クビ 4．9�
56 ツジサンダバード 牡2栗 54 藤岡 佑介辻 俊夫氏 作田 誠二 登別 ユートピア牧場 446 ―1：57．11� 120．5�
55 トップリバティ 牡2黒鹿54 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 506 ―1：57．31� 34．4�
11 ハードミルキー 牡2栗 54 和田 竜二津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム 484 ―1：57．4	 6．1	
67 キングライデン 牡2芦 54 池添 謙一村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 静内白井牧場 516 ―1：57．5クビ 15．1

33 フォルゴラーレ 牝2黒鹿54 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 480 ―1：57．92	 3．9�
68 シゲルヒキヤマ 牡2栗 54 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 518 ―1：58．11 13．6�
44 コウエイサンクス 牡2鹿 54 藤岡 康太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 502 ―1：58．63 95．9
79 セイユニコーン 牡2芦 54 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 452 ―1：59．98 36．9�
710 アユミドンドン 牝2鹿 54

51 ▲義 英真田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新ひだか 見上牧場 458 ―2：01．6大差 128．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，090，500円 複勝： 29，163，800円 枠連： 11，682，900円
馬連： 38，533，600円 馬単： 24，275，000円 ワイド： 21，229，900円
3連複： 50，833，000円 3連単： 79，915，200円 計： 274，723，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 220円 � 170円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 810円 �� 350円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 17，540円

票 数

単勝票数 計 190905 的中 � 46597（1番人気）
複勝票数 計 291638 的中 � 61335（1番人気）� 27985（5番人気）� 45679（3番人気）
枠連票数 計 116829 的中 （2－8） 12122（3番人気）
馬連票数 計 385336 的中 �� 12468（8番人気）
馬単票数 計 242750 的中 �� 4977（15番人気）
ワイド票数 計 212299 的中 �� 6356（10番人気）�� 17246（2番人気）�� 6722（8番人気）
3連複票数 計 508330 的中 ��� 11203（10番人気）
3連単票数 計 799152 的中 ��� 3303（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．7―13．4―13．2―12．9―13．0―12．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．5―50．9―1：04．1―1：17．0―1：30．0―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クロスクリーガー �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2012．4．11生 牡2鹿 母 ビッグクィーン 母母 マイアミガルチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アユミドンドン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月27日まで平地競

走に出走できない。



26055 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第7競走 ��
��1，200�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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

24 � サンライズネオ 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 472± 01：11．2 3．9�
59 	 ミリオンヴォルツ 牡5鹿 57 福永 祐一林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 494＋ 2 〃 アタマ 4．9�
816 グランプリナイト 牡4黒鹿57 川田 将雅�グランプリ 
島 一歩 新ひだか 川端 英幸 508＋ 2 〃 クビ 4．4�
12 � ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 488＋ 41：11．94 24．7�
36 	 メンカウラー 牡3黒鹿55 岩田 康誠前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B494＋ 81：12．0クビ 12．8	
510 ヒカリセット 牡3青鹿55 森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 8 〃 同着 21．7

47 ワンダーヴィーヴァ 牡4青鹿57 D．ペロヴィッチ 山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 548－381：12．21� 33．3�

（伊）

48 スクワドロン 牡4芦 57 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 524＋12 〃 ハナ 64．6�
35 アドマイヤスパーズ 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 486± 01：12．3� 109．3
815 ロードメビウス 牡3鹿 55 高倉 稜 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム B486＋ 81：12．72� 144．5�
714 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B494＋ 61：12．91� 33．8�
23 サウンドカール 牡3青鹿55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 452－ 81：13．0� 40．5�
11 イルーシヴキャット 牝3栗 53 国分 優作 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 474＋ 61：13．2 16．7�
611 トウケイタイガー 牡3黒鹿55 藤田 伸二木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 下村 繁正 466± 0 〃 クビ 4．7�
713 ヘリオドール 牝3青鹿 53

51 △松若 風馬�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448＋ 41：13．51 77．3�

612 トウケイムーン 牡4栗 57 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 488＋101：13．92� 93．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，557，600円 複勝： 51，560，200円 枠連： 16，745，800円
馬連： 67，703，600円 馬単： 35，280，900円 ワイド： 38，978，700円
3連複： 96，463，100円 3連単： 127，298，600円 計： 461，588，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 160円 � 150円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 400円 �� 390円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計 275576 的中 � 55532（1番人気）
複勝票数 計 515602 的中 � 88672（3番人気）� 82201（4番人気）� 90723（2番人気）
枠連票数 計 167458 的中 （2－5） 15808（1番人気）
馬連票数 計 677036 的中 �� 45831（5番人気）
馬単票数 計 352809 的中 �� 12460（8番人気）
ワイド票数 計 389787 的中 �� 25251（3番人気）�� 25950（2番人気）�� 20549（6番人気）
3連複票数 計 964631 的中 ��� 45922（3番人気）
3連単票数 計1272986 的中 ��� 10881（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．0―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンライズネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo

2010．2．16生 牡4黒鹿 母 リオニアンレディー 母母 Moon Flower 18戦2勝 賞金 30，480，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴァルナビット号・キネオキャノン号・スズカブリザード号・セイウンチカラ号・ヒルノケアンズ号・

レガリアシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

26056 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

612 タガノゴールド 牡3栗 54 武 幸四郎八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466－ 22：05．3 3．8�

815 タマモセナター 牡3栗 54 和田 竜二タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B480＋ 82：05．72� 13．6�
611 シゲルエッチュウ 牡3鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B440－ 22：05．91� 12．3�
59 � ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 462＋ 2 〃 クビ 5．7�
36 ヨヨギマック 牡3栗 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 512＋122：06．11� 4．9�
23 ニホンピロバロン 牡4栗 57 D．ペロヴィッチ 小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 470－102：06．2� 6．3	

（伊）

714 キネオグランデ 牡3栗 54 高倉 稜吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム B480－182：06．83� 25．4

11 スズカアドニス 牡4栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 480－ 2 〃 ハナ 25．2�
48 ミッキーサクセス 牡4栗 57

55 △松若 風馬野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 500－142：07．33 24．2�
713 カフジスター 牡3青鹿 54

51 ▲義 英真加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 462－ 2 〃 クビ 35．2
510 チュウワストライク 牡5鹿 57 国分 優作中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 506＋ 22：07．72� 14．9�
47 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 444－ 62：07．8� 131．8�
816 オンワードハンター 牡3鹿 54

51 ▲小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 462＋ 6 〃 ハナ 53．9�
35 � ワンダーパラジーノ 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 482± 02：07．9クビ 216．6�
12 メイショウエジソン 牡4栗 57

55 △岩崎 翼松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 464－102：08．0� 137．9�
24 アグネスオラシオン 牡3芦 54 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 562± 0 〃 クビ 19．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，599，300円 複勝： 47，429，600円 枠連： 21，057，000円
馬連： 71，089，800円 馬単： 35，740，600円 ワイド： 38，177，600円
3連複： 97，227，200円 3連単： 126，905，500円 計： 464，226，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 460円 � 330円 枠 連（6－8） 1，890円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 900円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 15，350円 3 連 単 ��� 74，250円

票 数

単勝票数 計 265993 的中 � 55049（1番人気）
複勝票数 計 474296 的中 � 83661（1番人気）� 23016（7番人気）� 34522（5番人気）
枠連票数 計 210570 的中 （6－8） 8614（7番人気）
馬連票数 計 710898 的中 �� 15796（12番人気）
馬単票数 計 357406 的中 �� 5111（16番人気）
ワイド票数 計 381776 的中 �� 6830（14番人気）�� 11240（7番人気）�� 2703（42番人気）
3連複票数 計 972272 的中 ��� 4750（49番人気）
3連単票数 計1269055 的中 ��� 1239（231番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．4―14．6―13．0―12．6―12．6―12．4―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．0―49．6―1：02．6―1：15．2―1：27．8―1：40．2―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．20 中京5着

2011．2．4生 牡3栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 11戦2勝 賞金 22，650，000円
※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。



26057 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

発走14時25分 （芝・右）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

22 ナ ヴ ィ オ ン 牡2鹿 54 福永 祐一橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 456－ 41：21．6 1．5�
79 ブ リ ク ス ト 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：21．7� 4．8�
78 シゲルチャグチャグ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 472＋ 8 〃 クビ 24．9�
66 ブラッククローバー 牡2黒鹿54 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 478＋101：21．8� 13．7�
11 	 イ ズ モ 牡2栗 54 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 472＋ 81：22．01
 58．5�
810 ヤマカツエース 牡2栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 2 〃 アタマ 8．2	
67 � ウチデノコヅチ 牝2栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 牧田 和弥 新ひだか 小河 豊水 448± 01：22．1� 11．2

44 シゲルアオイマツリ 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 460＋ 81：22．52� 31．7�
55 タマモクラリティー 牝2鹿 54 菱田 裕二タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 448＋ 41：23．67 44．0
33 タレントナチュラル 牝2青鹿54 D．ペロヴィッチ 山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 榊原 敏明 442＋ 21：24．02� 297．3�

（伊）

811 ローズウィップ 牝2鹿 54 松若 風馬山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 434＋ 41：24．21
 396．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，380，000円 複勝： 102，010，900円 枠連： 19，541，800円
馬連： 94，146，500円 馬単： 68，416，700円 ワイド： 45，040，100円
3連複： 113，405，500円 3連単： 276，368，100円 計： 765，309，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 330円 枠 連（2－7） 270円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 180円 �� 630円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 463800 的中 � 239233（1番人気）
複勝票数 計1020109 的中 � 616594（1番人気）� 113151（2番人気）� 27900（6番人気）
枠連票数 計 195418 的中 （2－7） 55718（1番人気）
馬連票数 計 941465 的中 �� 224663（1番人気）
馬単票数 計 684167 的中 �� 116382（1番人気）
ワイド票数 計 450401 的中 �� 82874（1番人気）�� 16019（7番人気）�� 8308（15番人気）
3連複票数 計1134055 的中 ��� 49408（5番人気）
3連単票数 計2763681 的中 ��� 49090（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―46．9―58．2―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ ヴ ィ オ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2014．8．3 新潟1着

2012．4．9生 牡2鹿 母 ユキノスイトピー 母母 シークレットローズ 3戦2勝 賞金 22，231，000円
※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。

26058 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第10競走 ��
��1，800�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

810 シャトーブランシュ 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 480± 01：45．7 2．2�
55 ディープサウス 牝4青 55 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B462＋ 21：45．91� 4．3�
22 フロアクラフト 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 アタマ 10．7�
78 フェータルローズ 牝5栗 55 松若 風馬兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 9．5�
79 ニシノテキーラ 牝6鹿 55 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 484＋161：46．0	 34．3�
33 ディオジェーヌ 牝4鹿 55 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 430－141：46．1クビ 38．8	
811 レッドフォーチュン 牝4芦 55 小牧 太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 442± 01：46．2	 56．0

67 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 55 幸 英明西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 436－ 61：46．41 23．5�
66 シンコームーン 牝5栗 55 川須 栄彦豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 458± 0 〃 アタマ 230．7�
11 テ ィ ア ー モ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 446－ 61：46．72 4．8�
44 ダンツカナリー 牝4青鹿55 武 豊山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 458－ 41：47．01	 19．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，561，500円 複勝： 70，159，400円 枠連： 21，618，100円
馬連： 129，929，300円 馬単： 69，924，100円 ワイド： 52，173，800円
3連複： 144，488，700円 3連単： 269，315，800円 計： 805，170，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 200円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 240円 �� 560円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 475615 的中 � 169519（1番人気）
複勝票数 計 701594 的中 � 177072（1番人気）� 137267（2番人気）� 66177（5番人気）
枠連票数 計 216181 的中 （5－8） 30638（1番人気）
馬連票数 計1299293 的中 �� 174361（1番人気）
馬単票数 計 699241 的中 �� 58945（1番人気）
ワイド票数 計 521738 的中 �� 65442（1番人気）�� 21965（7番人気）�� 18959（8番人気）
3連複票数 計1444887 的中 ��� 62469（4番人気）
3連単票数 計2693158 的中 ��� 35324（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．3―11．8―11．7―11．6―11．0―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．3―48．1―59．8―1：11．4―1：22．4―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャトーブランシュ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．28生 牝4鹿 母 ブランシェリー 母母 メゾンブランシュ 14戦3勝 賞金 64，043，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26059 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第11競走 ��
��1，400�大阪スポーツ杯

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55�4歳
以上57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

68 ホクセツキングオー 牡7鹿 57 岩田 康誠平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 502＋ 61：24．0 8．6�
33 グレイスフルリープ 牡4栗 57 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532－101：24．1� 1．8�
79 	 ダノンレジェンド 牡4黒鹿57 和田 竜二�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 462＋101：24．2� 3．8�
812 ドリームコンサート 牡5栗 57 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B500－ 21：24．3クビ 24．0�
811 コウユーサムライ 牡5栗 57 武 豊加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 492＋ 41：24．51
 34．3�
67 ヤマノサファイア 牡6栗 57 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 440－ 21：24．6� 84．5	
22 タガノミューチャン 牝4鹿 55 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 518＋121：24．7� 31．3

710 エルカミーノレアル 牡3鹿 55 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 480＋ 41：24．91� 107．6�
44 フルヒロボーイ 牡5鹿 57 藤岡 佑介古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 518－ 81：25．0クビ 21．8�
55 	 キョウエイバサラ 牡6芦 57 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 518－ 21：25．1� 162．8
56 � モエレジュンキン 牡7鹿 57 松山 弘平鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 476－ 61：25．2� 82．1�
11 オメガセニョリーナ 牝5鹿 55 浜中 俊原 子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466± 01：25．41
 6．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 64，172，600円 複勝： 130，075，500円 枠連： 41，872，500円
馬連： 225，223，100円 馬単： 125，943，300円 ワイド： 93，417，100円
3連複： 282，985，900円 3連単： 593，993，800円 計： 1，557，683，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（3－6） 690円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 500円 �� 200円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 641726 的中 � 59636（4番人気）
複勝票数 計1300755 的中 � 118528（4番人気）� 639318（1番人気）� 161526（2番人気）
枠連票数 計 418725 的中 （3－6） 46462（3番人気）
馬連票数 計2252231 的中 �� 236564（3番人気）
馬単票数 計1259433 的中 �� 41295（8番人気）
ワイド票数 計 934171 的中 �� 81078（3番人気）�� 40828（6番人気）�� 140339（1番人気）
3連複票数 計2829859 的中 ��� 236490（2番人気）
3連単票数 計5939938 的中 ��� 56562（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―46．8―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホクセツキングオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．2．13 京都1着

2007．4．26生 牡7鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 27戦5勝 賞金 86，089，000円

26060 9月27日 晴 良 （26阪神4）第5日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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 7，500，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

48 レッドオーラム 牝3鹿 53 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 476＋ 21：33．6 28．1�
36 グインネヴィア 牝5栗 55

52 ▲小崎 綾也 �サンデーレーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 21：33．81� 125．1�

510 プリンセスアスク 牝3青鹿 53
51 △岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 452－ 21：34．01� 7．1�

816 トーホウスプライト 牝3鹿 53 福永 祐一東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 442＋ 8 〃 ハナ 3．2�

818 シ ン ネ ン 牡4栗 57 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 482＋ 4 〃 クビ 13．7	
23 ダンツアトラス 牡4鹿 57 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 460－ 81：34．1クビ 14．9

713 シ ュ ネ ー ル 牡3鹿 55 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 494－ 41：34．2� 7．5�
24 ディアデラバンデラ 	5黒鹿57 秋山真一郎 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：34．3
 25．6�
12 � ゴ ー ス ル ー 牡4鹿 57 幸 英明 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 448－121：34．4� 36．5
611 ラッキーマンボ 牝4鹿 55

53 △松若 風馬 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 510＋ 8 〃 クビ 4．8�
35 ナムラマサシゲ 牡3栗 55 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 486＋ 21：34．5� 71．1�
47 マンドレイク 牡4黒鹿57 川須 栄彦�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 484－ 2 〃 アタマ 53．8�
11 アルトゥーナ 牝3黒鹿53 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 416－ 41：34．71� 14．6�
715 エイシンフランキー 牡3芦 55 酒井 学�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 同着 31．5�
714 スリーカラーナンゴ 牡3鹿 55 国分 優作永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 438－ 81：34．8
 182．8�
59 キングナポレオン 牡3黒鹿55 岩田 康誠田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：35．12 19．4�
612 シンゼンタイガ 牡3栗 55 �島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 502＋ 61：35．2クビ 180．9�
817 ア チ ー ヴ 牡4黒鹿57 浜中 俊前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 468－ 21：35．3� 60．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，641，700円 複勝： 72，661，000円 枠連： 35，941，400円
馬連： 165，266，400円 馬単： 61，098，400円 ワイド： 64，494，000円
3連複： 179，187，800円 3連単： 265，659，600円 計： 893，950，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 840円 � 3，690円 � 260円 枠 連（3－4） 14，430円

馬 連 �� 122，490円 馬 単 �� 192，530円

ワ イ ド �� 31，970円 �� 3，020円 �� 9，850円

3 連 複 ��� 183，590円 3 連 単 ��� 1，767，000円

票 数

単勝票数 計 496417 的中 � 14108（10番人気）
複勝票数 計 726610 的中 � 21304（11番人気）� 4507（17番人気）� 89115（3番人気）
枠連票数 計 359414 的中 （3－4） 1930（32番人気）
馬連票数 計1652664 的中 �� 1113（125番人気）
馬単票数 計 610984 的中 �� 238（243番人気）
ワイド票数 計 644940 的中 �� 516（131番人気）�� 5577（30番人気）�� 1683（85番人気）
3連複票数 計1791878 的中 ��� 732（382番人気）
3連単票数 計2656596 的中 ��� 109（2788番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．2―48．0―59．8―1：10．9―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．8
3 10，11（6，14，15）7（8，16）12（3，5）（2，18，17）（9，13）－1－4 4 ・（10，11，14）（6，15）（7，16）（8，12）（3，5）（2，18，17）（9，13）1，4

勝馬の
紹 介

レッドオーラム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2013．11．3 京都4着

2011．1．19生 牝3鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin 8戦2勝 賞金 16，250，000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 オフェーリアシチー号



（26阪神4）第5日 9月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

194，620，000円
11，020，000円
1，080，000円
17，230，000円
61，960，000円
4，602，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
397，538，800円
683，610，700円
236，077，700円
1，013，105，900円
557，077，700円
485，384，700円
1，284，472，100円
2，188，059，200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 6，845，326，800円

総入場人員 13，305名 （有料入場人員 12，164名）
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