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26049 9月21日 晴 良 （27阪神4）第5日 第1競走 1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・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
1：23．5
1：23．1

重
重

69 セレッソプリマベラ 牝2栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 432＋ 21：27．6 1．5�
710 キタイチサクラ 牝2栗 54 中谷 雄太小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 450＋ 61：27．7� 7．8�
813 バナナムーチョ 牝2鹿 54 秋山真一郎副島 義久氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 444± 01：28．12� 5．6�
44 オーミポルカ 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 460＋ 81：28．84 14．9�
11 ブラウンテヌート 牝2青鹿54 和田 竜二キャピタルクラブ 松元 茂樹 浦河 地興牧場 466－ 41：29．12 58．7�
812 メイショウタテハ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 林 孝輝 428－12 〃 ハナ 144．3�
57 チャーミングリリ 牝2鹿 54 藤岡 康太杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 412－ 6 〃 クビ 89．4	
711 シゲルニジョウサバ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 456－ 61：29．2� 101．8

45 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 440－ 21：29．41� 16．2�
33 テイエムアカトンボ 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム
牧場株式会社 438± 0 〃 ハナ 48．4�

56 アッフェルリズム 牝2黒鹿54 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 438＋ 61：29．5� 11．1
68 アイファーエバー 牝2栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 信田牧場 402＋ 41：29．81� 349．4�
22 シゲルイブリカマス 牝2鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 448＋ 81：32．1大差 231．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，658，500円 複勝： 77，531，100円 枠連： 9，135，000円
馬連： 41，526，100円 馬単： 29，760，900円 ワイド： 23，927，000円
3連複： 58，145，600円 3連単： 110，406，700円 計： 371，090，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 140円 � 130円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 206585 的中 � 108352（1番人気）
複勝票数 計 775311 的中 � 612373（1番人気）� 36450（3番人気）� 41188（2番人気）
枠連票数 計 91350 的中 （6－7） 16316（3番人気）
馬連票数 計 415261 的中 �� 72978（1番人気）
馬単票数 計 297609 的中 �� 35833（2番人気）
ワイド票数 計 239270 的中 �� 35453（1番人気）�� 34563（2番人気）�� 11261（6番人気）
3連複票数 計 581456 的中 ��� 63738（1番人気）
3連単票数 計1104067 的中 ��� 43782（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―36．1―48．9―1：01．4―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレッソプリマベラ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．11 中京2着

2013．3．8生 牝2栗 母 ナスノロビン 母母 ナスノプリティー 3戦1勝 賞金 9，100，000円

26050 9月21日 晴 良 （27阪神4）第5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

33 � リッチーリッチー 牡2栗 54 M．デムーロ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 506－ 82：03．7 3．8�
77 ゼンノタヂカラオ 牡2黒鹿54 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 498－ 2 〃 クビ 1．3�
66 マルカベッカム 牡2鹿 54 幸 英明日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 486－ 22：03．91� 22．7�
22 ワンスインアライフ 牡2鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 454－ 22：04．0クビ 6．4�
44 サグラダファミリア 牝2栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 築紫 洋 438－ 62：04．63� 170．0�
11 タイセイエクレール 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 506＋ 62：04．7クビ 59．3	
88 イチザビーナス 牝2鹿 54

51 ▲�島 克駿奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 478－ 42：05．55 148．9

55 マイネルインディゴ 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム B456－ 62：05．92� 22．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 27，245，300円 複勝： 60，810，500円 枠連： 発売なし
馬連： 42，419，000円 馬単： 33，148，500円 ワイド： 23，058，200円
3連複： 52，273，400円 3連単： 140，137，900円 計： 379，092，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 120円 �� 440円 �� 340円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，800円

票 数

単勝票数 計 272453 的中 � 57138（2番人気）
複勝票数 計 608105 的中 � 84740（2番人気）� 421593（1番人気）� 25849（4番人気）
馬連票数 計 424190 的中 �� 171074（1番人気）
馬単票数 計 331485 的中 �� 51073（2番人気）
ワイド票数 計 230582 的中 �� 78611（1番人気）�� 9044（7番人気）�� 12761（5番人気）
3連複票数 計 522734 的中 ��� 48610（3番人気）
3連単票数 計1401379 的中 ��� 36195（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．4―13．3―12．7―12．6―12．4―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―37．3―50．6―1：03．3―1：15．9―1：28．3―1：40．1―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リッチーリッチー �

父 Teofilo �


母父 Pivotal デビュー 2015．8．30 小倉2着

2013．2．8生 牡2栗 母 Nick’s Nikita 母母 Elaine’s Honor 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 サグラダファミリア号の騎手水口優也は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

第４回 阪神競馬 第５日



26051 9月21日 晴 良 （27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

12 ダイシンバルカン 牡3鹿 56
53 ▲加藤 祥太大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋101：12．2 8．5�
611 メイショウフライキ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 438± 01：13．37 8．3�
47 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 480＋ 21：13．51� 2．4�
48 デンコウコハク 牝3栗 54 幸 英明田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 444± 0 〃 クビ 20．6�
11 ナリタアネラ 牝3鹿 54 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 402＋ 21：13．6クビ 19．3�
36 ワンダーヴァローレ 牡3鹿 56 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 494＋ 4 〃 ハナ 19．5	
24 アドバンスゴード 牡3芦 56

53 ▲義 英真前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 41：13．7� 13．0

35 トーホウシルエット 牡3栗 56 藤懸 貴志東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 500± 01：13．91� 190．8�
816 ピュアスピリット 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 404＋ 21：14．32� 6．2�
612 ノ ブ ロ ー ズ 牝3栗 54 中谷 雄太前田 亘輝氏 昆 貢 様似 堀 弘康 430＋121：14．83 74．6
815 アマテラスヴィッチ 牝3鹿 54 国分 恭介森 長義氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 484＋121：14．9クビ 255．5�
23 トシザラブリー 牝3青鹿 54

51 ▲�島 克駿上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 442＋ 81：15．0� 7．9�
713 ワ イ カ ヘ 牝3鹿 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436＋ 21：15．53 16．0�
510 ハクユウビクトリー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新ひだか 伊藤 敏明 500＋121：16．13� 162．9�
714 レ イ ト リ ー 牝3栗 54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西園 正都 浦河 川越ファーム 416＋ 21：17．69 261．6�
59 ホッコーバルドル 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人�髙昭牧場 飯田 祐史 新ひだか 橋本牧場 504 ―1：20．1大差 260．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，528，300円 複勝： 32，701，300円 枠連： 14，709，400円
馬連： 49，802，700円 馬単： 26，370，600円 ワイド： 30，479，700円
3連複： 71，196，400円 3連単： 86，613，900円 計： 336，402，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 290円 � 230円 � 120円 枠 連（1－6） 2，520円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 10，300円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 610円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 31，330円

票 数

単勝票数 計 245283 的中 � 22830（5番人気）
複勝票数 計 327013 的中 � 21640（5番人気）� 31045（3番人気）� 98135（1番人気）
枠連票数 計 147094 的中 （1－6） 4512（13番人気）
馬連票数 計 498027 的中 �� 7906（15番人気）
馬単票数 計 263706 的中 �� 1919（35番人気）
ワイド票数 計 304797 的中 �� 4642（16番人気）�� 12796（4番人気）�� 23434（2番人気）
3連複票数 計 711964 的中 ��� 16996（4番人気）
3連単票数 計 866139 的中 ��� 2004（101番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．7―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンバルカン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．10．26 福島6着

2012．2．20生 牡3鹿 母 ダイシンモード 母母 ダイシンシルビア 5戦1勝 賞金 4，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーバルドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月21日まで平地

競走に出走できない。
レイトリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 マイアトラクション号・メイショウワカアユ号
（非抽選馬） 1頭 トリンカファイブ号

26052 9月21日 晴 良 （27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25分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 パフォーマプロミス 牡3栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450 ―1：47．2 16．0�
59 メイショウミソラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 450＋ 21：47．62� 19．2�
23 シーザーバローズ 牡3青鹿56 M．デムーロ猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 442± 01：47．7� 4．7�
715 ミルクアロー 牡3黒鹿56 小牧 太宮原 廣伸氏 庄野 靖志 新ひだか 山際牧場 498＋101：47．8� 14．4�
714 ジムノペディ 牝3芦 54 幸 英明吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 446－18 〃 クビ 31．7�
12 プリモレガーロ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 31．1	
816 シャイニングスター 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 B488－ 41：48．01� 6．3

48 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 0 〃 アタマ 4．4�
818 メルドオール 牡3鹿 56 �島 良太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 430－ 41：48．1� 5．5
817	 ヌーヴェルレーヌ 牝3栗 54 武 豊青山 洋一氏 笹田 和秀 愛 Sunderland

Holdings Inc 436＋ 21：48．52� 22．1�
24 マイネルオルデン 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：48．7� 13．8�
36 グディーズタイガー 牡3黒鹿56 松山 弘平田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 452± 01：49．23 61．1�
612 チェイスザチャンス 牝3鹿 54 柴田 未崎畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 B486＋ 41：49．41� 68．4�
35 サダムエルドラド 牡3青鹿 56

53 ▲�島 克駿大西 定氏 松田 博資 洞
湖 レイクヴィラファーム 512＋ 41：49．61� 19．9�
611 ブライアローズ 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬 �シルクレーシング 吉田 直弘 日高 北田 剛 468＋ 2 〃 ハナ 61．4�
510 サンレイミヤビ 牝3鹿 54 田中 博康永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム 432－ 21：49．7� 350．5�
47 サンライズフライト 牡3栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 506＋241：49．91� 122．6�
713 ゼンノリーアー 牡3黒鹿56 中井 裕二大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 462－141：50．75 366．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，746，300円 複勝： 48，408，700円 枠連： 22，259，900円
馬連： 61，611，600円 馬単： 28，916，600円 ワイド： 38，874，200円
3連複： 93，102，200円 3連単： 109，233，700円 計： 431，153，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 680円 � 540円 � 220円 枠 連（1－5） 12，010円

馬 連 �� 17，530円 馬 単 �� 27，550円

ワ イ ド �� 5，160円 �� 1，560円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 22，120円 3 連 単 ��� 164，300円

票 数

単勝票数 計 287463 的中 � 14308（7番人気）
複勝票数 計 484087 的中 � 16412（10番人気）� 21693（8番人気）� 70765（3番人気）
枠連票数 計 222599 的中 （1－5） 1436（27番人気）
馬連票数 計 616116 的中 �� 2723（52番人気）
馬単票数 計 289166 的中 �� 787（94番人気）
ワイド票数 計 388742 的中 �� 1884（54番人気）�� 6429（15番人気）�� 9417（9番人気）
3連複票数 計 931022 的中 ��� 3156（72番人気）
3連単票数 計1092337 的中 ��� 482（515番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．9―48．0―1：00．1―1：12．2―1：23．9―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 11－12（7，9）17（1，10）（6，18）（3，2，8）4（14，16，13）－15－5 4 11，12，9，7（1，17）（10，18）（3，8）（2，6）（14，16）（15，4）（5，13）

勝馬の
紹 介

パフォーマプロミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2012．2．8生 牡3栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 1戦1勝 賞金 4，000，000円
〔発走状況〕 サダムエルドラド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サダムエルドラド号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ゼンノリーアー号は，競走中に疾病〔左第3手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
※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 アグネスイヴァン号・メモリーユニオン号



26053 9月21日 晴 良 （27阪神4）第5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

57 カイザーバル 牝2黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 480 ―1：35．3 1．8�
68 フライングレディ 牝2黒鹿54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 430 ―1：36．04 6．0�
33 クリノラホール 牝2芦 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446 ―1：36．21� 33．9�
69 サウンドパラダイス 牝2鹿 54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 500 ― 〃 クビ 19．2�
711 アルマレイモミ 牝2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 446 ―1：36．62� 7．1	
22 フィーユダムール 牝2鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 438 ―1：36．7クビ 8．4

812 セプテンバーダイナ 牝2鹿 54 藤懸 貴志﨑川美枝子氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514 ―1：37．12� 40．9�
11 トーホウカンナ 牝2黒鹿54 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 418 ―1：37．31� 7．6�
710 キ ン ノ ツ ル 牝2芦 54 藤岡 康太榎本 富三氏 作田 誠二 新ひだか マークリ牧場 450 ―1：37．4� 165．2
44 テイエムプリオネ 牝2黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 472 ―1：37．5クビ 122．0�
45 アウェイキング 牝2鹿 54 幸 英明髙嶋 哲氏 梅田 智之 浦河 有限会社

吉田ファーム 462 ―1：38．03 65．3�
813 アッパーデック 牝2鹿 54 池添 謙一 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 464 ―1：40．4大差 146．3�
56 フローレススカイ 牝2芦 54 川島 信二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 454 ― （競走中止） 165．2

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，736，700円 複勝： 42，957，900円 枠連： 12，590，100円
馬連： 59，145，000円 馬単： 39，296，000円 ワイド： 30，884，500円
3連複： 74，170，400円 3連単： 127，630，900円 計： 423，411，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 450円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 250円 �� 980円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 11，950円

票 数

単勝票数 計 367367 的中 � 160431（1番人気）
複勝票数 計 429579 的中 � 146126（1番人気）� 63098（2番人気）� 14474（7番人気）
枠連票数 計 125901 的中 （5－6） 20125（1番人気）
馬連票数 計 591450 的中 �� 78893（1番人気）
馬単票数 計 392960 的中 �� 39092（1番人気）
ワイド票数 計 308845 的中 �� 36947（1番人気）�� 7419（12番人気）�� 3734（19番人気）
3連複票数 計 741704 的中 ��� 12082（16番人気）
3連単票数 計1276309 的中 ��� 7741（36番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．8―12．3―12．5―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．4―36．2―48．5―1：01．0―1：12．5―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーバル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．2．18生 牝2黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 フローレススカイ号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッパーデック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月21日まで平地

競走に出走できない。

26054 9月21日 曇 良 （27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45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

88 マイネルアトゥー 牡2青鹿 54
53 ☆松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―1：56．7 28．6�
66 デューズワイルズ 牡2黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 478 ―1：57．02 3．6�
11 キョウエイギア 牡2鹿 54 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 478 ―1：57．31� 8．9�
89 グランジャー 牡2栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 528 ―1：57．4� 3．2�
44 イッツマイシャウト 牡2栗 54 福永 祐一飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：58．25 7．4	
55 トキノディライト 牝2黒鹿54 �島 良太田中 準市氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 498 ― 〃 クビ 5．4

22 マイネルワープ 牡2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 三石川上牧場 464 ―1：59．05 47．6�
33 マイネルブランブル 牡2芦 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 516 ―1：59．63� 6．9�
77 アイアンドーム 牡2黒鹿54 武 豊池上 一馬氏 須貝 尚介 新ひだか グローリーファーム 478 ―2：00．02� 27．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，010，500円 複勝： 26，527，800円 枠連： 7，348，200円
馬連： 42，214，300円 馬単： 26，380，900円 ワイド： 23，734，100円
3連複： 52，265，000円 3連単： 94，310，700円 計： 296，791，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 560円 � 160円 � 230円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 12，360円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 2，530円 �� 690円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 95，490円

票 数

単勝票数 計 240105 的中 � 6695（8番人気）
複勝票数 計 265278 的中 � 9596（7番人気）� 52250（2番人気）� 29185（5番人気）
枠連票数 計 73482 的中 （6－8） 11480（1番人気）
馬連票数 計 422143 的中 �� 6935（16番人気）
馬単票数 計 263809 的中 �� 1600（40番人気）
ワイド票数 計 237341 的中 �� 3993（18番人気）�� 2327（25番人気）�� 9208（10番人気）
3連複票数 計 522650 的中 ��� 3841（37番人気）
3連単票数 計 943107 的中 ��� 716（268番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―14．1―13．0―13．1―12．9―12．7―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―39．0―52．0―1：05．1―1：18．0―1：30．7―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．7
1
3
7，8（5，3，9）6（1，4）－2・（7，8）（5，9）（1，3，6）（2，4）

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

勝馬の
紹 介

マイネルアトゥー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ 初出走

2013．3．10生 牡2青鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 デューズワイルズ号の騎手M．デムーロは，4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：7番）

マイネルアトゥー号の騎手松若風馬は，4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：7番）



26055 9月21日 曇 良 （27阪神4）第5日 第7競走 1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 1，500，000
1，500，000

円
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 トップアート 牡4鹿 57 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B438＋ 21：34．7 8．7�
24 ショウボート 牡3栗 55 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋101：34．91� 4．6�
35 ラ ク ア ミ 牝3栗 53

52 ☆松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B448＋ 2 〃 クビ 11．4�
818 フェルメッツァ 牡4鹿 57 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 4 〃 同着 6．8�
12 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿55 中谷 雄太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 462－ 41：35．0� 13．9�
817 ブラックムーン 牡3鹿 55 勝浦 正樹 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 490＋121：35．1クビ 4．4	
713 ミッキーカーニバル 牝3鹿 53 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 ハナ 16．2

714 タガノスカイ 牝4鹿 55

52 ▲�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋18 〃 アタマ 17．6�

11 モンドシャルナ 牡4鹿 57 川須 栄彦山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442－141：35．31� 8．2�
23 タマモワカサマ 牡3鹿 55 浜中 俊タマモ 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 468± 0 〃 クビ 22．5�
510 ボールドジャパン 牡4鹿 57 秋山真一郎増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 498± 01：35．51� 65．8�
816 テイエムクロタカ 牡3青鹿55 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 462－ 8 〃 クビ 54．1�
47 ラ イ ザ ン 牡4青鹿57 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458± 01：35．81� 73．4�
715 エイシンバッケン 牡3鹿 55 太宰 啓介栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 492＋ 41：36．01 83．6�
611 エイシンガイア 牝3鹿 53 幸 英明栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 460＋ 61：36．21� 43．8�
36 アイファーサンディ 牡3鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 454－ 21：36．51� 86．8�
59 トシファイブスター 牡5黒鹿57 国分 恭介田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 444－ 8 〃 ハナ 107．7�
612� タガノウォーリア 牡4栗 57 菱田 裕二八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 446＋ 21：36．71� 319．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，562，900円 複勝： 56，222，400円 枠連： 24，531，000円
馬連： 82，772，100円 馬単： 37，991，400円 ワイド： 46，984，800円
3連複： 117，827，600円 3連単： 147，221，000円 計： 549，113，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 130円 �
�

220円
180円 枠 連（2－4） 1，650円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 470円 ��
��

850円
550円

��
��

570円
380円

3 連 複 ���
���

3，270円
1，950円 3 連 単 ���

���
21，030円
12，600円

票 数

単勝票数 計 355629 的中 � 32620（5番人気）
複勝票数 計 562224 的中 �

�
41708
59649

（6番人気）
（4番人気）

� 108568（1番人気）� 42796（5番人気）

枠連票数 計 245310 的中 （2－4） 11477（7番人気）
馬連票数 計 827721 的中 �� 33908（3番人気）
馬単票数 計 379914 的中 �� 6686（9番人気）
ワイド票数 計 469848 的中 ��

��
15558
12601

（4番人気）
（9番人気）

��
��

7952
19966

（17番人気）
（2番人気）

�� 13005（6番人気）

3連複票数 計1178276 的中 ��� 13400（13番人気）��� 22795（4番人気）
3連単票数 計1472210 的中 ��� 2534（91番人気）��� 4239（30番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．3―11．9―11．8―10．9―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．7―48．6―1：00．4―1：11．3―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップアート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー 2014．1．26 京都1着

2011．3．12生 牡4鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 14戦2勝 賞金 25，537，000円
※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） 1頭 カレンヴィットリア号
（非抽選馬） 4頭 エンプレスペスカ号・テイエムダンシング号・ナムラマサシゲ号・ヤマニンアリエッタ号

26056 9月21日 曇 良 （27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

68 ショウナンバローネ 牡3鹿 54 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 490－ 22：07．7 3．1�
79 ダノンアンビシャス 牡4黒鹿57 M．デムーロ�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 クビ 5．9�
55 オリハルコン 牡4黒鹿57 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋ 42：07．8クビ 5．0�
710 ワールドリースター 牡3鹿 54

51 ▲�島 克駿 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 2 〃 クビ 8．9�

33 カフジスター 牡4青鹿57 藤岡 康太加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B454－ 62：08．54 33．8	
56 シルバーソード 牡3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 22：09．24 9．0

812 ヨドノナイト 牡3鹿 54 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 484－ 82：10．58 4．2�
44 リリークライマー 牡4鹿 57

54 ▲加藤 祥太土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 464－102：10．81� 157．8�
811 サワヤカショウ 牡3栗 54 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 岡本牧場 476－122：10．9� 122．6
22 エドノジョンソン 牡3鹿 54 荻野 琢真遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 448－102：11．96 28．1�
67 メイショウアナベル 牝3芦 52 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 480± 02：13．07 133．3�
11 タツグレート 牡6栗 57 柴田 未崎原 司郎氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464＋ 22：14．49 48．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，411，900円 複勝： 38，166，000円 枠連： 15，268，200円
馬連： 69，431，100円 馬単： 36，157，400円 ワイド： 33，494，200円
3連複： 86，993，300円 3連単： 137，097，300円 計： 443，019，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 160円 � 140円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 310円 �� 310円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 264119 的中 � 67193（1番人気）
複勝票数 計 381660 的中 � 72266（1番人気）� 56331（4番人気）� 70308（2番人気）
枠連票数 計 152682 的中 （6－7） 18545（4番人気）
馬連票数 計 694311 的中 �� 68524（3番人気）
馬単票数 計 361574 的中 �� 20413（2番人気）
ワイド票数 計 334942 的中 �� 28132（2番人気）�� 28030（3番人気）�� 16084（6番人気）
3連複票数 計 869933 的中 ��� 52454（3番人気）
3連単票数 計1370973 的中 ��� 18321（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．6―14．2―13．4―12．9―13．2―13．0―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．3―49．5―1：02．9―1：15．8―1：29．0―1：42．0―1：54．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンバローネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．2 京都13着

2012．3．9生 牡3鹿 母 レディプリンセス 母母 レディミューズ 7戦2勝 賞金 15，867，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツグレート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月21日まで平地競走

に出走できない。
※サワヤカショウ号・メイショウアナベル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26057 9月21日 晴 良 （27阪神4）第5日 第9競走 ��2，200�
こ う ぶ

甲 武 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
2：10．1
2：10．0

良
良

710 マキシマムドパリ 牝3芦 52 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466＋242：13．4 2．7�
56 エイシンハドソン 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 536－ 62：13．72 2．8�
44 � トウケイアロー 牡4鹿 57 M．デムーロ木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 472± 02：14．02 8．7�
55 フローレスダンサー 牝3鹿 52 福永 祐一 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 476－ 82：14．1クビ 8．8�
68 メイショウラリマー 牡4栗 57 北村 友一松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 482＋ 2 〃 アタマ 18．8	
79 ピースオブジャパン 牡3栗 54 �島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B476－ 22：14．31� 21．9

811 アグリッパーバイオ 牡4黒鹿57 浜中 俊バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－ 62：14．4	 14．2�
67 グランディフローラ 牝3鹿 52 松山 弘平 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 456－102：14．6
 15．3�
812 マンノアクトレス 牝5鹿 55 秋山真一郎萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 456－ 42：14．7
 25．6
22 ニシノチャステティ 牝4栗 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 460－ 42：14．91 260．7�
33 ヴァーサトル 牡3黒鹿54 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480－ 22：15．53	 43．0�
11 メイショウクロタカ 牡3鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454－102：16．35 112．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，347，200円 複勝： 54，828，000円 枠連： 20，966，400円
馬連： 104，927，800円 馬単： 55，910，000円 ワイド： 53，894，700円
3連複： 137，136，200円 3連単： 230，587，500円 計： 697，597，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（5－7） 250円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 160円 �� 470円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 393472 的中 � 114083（1番人気）
複勝票数 計 548280 的中 � 137414（2番人気）� 157515（1番人気）� 50151（3番人気）
枠連票数 計 209664 的中 （5－7） 64053（1番人気）
馬連票数 計1049278 的中 �� 251322（1番人気）
馬単票数 計 559100 的中 �� 65437（1番人気）
ワイド票数 計 538947 的中 �� 111626（1番人気）�� 24389（5番人気）�� 29714（2番人気）
3連複票数 計1371362 的中 ��� 96135（2番人気）
3連単票数 計2305875 的中 ��� 51893（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．4―48．3―1：00．9―1：13．7―1：25．8―1：37．9―1：49．5―2：01．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキシマムドパリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．2．1生 牝3芦 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 8戦2勝 賞金 41，476，000円

26058 9月21日 晴 良 （27阪神4）第5日 第10競走 ��1，400�
しんりょう

新 涼 特 別
発走15時00分 （ダート・右）

3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000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� モ ー ニ ン 牡3栗 55 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire
Equines, LLC 528＋121：23．7 1．6�

12 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 秋山真一郎大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 442－ 21：24．01� 30．0�
35 アクションバイオ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 478－181：24．74 48．1�
611 スペシャルギフト �4栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504＋ 8 〃 ハナ 16．4�
36 イ ク ラ ト ロ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 428＋ 6 〃 クビ 174．0	
47 アドマイヤシェル 牡5栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 522－ 6 〃 ハナ 29．6

11 � ジェルブドール 牡3栗 55 和田 竜二山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford

Thoroughbreds 498＋ 21：24．91	 12．6�
510 ボクノナオミ 牝3鹿 53 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472± 01：25．0� 20．5�
816 ツヨシノブルーム �6芦 57 藤懸 貴志横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 506± 01：25．1クビ 218．7
714� ライオンズバイツ 牡5鹿 57 武 豊黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 470－ 41：25．2
 17．1�
24 カフジテイク 牡3青鹿55 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 6 〃 クビ 6．6�
815� ベストサーパス 牡6栗 57 菱田 裕二小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 508± 01：26．58 133．3�
23 アグネスハビット 牡6黒鹿57 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 452－16 〃 ハナ 240．6�
48 ライブリシーラ 牡8栗 57 小坂 忠士加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 524－241：26．6
 413．5�
713 リュクスメジャー 牝6栗 55 M．デムーロ田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 81：28．3大差 8．2�
59 タイキガラハッド 牡7栗 57 川須 栄彦�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 524－141：28．51	 361．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，975，500円 複勝： 86，024，000円 枠連： 33，935，800円
馬連： 150，160，800円 馬単： 77，574，400円 ワイド： 72，861，500円
3連複： 205，314，600円 3連単： 337，948，800円 計： 1，028，795，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 130円 � 540円 � 650円 枠 連（1－6） 730円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，240円 �� 7，640円

3 連 複 ��� 25，970円 3 連 単 ��� 68，900円

票 数

単勝票数 計 649755 的中 � 320537（1番人気）
複勝票数 計 860240 的中 � 259196（1番人気）� 31012（9番人気）� 25059（10番人気）
枠連票数 計 339358 的中 （1－6） 35818（3番人気）
馬連票数 計1501608 的中 �� 56162（8番人気）
馬単票数 計 775744 的中 �� 21941（9番人気）
ワイド票数 計 728615 的中 �� 22681（7番人気）�� 8290（26番人気）�� 2372（48番人気）
3連複票数 計2053146 的中 ��� 5929（74番人気）
3連単票数 計3379488 的中 ��� 3556（212番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．1―12．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．7―46．8―59．4―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 ・（1，12）（2，15）13（5，8，9，11）（6，7）（4，16）（3，10）＝14 4 ・（1，12）（2，15）11（5，7）13（6，9，16）（8，10）4，3－14

勝馬の
紹 介

�モ ー ニ ン �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．5．16 京都1着

2012．4．14生 牡3栗 母 Giggly 母母 Chaste 3戦3勝 賞金 27，585，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ライオンズバイツ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アメリ号・サウススターマン号・タンスチョキン号・バコパ号・プレシャスルージュ号・マークスマン号・

リバーソウル号

２レース目



26059 9月21日 晴 良 （27阪神4）第5日 第11競走 ��1，400�
ちゅうしゅう

仲秋ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．9．20以降27．9．13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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

22 ダンスアミーガ 牝4栗 55．5 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 474＋ 21：21．1 5．1�
79 ブラヴィッシモ 牡3鹿 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B490± 01：21．2� 3．2�
67 � フォーチュンスター �6鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 526＋101：21．3� 7．1�
78 シルクドリーマー 牡6鹿 55 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 482＋ 41：21．51� 23．6�
810 ナイトフォックス 牡3鹿 54 国分 優作石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：21．6	 25．8	
811 フロアクラフト 牝5黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 6．9

66 ローガンサファイア 牝5鹿 53 菱田 裕二 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 アタマ 26．3�
33 ワードイズボンド 牡4青 56 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 532－ 41：21．7クビ 14．9�
55 ジ ル ダ 牝3鹿 51 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 422＋ 6 〃 ハナ 7．3
44 スリーカーニバル 牝5鹿 52 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 474－121：22．23 20．5�
11 マルタカシクレノン 牡7青鹿55 和田 竜二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 498－ 21：22．41� 11．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 65，263，700円 複勝： 88，773，700円 枠連： 38，831，900円
馬連： 241，475，800円 馬単： 108，255，200円 ワイド： 94，090，400円
3連複： 318，452，300円 3連単： 547，759，200円 計： 1，502，902，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 130円 � 180円 枠 連（2－7） 770円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 380円 �� 750円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 652637 的中 � 101520（2番人気）
複勝票数 計 887737 的中 � 130920（2番人気）� 200467（1番人気）� 111294（3番人気）
枠連票数 計 388319 的中 （2－7） 38935（2番人気）
馬連票数 計2414758 的中 �� 201904（1番人気）
馬単票数 計1082552 的中 �� 42705（5番人気）
ワイド票数 計 940904 的中 �� 66101（1番人気）�� 30126（7番人気）�� 53226（3番人気）
3連複票数 計3184523 的中 ��� 127954（2番人気）
3連単票数 計5477592 的中 ��� 42615（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．1―11．6―11．5―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．1―45．7―57．2―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 1，11（2，4）7，3，5，10，9（8，6） 4 ・（1，11）4（2，7）（3，5）（10，9）－（8，6）

勝馬の
紹 介

ダンスアミーガ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．11．17 東京1着

2011．5．9生 牝4栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 17戦5勝 賞金 88，149，000円
〔制裁〕 フォーチュンスター号の騎手松山弘平は，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30，000円。（被害馬：5番）

26060 9月21日 晴 良 （27阪神4）第5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）

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

69 レッドルグラン 牡3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 508＋ 41：55．3 3．8�
44 � メジャーシップ 牡4鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 498－ 61：55．4� 18．0�
710 マッシヴランナー 牡3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 506－ 21：55．61� 12．3�
45 タイムアラウド 牡5鹿 57 古川 吉洋 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 61：55．7クビ 155．3�
812 サダムダイジョウブ 牡5青 57 藤岡 康太大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 41：55．8� 6．3	
813 ダ ン カ ン 牡3鹿 54 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444－ 61：55．9� 70．9

57 カノヤプレジデント 	5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 486＋ 41：56．0
 54．8�
68 フィールドリアン 牡3黒鹿54 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 460＋ 21：56．21 14．0�
33 ゲームフェイス 牡5芦 57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B542－ 41：56．52 12．8
711 スマイルフォース 牡3鹿 54 和田 竜二上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 61：56．6クビ 77．4�
56 シャトーウインド 牡5黒鹿 57

56 ☆松若 風馬円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 470－ 21：56．81� 17．1�
11 アグネスユニコーン 牡4黒鹿57 福永 祐一渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B494－ 41：57．54 2．3�
22 ニホンピロマイティ 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450± 01：58．03 95．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，790，400円 複勝： 65，546，900円 枠連： 31，781，100円
馬連： 162，230，400円 馬単： 70，158，800円 ワイド： 67，004，800円
3連複： 179，647，300円 3連単： 323，344，200円 計： 947，503，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 350円 � 340円 枠 連（4－6） 1，940円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 920円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 41，910円

票 数

単勝票数 計 477904 的中 � 98579（2番人気）
複勝票数 計 655469 的中 � 135786（2番人気）� 42271（7番人気）� 44011（6番人気）
枠連票数 計 317811 的中 （4－6） 12695（9番人気）
馬連票数 計1622304 的中 �� 47270（11番人気）
馬単票数 計 701588 的中 �� 12813（13番人気）
ワイド票数 計 670048 的中 �� 15555（14番人気）�� 19214（11番人気）�� 6489（29番人気）
3連複票数 計1796473 的中 ��� 14596（34番人気）
3連単票数 計3233442 的中 ��� 5593（136番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―14．4―13．0―12．8―12．9―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―39．2―52．2―1：05．0―1：17．9―1：30．3―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドルグラン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．12．21 阪神7着

2012．1．24生 牡3鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 7戦2勝 賞金 19，400，000円

４レース目



（27阪神4）第5日 9月21日 （祝日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

187，020，000円
1，060，000円
8，520，000円
1，310，000円
16，510，000円
56，602，500円
4，134，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
441，277，200円
678，498，300円
231，357，000円
1，107，716，700円
569，920，700円
539，288，100円
1，446，524，300円
2，392，291，800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 7，406，874，100円

総入場人員 20，180名 （有料入場人員 19，110名）
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