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26061 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第1競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

611 キモンダッシュ 牡2鹿 54
52 △松若 風馬小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 472＋ 21：12．8 8．0�

713� デ ブ リ ン 牡2栗 54 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 498－ 41：13．01� 1．6�

816 サカジロビューティ 牝2鹿 54
51 ▲小崎 綾也ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 428＋141：13．1クビ 13．7�

612 スピールダンジュ 牝2芦 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 428± 01：13．31� 17．3�
23 キャロライン 牡2栗 54 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 490＋101：14．04 60．5�
714 ゲネラルプローベ 牡2鹿 54 横山 典弘前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 462＋101：14．1	 8．4�
36 キンシノホマレ 牡2黒鹿54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 川上牧場 522＋141：14．2クビ 23．1	
510 タカノロンシャン 牡2芦 54 国分 恭介山口多賀司氏 梅田 康雄 新冠 村上 欽哉 468－ 61：14．3	 276．3

12 ブラヴィッシモ 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B486＋ 61：14．4	 7．9�
24 シゲルワッショイ 牡2栗 54 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 460＋101：15．03� 287．8
47 シゲルゴホウサイ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 406＋ 2 〃 ハナ 176．7�
11 エイシンサワー 牡2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 日高 シンボリ牧場 496＋ 21：15．32 50．8�
48 サンライズボヌール 牡2栗 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 446－141：15．5	 79．2�
59 サンブラジリア 牡2栗 54 水口 優也加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 446－ 4 〃 ハナ 131．1�
35 イノチクレナイ 牝2栗 54

51 ▲義 英真小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 422＋ 21：15．92� 60．3�
815 クリノケンパイ 牝2青鹿54 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 460＋ 81：16．22 288．6�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，115，300円 複勝： 94，989，700円 枠連： 13，955，700円
馬連： 52，137，100円 馬単： 36，238，900円 ワイド： 29，151，100円
3連複： 72，779，900円 3連単： 123，409，800円 計： 447，777，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 160円 � 110円 � 230円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 230円 �� 770円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 251153 的中 � 24932（3番人気）
複勝票数 計 949897 的中 � 51886（2番人気）� 714885（1番人気）� 27051（5番人気）
枠連票数 計 139557 的中 （6－7） 37381（1番人気）
馬連票数 計 521371 的中 �� 86419（1番人気）
馬単票数 計 362389 的中 �� 17450（5番人気）
ワイド票数 計 291511 的中 �� 37884（1番人気）�� 8373（10番人気）�� 17751（4番人気）
3連複票数 計 727799 的中 ��� 35364（4番人気）
3連単票数 計1234098 的中 ��� 9387（25番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．1―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．3―47．4―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キモンダッシュ �
�
父 コパノフウジン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2014．7．5 函館3着

2012．4．23生 牡2鹿 母 コパノチカチャン 母母 ルーズブルーマーズ 3戦1勝 賞金 8，100，000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 エンデヴァー号・スズミサキ号
※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。

26062 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

510 ウインソワレ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 454－ 41：21．4 3．2�
714 ビットレート 牝2栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448± 01：21．5� 7．3�
12 タイセイラビッシュ 牡2鹿 54 D．ペロヴィッチ 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 41：22．03 10．1�

（伊）

713 ジョウショーエガオ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 高橋 康之 新ひだか 沖田 哲夫 468＋12 〃 ハナ 41．2�
35 イチザサムライ 牡2栗 54

51 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 454－ 21：22．53 11．9	
612 ラブミーフウジン 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 404－ 41：22．71 311．0

611 フィールドスラッピ 牝2鹿 54

52 △松若 風馬 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 428± 01：22．91� 41．7�
23 ゲ ッ ト ミ ー 牝2栗 54 幸 英明薪浦 州平氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 448＋ 2 〃 クビ 159．7�
817 ノンリケット 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 436± 01：23．22 104．4
816 ヴィヴィッドモズ 牡2黒鹿54 福永 祐一北側 雅司氏 森 秀行 浦河 村下 明博 436± 0 〃 ハナ 12．5�
715 ワンダーグロワール 牡2鹿 54 �島 良太山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 478＋10 〃 ハナ 174．9�
59 ナムラカグヤヒメ 牝2鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 438－ 61：23．94 217．7�
11 セルリアンセレーノ 牡2栗 54 川須 栄彦�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 494－ 61：24．0� 27．3�
24 サワヤカオリュウ 牝2鹿 54 藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 鹿児島 神野 生男 396＋ 61：24．1� 186．9�
48 カシノマッハ 牡2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462± 01：24．2� 185．0�
818 トーホウバード 牡2黒鹿54 柴田 大知東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 424＋ 61：24．3� 25．7�
36 サンセットビーチ 牡2鹿 54 菱田 裕二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 414－ 41：24．62 58．3�
47 ハクサンフレンチ 牡2鹿 54 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 474－ 41：24．7� 2．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，584，700円 複勝： 38，499，000円 枠連： 15，088，400円
馬連： 54，792，300円 馬単： 31，009，900円 ワイド： 30，800，000円
3連複： 77，852，700円 3連単： 102，300，000円 計： 375，927，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 200円 � 250円 枠 連（5－7） 1，040円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 440円 �� 580円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 13，750円

票 数

単勝票数 計 255847 的中 � 63517（2番人気）
複勝票数 計 384990 的中 � 84693（2番人気）� 46583（3番人気）� 33309（5番人気）
枠連票数 計 150884 的中 （5－7） 11151（3番人気）
馬連票数 計 547923 的中 �� 35963（2番人気）
馬単票数 計 310099 的中 �� 11636（4番人気）
ワイド票数 計 308000 的中 �� 18716（2番人気）�� 13746（5番人気）�� 6021（12番人気）
3連複票数 計 778527 的中 ��� 17258（8番人気）
3連単票数 計1023000 的中 ��� 5393（28番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．8―11．6―11．4―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．7―45．3―56．7―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 2，7，10，1（14，18）－12（5，13）（16，17）3（8，9，15）4，6，11 4 2（7，10）（1，14）（12，13）5－16，18（3，17）（9，15）4－8（6，11）

勝馬の
紹 介

ウインソワレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．26 中京2着

2012．3．24生 牝2鹿 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走状況〕 ヴィヴィッドモズ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ウインソワレ号の騎手松山弘平は，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。
〔その他〕 トーホウバード号は，3コーナーで外側に逃避したこと，および，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平

地調教注意。
※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） 6頭 クールテンゼン号・タイガーボス号・テイクウォーニング号・マヤジョワイユ号・ユウキファルコン号・

ローズダイヤモンド号
※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。

第４回 阪神競馬 第６日



26063 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6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

713 エクストレミティー 牡3鹿 56 幸 英明 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492± 01：54．5 6．6�
23 ダンスールクレール �3鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 466± 01：54．71 2．6�
47 アグネスユニコーン 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 496－ 21：54．91� 8．6�
612 ヴ ァ ー ス 牝3青 54 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 444± 01：55．11	 97．1�
24 ダノンロンシャン 牡3芦 56 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 460－ 41：55．31	 2．7	
714 ト ラ ヴ ィ ス 牡3鹿 56 藤岡 康太�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 488－ 81：55．51	 25．4

611 レッドフォース 牡3栗 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 458± 01：55．82 15．7�
510 シゲルエチゴ 牡3芦 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 448＋ 81：56．12 25．6�
48 メイショウラファー 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好氏 千田 輝彦 浦河 磯野牧場 464± 01：56．73� 242．8�
816 レッドアヴェニュー 牡3青鹿 56

54 △岩崎 翼 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 386＋ 21：56．8� 160．6�
59 ジェットブラック 牡3青 56 松田 大作 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－121：57．65 42．5�
36 クリノシチフクジン 牡3黒鹿56 
島 良太栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 下河辺牧場 500－11 〃 ハナ 447．3�
12 ダノンフォーカス 牡3黒鹿56 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 日高 チャンピオン

ズファーム 502＋ 21：57．81� 213．9�
815 ダイゴセイリュウ 牡3青 56 国分 優作長谷川光司氏 日吉 正和 日高 細川牧場 526＋16 〃 アタマ 184．6�
11 � アイルビーホーム 牡3鹿 56

53 ▲義 英真金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 米 SF Blood-

stock LLC 496－ 21：58．22� 31．4�
35 イ イ ヴ ィ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 P.S．スライ氏 友道 康夫 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：58．3� 351．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，891，800円 複勝： 37，943，500円 枠連： 17，092，700円
馬連： 52，822，200円 馬単： 34，724，800円 ワイド： 28，694，200円
3連複： 72，708，800円 3連単： 124，490，000円 計： 394，368，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 130円 � 210円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 410円 �� 750円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 258918 的中 � 31140（3番人気）
複勝票数 計 379435 的中 � 44819（3番人気）� 98489（1番人気）� 39236（4番人気）
枠連票数 計 170927 的中 （2－7） 31207（2番人気）
馬連票数 計 528222 的中 �� 45596（2番人気）
馬単票数 計 347248 的中 �� 12656（6番人気）
ワイド票数 計 286942 的中 �� 18551（2番人気）�� 9199（8番人気）�� 18260（3番人気）
3連複票数 計 727088 的中 ��� 33075（4番人気）
3連単票数 計1244900 的中 ��� 9148（26番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．3―13．2―13．3―13．1―13．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―37．0―50．2―1：03．5―1：16．6―1：29．7―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
1（5，9）4，7，14，3－（10，12，15）－13（6，16）－8，11－2・（1，5）（7，9）4（10，3）14，13，15，12（8，16）6－11－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクストレミティー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Deposit Ticket デビュー 2013．8．18 小倉4着

2011．3．6生 牡3鹿 母 エクソセット 母母 Parliament House 14戦1勝 賞金 15，120，000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） 1頭 ジャルディナージュ号
（非抽選馬） 5頭 サマーパーティ号・スズカアポロ号・スリーアロー号・ベクターイメージ号・ワンダフルバディ号

26064 9月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26阪神4）第6日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25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

55 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 492＋ 43：18．5 5．0�
44 ドリームハヤテ 牡4鹿 60 熊沢 重文セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 502＋ 23：18．82 3．5�
88 ルペールノエル 牡4黒鹿60 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 514－ 63：19．33 1．8�
11 ヨドノグレイス 牝5鹿 58 難波 剛健海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 454＋163：21．5大差 14．2�
22 � アストロフォンテン 牡5鹿 60 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 472± 03：27．7大差 101．2�
77 エンジョイタイム 牡6鹿 60 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 488＋103：28．87 9．7	
33 � ブラックエレメント �6青鹿60 石神 深一日下部勝德氏 土田 稔 平取 北島牧場 468± 03：29．01� 46．8

66 モ ン モ ン 牡4鹿 60 浜野谷憲尚小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 484－103：31．0大差 47．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 18，176，500円 複勝： 23，686，600円 枠連： 発売なし
馬連： 36，477，600円 馬単： 27，980，500円 ワイド： 13，863，800円
3連複： 39，526，900円 3連単： 116，129，400円 計： 275，841，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 160円 �� 160円 �� 140円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 2，250円

票 数

単勝票数 計 181765 的中 � 28930（3番人気）
複勝票数 計 236866 的中 � 37391（2番人気）� 32855（3番人気）� 116835（1番人気）
馬連票数 計 364776 的中 �� 42446（3番人気）
馬単票数 計 279805 的中 �� 13790（7番人気）
ワイド票数 計 138638 的中 �� 21651（2番人気）�� 21416（3番人気）�� 25603（1番人気）
3連複票数 計 395269 的中 ��� 116335（1番人気）
3連単票数 計1161294 的中 ��� 37330（6番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．0－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーゼウス �

父 タニノギムレット �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．8．1 函館9着

2008．3．10生 牡6黒鹿 母 シ ー セ モ ア 母母 カイウンテンシ 障害：10戦1勝 賞金 10，600，000円
〔その他〕 エンジョイタイム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エンジョイタイム号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年10月28日まで出走できない。



26065 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6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）

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

57 プリメラアスール 牝2黒鹿54 幸 英明青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 490 ―1：35．8 3．1�
44 シャッターチャンス 牡2鹿 54 福永 祐一前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 434 ― 〃 ハナ 4．4�
69 メイショウワカアユ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 444 ― 〃 クビ 7．5�
68 エイシンバッケン 牡2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 490 ―1：36．11� 45．0�
711 パレスロマン 牝2栗 54 川須 栄彦西村 豊氏 加藤 敬二 浦河 田中スタッド 430 ―1：36．41� 164．6�
56 マイティーフライ 牝2鹿 54 藤岡 佑介	ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 448 ― 〃 アタマ 14．3

11 グレイスミノル 牝2青鹿54 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 470 ―1：36．61� 9．9�
812 カノヤカンザクラ 牡2栗 54 横山 典弘神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 506 ― 〃 ハナ 8．9�
710 ラ ス キ ー ヌ 牝2栗 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 464 ―1：36．7� 84．2
33 パイアタウン 牝2栗 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 446 ―1：36．91 21．6�
813 レンズフルパワー 牡2鹿 54 小坂 忠士田畑 富子氏 境 直行 浦河 宮内牧場 494 ―1：37．0� 220．5�
45 グラマシーパーク 牝2黒鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438 ―1：37．32 16．5�
22 ザッフィーロ 牡2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478 ―1：37．61� 7．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，469，500円 複勝： 39，392，400円 枠連： 14，097，600円
馬連： 59，610，700円 馬単： 31，703，100円 ワイド： 27，926，900円
3連複： 74，265，100円 3連単： 109，466，100円 計： 382，931，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 160円 � 180円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 8，790円

票 数

単勝票数 計 264695 的中 � 67806（1番人気）
複勝票数 計 393924 的中 � 86328（1番人気）� 63307（2番人気）� 47771（3番人気）
枠連票数 計 140976 的中 （4－5） 18130（1番人気）
馬連票数 計 596107 的中 �� 47605（1番人気）
馬単票数 計 317031 的中 �� 12453（2番人気）
ワイド票数 計 279269 的中 �� 20265（1番人気）�� 15920（2番人気）�� 9528（8番人気）
3連複票数 計 742651 的中 ��� 25720（1番人気）
3連単票数 計1094661 的中 ��� 9022（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．1―12．2―12．2―11．8―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．6―48．8―1：01．0―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 12，13，11（6，7）（1，9）－（3，5）（4，8）10，2 4 12，13（11，7）（6，9）（1，3）5（4，8）10，2

勝馬の
紹 介

プリメラアスール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2012．3．10生 牝2黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 エイシンバッケン号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

26066 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第6競走 ��1，400�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53�4歳以上55�
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

611 アンナミルト 牝3黒鹿53 福永 祐一 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 438＋ 41：23．9 1．4�
11 ミッキーアップル 牝4鹿 55

53 △松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 490＋121：24．22 5．6�
24 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 横山 典弘岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 484＋12 〃 ハナ 22．3�
713 カレンコティヤール 牝3栗 53 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 474＋261：24．3� 38．2�
510 セトノミッシー 牝4鹿 55 幸 英明難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 81：24．4� 35．1�
36 ハナズインパルス 牝4黒鹿 55

53 △岩崎 翼M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 478＋121：24．6� 24．3	
12 ガートルード 牝3黒鹿53 岩田 康誠 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 16．5

35 ノボキャビア 牝3栗 53 藤田 伸二�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 472± 01：24．81� 30．3�
612 ワンダーハイーニャ 牝3鹿 53 酒井 学山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 474－ 11：25．33 293．3
815 スリーカーニバル 牝4鹿 55 藤岡 康太永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 476± 01：25．51 24．3�
59 ハンマークラビア 牝3黒鹿53 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋101：26．03 34．1�
816 ワンダーテルヌーラ 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 460－ 41：26．42� 167．7�
47 テイエムステータス 牝3鹿 53 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 486± 01：26．72 48．7�
714 ヴェルメンティーノ 牝3栗 53

50 ▲義 英真吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B438± 01：26．8� 239．2�
48 サ チ ヒ メ 牝4青鹿55 熊沢 重文林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 452＋ 31：26．9� 368．2�
23 � ミサキジュエル 牝3鹿 53 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 446－ 71：28．39 25．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，599，700円 複勝： 94，648，600円 枠連： 19，155，000円
馬連： 71，608，900円 馬単： 48，510，500円 ワイド： 40，692，500円
3連複： 94，667，400円 3連単： 169，010，800円 計： 574，893，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（1－6） 260円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 170円 �� 440円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 365997 的中 � 202781（1番人気）
複勝票数 計 946486 的中 � 623155（1番人気）� 100264（2番人気）� 26819（4番人気）
枠連票数 計 191550 的中 （1－6） 55240（1番人気）
馬連票数 計 716089 的中 �� 170978（1番人気）
馬単票数 計 485105 的中 �� 89169（1番人気）
ワイド票数 計 406925 的中 �� 76763（1番人気）�� 21104（2番人気）�� 9960（10番人気）
3連複票数 計 946674 的中 ��� 47707（2番人気）
3連単票数 計1690108 的中 ��� 39487（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．1―12．0―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．4―46．5―58．5―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンナミルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2014．4．6 阪神4着

2011．2．13生 牝3黒鹿 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 5戦2勝 賞金 14，840，000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 ビアンコカンドーレ号



26067 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時15分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

48 アグリッパーバイオ 牡3黒鹿54 横山 典弘バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－102：01．5 17．8�
23 マウイノカオイ 牡4鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 478± 0 〃 アタマ 2．7�
36 センセーション 牝3鹿 52 菱田 裕二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 478－ 6 〃 ハナ 27．6�
510 ビップレボルシオン 牡3鹿 54 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋102：01．81	 7．7�
714 アドミラルシップ 牡3栗 54 浜中 俊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：01．9
 4．2�
612 フミノスナイパー 牡3栗 54

51 ▲小崎 綾也谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 482－ 2 〃 クビ 11．3	
35 タイセイポラリス 牡4栗 57 国分 優作田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 480－ 82：02．0	 174．0

12 レ ジ ー ナ 牝4栗 55

52 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 426－ 4 〃 クビ 29．0�

11 ソロデビュー 牝5黒鹿 55
52 ▲城戸 義政�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 498－102：02．1クビ 218．1

611 ナインテイルズ 牡3栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 468＋ 2 〃 クビ 73．9�
815 トウキョウタフガイ 牡3鹿 54 松山 弘平市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 464＋ 22：02．2	 10．7�
59 ト ル ス ト イ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 22：02．3クビ 6．6�
816 ピンクシャドウ 牝3栗 52 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 482＋ 2 〃 クビ 138．9�
47 ウエスタンメグ 牝3黒鹿52 藤岡 康太西川 賢氏 藤岡 健一 新ひだか ウエスタンファーム 406－ 62：02．83 150．5�
713� テイエムレオネッサ 牝4栗 55

53 △松若 風馬竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 480－ 42：03．01� 54．3�
24 レッドダニエル 牡3栗 54 D．ペロヴィッチ �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 464－ 82：04．7大差 143．9�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，608，100円 複勝： 51，429，700円 枠連： 20，167，000円
馬連： 82，624，100円 馬単： 44，619，100円 ワイド： 40，417，300円
3連複： 109，200，500円 3連単： 156，939，100円 計： 541，004，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 470円 � 150円 � 610円 枠 連（2－4） 2，310円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 930円 �� 4，100円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 102，960円

票 数

単勝票数 計 356081 的中 � 15980（7番人気）
複勝票数 計 514297 的中 � 23272（7番人気）� 127635（1番人気）� 17148（9番人気）
枠連票数 計 201670 的中 （2－4） 6743（9番人気）
馬連票数 計 826241 的中 �� 24226（11番人気）
馬単票数 計 446191 的中 �� 4569（30番人気）
ワイド票数 計 404173 的中 �� 11518（8番人気）�� 2453（39番人気）�� 7359（17番人気）
3連複票数 計1092005 的中 ��� 5352（50番人気）
3連単票数 計1569391 的中 ��� 1105（315番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―12．7―12．0―12．4―11．9―11．3―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．6―50．3―1：02．3―1：14．7―1：26．6―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アグリッパーバイオ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．28 阪神4着

2011．1．20生 牡3黒鹿 母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー 8戦2勝 賞金 20，900，000円
〔発走状況〕 ビップレボルシオン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 センセーション号の騎手菱田裕二は，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10，000円。（被害馬：11番）

マウイノカオイ号の騎手岩田康誠は，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：11番）

※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） 4頭 オグリブライアン号・ザトゥルーエアー号・マスカレードマスク号・マニッシュコート号
（非抽選馬） 1頭 ハナズドリーム号
※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。

26068 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第8競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 セルリアンサーロス 牡4栗 57 D．ペロヴィッチ�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 514＋101：52．7 57．8�
（伊）

510 メイショウヒコボシ 牡3鹿 54 武 豊松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 518＋ 2 〃 クビ 5．0�
48 ディアブルーダー 牡3鹿 54 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 518＋ 21：53．01� 16．7�
59 ワールドダンス 牡3栗 54 横山 典弘杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 466± 0 〃 ハナ 65．1�
611 ゼンノスサノヲ 牡3栗 54 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 476± 0 〃 ハナ 55．1�
12 ミッキークリスエス 牡5黒鹿 57

55 △松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 518－101：53．1� 28．2	
612 メテオライト 牡5栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 516＋121：53．2� 2．8

815 サンライズワールド �4栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 440－ 61：53．41� 10．8�
714	 サンデーミノル 牡4鹿 57 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 81：53．61
 299．0�
35 ヤマノボンバー 牡3芦 54

51 ▲義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 438－ 61：53．81 170．9
11 	 スリーキングス 牡5栗 57

55 △岩崎 翼永井商事� 石橋 守 安平 ノーザンファーム 536－ 21：53．9� 239．7�
23 カーマンライン 牡3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 516＋ 61：54．32� 8．3�
816 マルイチワンダー 牡4栗 57 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 444± 01：54．62 24．1�
713 ウイントゥモロー 牡3黒鹿54 柴田 大知�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 498－ 41：55．45 9．4�
24 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57 菱田 裕二森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 472－121：55．82� 140．6�
47 モ ズ ス タ ー 牡3鹿 54 国分 優作北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 宮内牧場 478± 01：55．9� 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，581，100円 複勝： 56，114，100円 枠連： 22，536，400円
馬連： 86，693，700円 馬単： 44，254，700円 ワイド： 44，550，500円
3連複： 113，009，200円 3連単： 162，340，500円 計： 564，080，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，780円 複 勝 � 1，530円 � 250円 � 470円 枠 連（3－5） 9，210円

馬 連 �� 18，110円 馬 単 �� 45，900円

ワ イ ド �� 5，380円 �� 10，030円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 59，100円 3 連 単 ��� 544，890円

票 数

単勝票数 計 345811 的中 � 4779（11番人気）
複勝票数 計 561141 的中 � 8317（11番人気）� 69321（3番人気）� 30824（7番人気）
枠連票数 計 225364 的中 （3－5） 1896（27番人気）
馬連票数 計 866937 的中 �� 3709（44番人気）
馬単票数 計 442547 的中 �� 723（100番人気）
ワイド票数 計 445505 的中 �� 2114（47番人気）�� 1128（62番人気）�� 7654（20番人気）
3連複票数 計1130092 的中 ��� 1434（142番人気）
3連単票数 計1623405 的中 ��� 216（1036番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．2―12．7―12．2―12．2―12．3―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．9―49．6―1：01．8―1：14．0―1：26．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セルリアンサーロス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．16 中京4着

2010．2．28生 牡4栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 16戦3勝 賞金 25，080，000円
〔制裁〕 サンデーミノル号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。



26069 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第9競走 ��
��1，600�

こ う と う

甲 東 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．9．21以降26．9．21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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

23 フ ル ー キ ー 牡4青鹿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 486＋ 81：32．6 1．8�

59 ルファルシオン 牡3芦 54 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 500－ 81：32．81� 6．4�
713 タマモトッププレイ 牡5黒鹿56 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 500－ 6 〃 アタマ 30．3�
814 ヴァリアシオン 牡5鹿 55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－10 〃 クビ 39．0�
46 ゴットラウディー 牡6鹿 54 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 476＋ 21：33．0� 49．5	
47 タ マ ラ マ 	5黒鹿56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：33．21� 14．1

22 キングストーン 牡3鹿 54 武 豊寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 4．0�
611 ツヨシノブルーム 	5芦 53 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 494－ 21：33．3
 315．0�
58 ブルーハーツクライ 牡5栗 56 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 492＋ 6 〃 アタマ 22．0
35 マルカファイン 牡5栗 54 池添 謙一河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 502－ 41：33．62 29．8�
815 イ ダ ス 牡3栗 53 川島 信二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B474＋ 21：33．8� 44．0�
610 メ ロ ー ト 牡6黒鹿53 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 458± 0 〃 アタマ 79．1�
11 リフトザウイングス 牡6青鹿55 福永 祐一 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 532＋ 81：34．33 41．1�
712 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 51 田中 健本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：35．36 145．1�
34 タイキガラハッド 牡6栗 52 菱田 裕二�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496－ 4 （競走中止） 328．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，391，100円 複勝： 68，167，000円 枠連： 31，220，600円
馬連： 112，915，900円 馬単： 71，613，400円 ワイド： 57，071，700円
3連複： 151，114，600円 3連単： 269，687，100円 計： 808，181，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 180円 � 460円 枠 連（2－5） 380円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 320円 �� 900円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 463911 的中 � 202953（1番人気）
複勝票数 計 681670 的中 � 217103（1番人気）� 88095（3番人気）� 24570（7番人気）
枠連票数 計 312206 的中 （2－5） 63206（1番人気）
馬連票数 計1129159 的中 �� 132631（2番人気）
馬単票数 計 716134 的中 �� 69943（2番人気）
ワイド票数 計 570717 的中 �� 51780（2番人気）�� 15389（8番人気）�� 9355（15番人気）
3連複票数 計1511146 的中 ��� 31961（9番人気）
3連単票数 計2696871 的中 ��� 24165（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．2―11．3―11．3―11．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．1―46．4―57．7―1：08．7―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ル ー キ ー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．3．2 阪神1着

2010．3．31生 牡4青鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 8戦4勝 賞金 52，302，000円
〔競走中止〕 タイキガラハッド号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

26070 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第10競走 ��
��2，000�ムーンライトハンデキャップ

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．9．21以降26．9．21まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

57 エイシンヒカリ 牡3芦 54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 484± 01：59．6 1．4�
11 � スミデロキャニオン 牡5鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋141：59．92 18．4�
610 トウシンモンステラ 牡4黒鹿56 武 豊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 484－ 82：00．0クビ 6．9�
45 リヤンドファミユ 牡4鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 8 〃 ハナ 9．2�
69 � エーシンマックス 牡4栗 54 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 502± 02：00．31	 17．1	
711 ゼンノルジェロ 牡6青 54 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 ハナ 55．0

814 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－10 〃 クビ 30．9�
712 エーシングングン 牡5栗 55 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 470－ 22：00．61	 20．3�
58 ブロードスター 
4鹿 54 松山 弘平安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 480＋102：00．81 74．5
33 マイネルアイザック 牡5黒鹿55 柴田 大知 �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 450－ 4 〃 アタマ 38．4�
34 ロードエアフォース 牡6鹿 55 D．ペロヴィッチ �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496－ 62：01．01� 117．4�

（伊）

46 フレージャパン 牡5栗 54 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 476＋ 42：01．1	 62．5�
813 スリーアフロディテ 牝5鹿 52 横山 典弘永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 492－ 42：01．2クビ 38．9�
22 アイウォントユー 牡7栗 53 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 462－ 82：02．37 270．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 72，370，800円 複勝： 155，424，200円 枠連： 39，752，700円
馬連： 164，422，500円 馬単： 103，271，800円 ワイド： 78，461，000円
3連複： 217，138，900円 3連単： 417，531，700円 計： 1，248，373，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 270円 � 140円 枠 連（1－5） 1，330円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 510円 �� 210円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 723708 的中 � 401469（1番人気）
複勝票数 計1554242 的中 � 950215（1番人気）� 54430（6番人気）� 156447（2番人気）
枠連票数 計 397527 的中 （1－5） 23161（5番人気）
馬連票数 計1644225 的中 �� 99145（5番人気）
馬単票数 計1032718 的中 �� 49037（5番人気）
ワイド票数 計 784610 的中 �� 36863（5番人気）�� 114652（1番人気）�� 15187（13番人気）
3連複票数 計2171389 的中 ��� 82755（4番人気）
3連単票数 計4175317 的中 ��� 44481（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．4―48．6―1：00．3―1：12．3―1：24．1―1：35．6―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 京都1着

2011．5．3生 牡3芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 4戦4勝 賞金 45，453，000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。

２レース目



26071 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第11競走 ��
��2，400�第62回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

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

神戸新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

510 ワンアンドオンリー 牡3黒鹿56 横山 典弘前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－ 42：24．4 1．6�

611 サウンズオブアース 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 アタマ 58．1�
12 トーホウジャッカル 牡3栗 56 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 484－ 2 〃 アタマ 63．6�
48 サトノアラジン 牡3鹿 56 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522± 02：25．03� 3．4�
816 ヴォルシェーブ 牡3栗 56 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 25．0�
59 ハギノハイブリッド 牡3栗 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 448＋ 22：25．21� 23．8	
24 トーセンスターダム 牡3黒鹿56 武 豊島川 
哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：25．3	 10．6�
47 ヤマノウィザード 牡3鹿 56 藤田 伸二山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 468＋ 62：25．5	 30．3�
36 クロニクルスカイ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 520± 02：26．35 435．7
612 マッチボックス 牡3黒鹿56 松田 大作薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 504± 02：26．4	 339．4�
11 シャンパーニュ 牡3芦 56 幸 英明 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 480－ 42：26．5� 104．7�
815 キネオペガサス 牡3鹿 56 四位 洋文吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 532＋122：26．92� 71．6�
23 ウインフルブルーム 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 488± 02：27．0クビ 17．5�
713 スズカデヴィアス 牡3黒鹿56 D．ペロヴィッチ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486－ 62：27．42� 113．5�

（伊）

714 ダンディーズムーン 牡3鹿 56 藤岡 康太田島 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 466－ 42：28．78 227．7�

35 トップボンバー 牡3鹿 56 松若 風馬�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444＋ 22：35．9大差 368．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 235，061，300円 複勝： 392，270，300円 枠連： 139，919，300円
馬連： 650，957，400円 馬単： 416，059，000円 ワイド： 287，862，000円
3連複： 945，794，000円 3連単： 2，217，416，700円 計： 5，285，340，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 560円 � 870円 枠 連（5－6） 2，060円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，500円 �� 10，460円

3 連 複 ��� 24，720円 3 連 単 ��� 70，380円

票 数

単勝票数 計2350613 的中 � 1166486（1番人気）
複勝票数 計3922703 的中 � 2115350（1番人気）� 91457（8番人気）� 55609（10番人気）
枠連票数 計1399193 的中 （5－6） 52625（7番人気）
馬連票数 計6509574 的中 �� 207760（7番人気）
馬単票数 計4160590 的中 �� 108998（8番人気）
ワイド票数 計2878620 的中 �� 75772（11番人気）�� 49637（14番人気）�� 6827（57番人気）
3連複票数 計9457940 的中 ��� 28695（64番人気）
3連単票数 計22174167 的中 ��� 22840（185番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．5―12．4―11．8―12．4―12．2―11．9―11．8―11．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．1―36．6―49．0―1：00．8―1：13．2―1：25．4―1：37．3―1：49．1―2：00．4―2：12．0

コーナー
通過順位

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

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

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3黒鹿 母 ヴ ァ ー チ ュ 母母 サンタムール 10戦4勝 賞金 366，481，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりワンアンドオンリー号・サウンズオブアース号・トーホウジャッカル号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走で
きる。
※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。

26072 9月28日 晴 良 （26阪神4）第6日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

11 スマートアレンジ 牝4鹿 55 酒井 学深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大
作ステーブル 478－ 61：11．7 2．5�

510 ノボピュアリティ 牝5鹿 55 菱田 裕二�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 496± 01：11．8� 65．5�
59 マッシヴヒーロー 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 456＋ 21：11．9� 19．4�
816 グランプリブルー 牡5栗 57 浜中 俊北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：12．0� 7．3�
35 フレンチトースト 牝5鹿 55 藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 450＋ 61：12．21� 17．2�
815 サンライズマーチ 牡4鹿 57

55 △松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 488＋ 61：12．3� 4．2	
47 	 カ ク シ ア ジ 牝3鹿 53 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 416－ 21：12．51� 44．5


（伊）

714 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 486＋ 8 〃 クビ 16．5�
36 デンコウヒノマル 牡3栗 55 福永 祐一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 488＋ 2 〃 アタマ 7．2�
612	 アクアブルーウェイ 牡5栗 57 川島 信二佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478－101：12．6クビ 132．7
713 シゲルシゲザネ 牡7鹿 57

54 ▲小崎 綾也森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 480－ 4 〃 ハナ 72．6�
611 ビットスターダム 牡6芦 57 幸 英明馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 470＋ 21：12．7� 56．3�
24 シゲルケンシン 牡7鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 464－ 6 〃 クビ 77．5�
12 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57 藤岡 康太 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 522± 01：12．8� 39．0�
23 ヒ シ ョ ウ 
6栗 57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 61：12．9クビ 74．5�
48 テイクエイム 牡7鹿 57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 456－ 6 （競走中止） 23．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，951，800円 複勝： 74，785，300円 枠連： 49，181，600円
馬連： 203，087，900円 馬単： 77，581，800円 ワイド： 71，158，800円
3連複： 206，291，400円 3連単： 347，036，700円 計： 1，085，075，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 1，500円 � 440円 枠 連（1－5） 2，010円

馬 連 �� 11，070円 馬 単 �� 13，620円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 1，010円 �� 9，190円

3 連 複 ��� 44，780円 3 連 単 ��� 208，620円

票 数

単勝票数 計 559518 的中 � 178866（1番人気）
複勝票数 計 747853 的中 � 167535（1番人気）� 9949（15番人気）� 39069（6番人気）
枠連票数 計 491816 的中 （1－5） 18894（9番人気）
馬連票数 計2030879 的中 �� 15132（29番人気）
馬単票数 計 775818 的中 �� 4272（47番人気）
ワイド票数 計 711588 的中 �� 5148（37番人気）�� 18956（8番人気）�� 1942（75番人気）
3連複票数 計2062914 的中 ��� 3455（122番人気）
3連単票数 計3470367 的中 ��� 1206（565番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―11．5―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．3―46．8―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアレンジ �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2012．8．12 小倉1着

2010．4．19生 牝4鹿 母 アイスダンス 母母 Idrica 18戦4勝 賞金 39，978，000円
〔発走状況〕 テイクエイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 テイクエイム号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 テイクエイム号の騎手柴田大知は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000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 シニスタークイーン号・ボーイフレンド号・メイショウヤマナミ号・ヤサカシャイニー号
※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。

４レース目



（26阪神4）第6日 9月28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 180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

276，840，000円
2，080，000円
8，100，000円
2，630，000円
24，610，000円
68，074，000円
5，417，600円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
637，801，700円
1，127，350，400円
382，167，000円
1，628，150，300円
967，567，500円
750，649，800円
2，174，349，400円
4，315，757，900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 11，983，794，000円

総入場人員 25，484名 （有料入場人員 23，888名）
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