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26061 9月26日 晴 重 （27阪神4）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

55 ケイティブレイブ 牡2栗 54 国分 優作瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 482＋ 41：56．2 2．8�
66 カフジプリンス 牡2栗 54 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510－ 81：57．15 12．9�
810 ウインランブル 牡2鹿 54 松山 弘平�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 464＋ 61：57．63 21．2�
11 グランノーブル 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 482± 01：59．8大差 10．2�
22 セカンドエフォート 牡2青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 496－ 21：59．9� 2．0	
78 ミヤジスウィング 牡2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 酒井 秀紀 464－ 82：00．11� 55．7

33 スリーハーツクライ 牡2鹿 54 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 474＋ 42：00．2クビ 31．5�
79 コスモカット 牡2鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 460± 02：00．3� 193．8�
811 ヘッドストロング 牡2鹿 54

52 △城戸 義政 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 508－ 22：01．47 56．3
67 シーズウォー 牡2鹿 54 幸 英明中地賢次郎氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 470± 02：02．25 20．9�
44 アイファーヴリル 牡2栗 54 川田 将雅中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 438－ 22：02．83� 13．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，326，400円 複勝： 33，703，300円 枠連： 8，637，800円
馬連： 40，385，200円 馬単： 27，393，400円 ワイド： 24，736，200円
3連複： 58，843，400円 3連単： 97，862，100円 計： 311，887，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 290円 � 420円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 540円 �� 670円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 16，610円

票 数

単勝票数 計 203264 的中 � 56479（2番人気）
複勝票数 計 337033 的中 � 122023（1番人気）� 22545（3番人気）� 13747（6番人気）
枠連票数 計 86378 的中 （5－6） 6319（3番人気）
馬連票数 計 403852 的中 �� 21315（5番人気）
馬単票数 計 273934 的中 �� 9381（7番人気）
ワイド票数 計 247362 的中 �� 12375（5番人気）�� 9566（8番人気）�� 3423（20番人気）
3連複票数 計 588434 的中 ��� 9032（16番人気）
3連単票数 計 978621 的中 ��� 4269（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―37．1―49．7―1：02．5―1：15．7―1：28．9―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ケイティブレイブ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2015．8．30 小倉8着

2013．5．11生 牡2栗 母 ケイティローレル 母母 ビーマイフアイア 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ケイティブレイブ号は，1コーナーから2コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘッドストロング号・シーズウォー号・アイファーヴリル号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成27年10月26日まで平地競走に出走できない。

26062 9月26日 晴 稍重 （27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20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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

816 アンシエルワープ 牝2栃栗54 武 豊前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 61：22．9 4．6�
815 ショウナンマシェリ 牝2鹿 54 幸 英明�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 21：23．0� 47．3�
714 エルビッシュ 牝2黒鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 428－ 61：23．1� 2．6�
12 ルピナスベル 牝2芦 54 小牧 太鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 スカイビーチステーブル 452－ 21：23．63 4．7�
48 パーリオミノル 牝2鹿 54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458－201：23．91� 18．8�
35 メイショウエニシ 牝2黒鹿54 小林 徹弥松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 420＋ 61：24．11� 44．7	
11 シルヴィーボーテ 牝2鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 460＋24 〃 ハナ 37．1

612 サ ラ マ ン カ 牝2黒鹿54 池添 謙一 P.S．スライ氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 492－ 81：24．2� 42．1�
611 マーガレット 牝2青鹿54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 服部 牧場 412＋10 〃 クビ 18．7
47 ニュードラゴン 牝2黒鹿54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 	川フアーム 456－161：24．3� 202．1�
713 マーブルフレンテ 牝2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 488± 01：24．4� 7．8�
510 ジュエルメッセージ 牝2鹿 54 M．デムーロ �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 452＋ 21：24．5� 11．8�
23 カシノポップ 牝2黒鹿54 菱田 裕二柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 漆原 一也 420－141：24．6� 101．2�
36 タイセイフラム 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 432＋ 41：24．81� 155．8�
24 アイファーチェリー 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 402＋ 21：25．54 428．1�
59 スターストリーム 牝2黒鹿54 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 440＋ 61：25．6� 65．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，278，200円 複勝： 38，672，700円 枠連： 14，373，300円
馬連： 48，261，900円 馬単： 27，306，100円 ワイド： 29，881，400円
3連複： 71，672，800円 3連単： 85，068，600円 計： 338，515，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 860円 � 130円 枠 連（8－8） 8，880円

馬 連 �� 9，230円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 280円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 46，720円

票 数

単勝票数 計 232782 的中 � 39751（2番人気）
複勝票数 計 386727 的中 � 63931（3番人気）� 7388（11番人気）� 98749（1番人気）
枠連票数 計 143733 的中 （8－8） 1254（21番人気）
馬連票数 計 482619 的中 �� 4049（29番人気）
馬単票数 計 273061 的中 �� 1475（46番人気）
ワイド票数 計 298814 的中 �� 2556（31番人気）�� 32973（1番人気）�� 3154（26番人気）
3連複票数 計 716728 的中 ��� 7846（21番人気）
3連単票数 計 850686 的中 ��� 1320（142番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．2―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．4―47．6―59．4―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンシエルワープ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2015．7．25 中京2着

2013．3．25生 牝2栃栗 母 エリモハルカ 母母 エリモメロディー 2戦1勝 賞金 7，800，000円

第４回 阪神競馬 第６日



26063 9月26日 晴 稍重 （27阪神4）第6日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時50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

66 テイエムハヤブサ 牡2青鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 438＋ 41：48．3 13．6�
33 ロードスター 牡2栗 54

51 ▲�島 克駿 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 474＋101：48．4� 2．8�

78 ミッキーシャンティ 牡2青鹿54 岩田 康誠野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452± 01：48．5� 2．1�
22 ホットファイヤー 牡2鹿 54 福永 祐一西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 446± 01：48．71� 11．4�
55 デルマオギン 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470－ 81：49．02 32．5�
89 アーススピード 牡2栃栗 54

51 ▲加藤 祥太松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 468－161：49．42� 78．9�
810 シゲルシーラカンス 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 478＋ 81：49．72 5．8	
44 ダンツブルース 牡2黒鹿54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 浦河 藤春 修二 474＋ 41：50．01	 86．4

11 ヤマニンラファール 牡2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 452＋ 21：50．42� 83．0�
77 ミヤビキラメキ 牝2黒鹿54 C．ルメール 村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 静内白井牧場 492－ 21：54．3大差 29．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，469，300円 複勝： 33，373，000円 枠連： 9，499，400円
馬連： 43，511，100円 馬単： 30，264，800円 ワイド： 27，499，300円
3連複： 59，575，900円 3連単： 106，766，200円 計： 336，959，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 200円 � 120円 � 110円 枠 連（3－6） 2，180円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 480円 �� 430円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 13，030円

票 数

単勝票数 計 264693 的中 � 15489（5番人気）
複勝票数 計 333730 的中 � 29525（4番人気）� 73009（2番人気）� 95214（1番人気）
枠連票数 計 94994 的中 （3－6） 3368（8番人気）
馬連票数 計 435111 的中 �� 18379（7番人気）
馬単票数 計 302648 的中 �� 5042（17番人気）
ワイド票数 計 274993 的中 �� 12535（6番人気）�� 14174（4番人気）�� 50486（1番人気）
3連複票数 計 595759 的中 ��� 41538（3番人気）
3連単票数 計1067662 的中 ��� 5939（42番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―12．4―12．3―12．2―11．5―12．2―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．2
3 2，4（1，10）9，3，5，7（8，6） 4 2，4（1，10）（9，3）－（8，5）（6，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムハヤブサ 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．9 小倉4着

2013．4．13生 牡2青鹿 母 メモリーズオブロニー 母母 Pass Away 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔その他〕 ミヤビキラメキ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

26064 9月26日 晴 重 （27阪神4）第6日 第4競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 ティーエスバラ 牡3鹿 56
53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 510＋101：13．0 6．6�

510 メイショウアバラガ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 514＋ 21：13．21� 13．1�
23 ティーエスナイン 牡3栗 56 幸 英明田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B452± 01：13．94 15．2�
612 メイショウワカアユ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 464＋ 8 〃 アタマ 25．6�
59 グレートブレス 牡3栗 56 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 510＋ 4 〃 クビ 7．8�
713 クランデール 牝3鹿 54 北村 友一 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 ハナ 37．4

47 タイセイメテオ 牡3栗 56 小牧 太田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 480＋ 61：14．0クビ 9．3�
816 サンライズシーズン 牡3栗 56

54 △城戸 義政松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 462－ 2 〃 ハナ 21．1�
611 ラヴィダフェリース 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488－12 〃 ハナ 19．1
12 カゼノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 488＋ 2 〃 クビ 22．6�
24 スズカプリウス 牝3芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 438－ 21：14．21� 88．4�
35 ギャラクシーツアー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼 	社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 422＋ 41：14．41 82．4�
48 ナムラスター 牡3黒鹿56 松山 弘平奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 466＋ 6 〃 クビ 4．8�
36 スカイパッション 牝3栗 54 藤懸 貴志小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 456－ 61：14．5クビ 27．6�
11 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 M．デムーロ山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 496＋ 41：14．92� 4．0�
714 ファーマアイス 牝3鹿 54 国分 恭介中西 功氏 加藤 敬二 浦河 赤田牧場 502＋201：16．39 379．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，375，400円 複勝： 42，931，500円 枠連： 19，669，100円
馬連： 55，426，900円 馬単： 27，634，000円 ワイド： 35，786，400円
3連複： 82，526，800円 3連単： 91，711，100円 計： 383，061，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 360円 � 510円 枠 連（5－8） 1，310円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，760円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 25，710円 3 連 単 ��� 132，710円

票 数

単勝票数 計 273754 的中 � 32892（3番人気）
複勝票数 計 429315 的中 � 51425（4番人気）� 30129（6番人気）� 20195（7番人気）
枠連票数 計 196691 的中 （5－8） 11590（6番人気）
馬連票数 計 554269 的中 �� 8933（18番人気）
馬単票数 計 276340 的中 �� 2351（32番人気）
ワイド票数 計 357864 的中 �� 5181（20番人気）�� 5293（19番人気）�� 2495（51番人気）
3連複票数 計 825268 的中 ��� 2407（107番人気）
3連単票数 計 917111 的中 ��� 501（524番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．0―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 3（8，9）15（1，10）16－（7，11）5（6，13）12，14－4，2 4 ・（3，8）（9，15）（1，10）16，7，5（6，11）（12，13）－14－（2，4）

勝馬の
紹 介

ティーエスバラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2014．9．7 小倉7着

2012．3．27生 牡3鹿 母 バ ラ シ ン グ 母母 バ ル バ ラ 18戦1勝 賞金 15，980，000円
〔制裁〕 ギャラクシーツアー号の騎手岩崎翼は，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：12番・

11番）
※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。
（非当選馬） 1頭 ニシノアウリイ号
（非抽選馬） 3頭 トリンカファイブ号・ノッツダルジェント号・メイショウボランチ号

追 加 記 事（第 4回阪神競馬第 4日第 3競走）
〔その他〕　　メイショウソウソウ号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕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。



26065 9月26日 晴 良 （27阪神4）第6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

33 バシレウスライオン 牡2鹿 54 C．ルメールライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470 ―1：10．2 1．6�
78 ミ ス キ ラ ラ 牝2黒鹿54 福永 祐一窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 478 ―1：10．52 7．9�
55 カノヤパリティ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 446 ―1：10．71 48．4�
79 ナイトオブナイツ 牡2栗 54 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 428 ―1：10．91� 10．0�
811 マイネルラック 牡2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 464 ―1：11．0クビ 5．5�
67 タガノガジュマル 牡2黒鹿54 浜中 俊八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 430 ― 〃 クビ 8．7	
11 ツースターク 牝2鹿 54 国分 恭介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 446 ―1：11．1クビ 90．1

44 ランドストーリア 牡2黒鹿54 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 西村 和夫 454 ―1：11．41	 72．7�
810 オーミリシャール 牡2黒鹿54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 426 ―1：11．61
 81．9�
22 シゲルスズキ 牡2栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 482 ―1：11．7� 90．9
66 ビップピュアハート 牝2栗 54 秋山真一郎鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 418 ―1：11．91 19．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，763，500円 複勝： 37，123，100円 枠連： 11，279，400円
馬連： 42，659，600円 馬単： 30，930，000円 ワイド： 23，917，800円
3連複： 52，545，900円 3連単： 105，562，600円 計： 330，781，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 700円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，160円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 11，480円

票 数

単勝票数 計 267635 的中 � 130711（1番人気）
複勝票数 計 371231 的中 � 181825（1番人気）� 36502（3番人気）� 6278（7番人気）
枠連票数 計 112794 的中 （3－7） 28889（1番人気）
馬連票数 計 426596 的中 �� 57759（2番人気）
馬単票数 計 309300 的中 �� 30192（2番人気）
ワイド票数 計 239178 的中 �� 27056（2番人気）�� 4866（13番人気）�� 2751（19番人気）
3連複票数 計 525459 的中 ��� 8664（13番人気）
3連単票数 計1055626 的中 ��� 6666（36番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．7―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―35．8―47．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バシレウスライオン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Grand Lodge 初出走

2013．4．16生 牡2鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26066 9月26日 晴 稍重 （27阪神4）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時40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 ミスティーフリップ 牡3栗 56 武 豊吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 21：56．0 3．2�

12 シームストレス 牝3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 21：56．1� 4．4�

59 パ ル テ ノ ン 牝3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 420－121：56．84 15．4�
36 ララクードゥリオン 牡3青鹿56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 494± 01：57．01� 5．8�
510 ショウナンラクティ 牡3鹿 56 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 500＋ 21：57．21 5．9�
47 メモリーユニオン 牡3栗 56 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 成隆牧場 468＋ 21：57．52 35．4	
612 タツゴウゲキ 牡3鹿 56 川田 将雅鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 464＋ 21：57．6� 12．2

35 ラブラドリカ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �シルクレーシング 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 394－ 21：57．7� 185．5�
24 メイショウケンザン 牡3鹿 56 幸 英明松本 和子氏 武田 博 浦河 松栄牧場 450－ 61：57．91� 135．3
714 アグネスイヴァン 牡3栗 56 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 478－ 21：58．32� 117．2�
815 カネトシハートフル 牝3黒鹿54 藤懸 貴志兼松 忠男氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 396＋ 91：58．4� 373．6�
23 ライゼリート 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 382± 01：58．71� 8．0�
48 トーンクラスター 牝3青鹿54 M．デムーロ吉田 晴哉氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462－ 61：59．76 23．4�
816 ヴァイスゴルト 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 21：59．8� 119．9�

611 カネトシステータス 牝3鹿 54 太宰 啓介兼松 忠男氏 沖 芳夫 新冠 新冠橋本牧場 486－ 82：00．86 118．6�
713 ワンダードクトレス 牝3黒鹿54 �島 良太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 444－ 22：01．33 419．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，352，800円 複勝： 34，337，400円 枠連： 16，594，800円
馬連： 56，332，200円 馬単： 29，987，900円 ワイド： 30，026，600円
3連複： 75，002，000円 3連単： 103，081，600円 計： 368，715，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 160円 � 300円 枠 連（1－1） 630円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 280円 �� 710円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 7，280円

票 数

単勝票数 計 233528 的中 � 56729（1番人気）
複勝票数 計 343374 的中 � 68830（1番人気）� 62959（2番人気）� 22652（6番人気）
枠連票数 計 165948 的中 （1－1） 20321（3番人気）
馬連票数 計 563322 的中 �� 68048（1番人気）
馬単票数 計 299879 的中 �� 20588（1番人気）
ワイド票数 計 300266 的中 �� 30806（1番人気）�� 10150（9番人気）�� 7211（14番人気）
3連複票数 計 750020 的中 ��� 24971（6番人気）
3連単票数 計1030816 的中 ��� 10260（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．7―13．0―13．2―13．0―12．5―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．0―51．0―1：04．2―1：17．2―1：29．7―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスティーフリップ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．6．28 阪神14着

2012．1．31生 牡3栗 母 ミセススノー 母母 Shining Vale 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 トーンクラスター号の騎手M．デムーロは，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシステータス号・ワンダードクトレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年11月26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） 3頭 スリーアンゼラ号・トウカイネオ号・パイオニアステップ号



26067 9月26日 晴 稍重 （27阪神4）第6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

816� テーオーヘリオス 牡3鹿 55 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 480＋ 21：24．3 4．2�

35 � エイシンラナウェー 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 484－ 41：25．36 2．3�

11 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476－ 81：25．51 15．2�
23 � エーシンサファイア 牝5鹿 55 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 496＋ 41：25．71	 14．6�
510
 チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：26．02 236．8�
47 ド ラ グ ー ン 牡3鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 0 〃 ハナ 11．4	
815 アスタキサンチン 牝3栗 53 川田 将雅三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B450＋ 21：26．32 22．0

12 コピーライター �5鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 504－ 6 〃 アタマ 273．2�
611� メンカウラー 牡4黒鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B504＋ 2 〃 アタマ 32．0�
59 メイショウサターン 牡3栗 55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 476＋ 61：26．4クビ 440．8
714 ケイエスミラージュ 牡3鹿 55 松田 大作キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 490＋ 41：26．61	 227．1�
24 タ イ ユ ー ル 牡3芦 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 502＋101：26．7クビ 63．0�
48 プラネットスコア 牡5黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 490＋241：26．91 82．2�
713 ピースマーク 牡4鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 498－121：27．0 20．8�
612 リーサルストライク 牡3鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 21：27．1� 6．0�
36 マ ー シ レ ス 牡4栗 57

54 ▲義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 472＋ 21：27．2クビ 36．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，901，700円 複勝： 59，221，400円 枠連： 19，439，900円
馬連： 82，824，600円 馬単： 43，614，900円 ワイド： 47，416，200円
3連複： 109，708，200円 3連単： 149，107，700円 計： 550，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 110円 � 230円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 230円 �� 870円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 389017 的中 � 73497（2番人気）
複勝票数 計 592214 的中 � 88342（2番人気）� 197730（1番人気）� 44086（5番人気）
枠連票数 計 194399 的中 （3－8） 41647（1番人気）
馬連票数 計 828246 的中 �� 132573（1番人気）
馬単票数 計 436149 的中 �� 26506（2番人気）
ワイド票数 計 474162 的中 �� 62495（1番人気）�� 12169（10番人気）�� 22049（5番人気）
3連複票数 計1097082 的中 ��� 40573（4番人気）
3連単票数 計1491077 的中 ��� 10661（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―12．4―12．3―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．7―47．1―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーヘリオス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2015．5．3 京都6着

2012．5．11生 牡3鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising 8戦2勝 賞金 21，850，000円
※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 アイファーサラオー号・ウォーターメアヌイ号・エナジータウン号・ゴーントレット号・チーフアセスメント号・

トゥルーストーリー号・ビーチパラソル号

26068 9月26日 晴 良 （27阪神4）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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

34 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 450－ 22：00．9 1．8�
22 ク レ ス ト 牡3青鹿54 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 42：01．11� 7．2�
58 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508± 02：01．42 7．5�
611	 シゲルエベッサン 牡3鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 484＋ 4 〃 アタマ 44．0�
712 メイショウミツボシ 牡3鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 476＋ 2 〃 クビ 43．0	
46 テイエムサンビカ 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 478－ 42：01．5クビ 122．7

47 サダムブルーハワイ 牝3鹿 52 藤岡 康太大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 484＋ 2 〃 クビ 25．7�
11 タガノレグルス 牡3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 462－ 62：01．81
 6．8�
59 ア ン ネ イ 牡3栗 54

53 ☆松若 風馬橋口スイ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 496＋102：02．54 31．9
35 マイネボニータ 牝4栗 55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 406－ 6 〃 クビ 21．5�
23 	 セプティエーム 牡3芦 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

470－222：02．92� 51．9�
610 フェイマスワーズ 牡3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サンデーレーシング 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－ 62：03．75 477．8�
713 ビクトリーミノル 牡3栗 54 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 82：03．91� 121．9�
815 パイオニアステップ 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：04．11 15．1�
814 カレンヴィットリア 牡4黒鹿57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B492－ 62：04．63 60．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，048，100円 複勝： 59，118，300円 枠連： 21，350，200円
馬連： 89，331，900円 馬単： 48，981，100円 ワイド： 50，399，500円
3連複： 110，941，700円 3連単： 184，345，500円 計： 602，516，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（2－3） 630円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 320円 �� 320円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 380481 的中 � 167832（1番人気）
複勝票数 計 591183 的中 � 232646（1番人気）� 61031（4番人気）� 65148（3番人気）
枠連票数 計 213502 的中 （2－3） 25947（3番人気）
馬連票数 計 893319 的中 �� 110521（2番人気）
馬単票数 計 489811 的中 �� 39810（2番人気）
ワイド票数 計 503995 的中 �� 42231（2番人気）�� 42108（3番人気）�� 13652（9番人気）
3連複票数 計1109417 的中 ��� 60614（3番人気）
3連単票数 計1843455 的中 ��� 31280（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．5―49．2―1：00．5―1：12．4―1：24．3―1：36．2―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

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3黒鹿 母 ハートビートワルツ 母母 バウンドトゥダンス 10戦2勝 賞金 28，749，000円
※パイオニアステップ号・フェイマスワーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26069 9月26日 晴 良 （27阪神4）第6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 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

89 シャドウアプローチ 牡2栗 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋ 61：22．9 3．2�
11 エスティタート 牝2鹿 54 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 434± 0 〃 アタマ 2．7�
44 タンギモウジア 牝2鹿 54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 500＋ 6 〃 クビ 17．6�
66 マテラアリオン 牡2黒鹿54 川田 将雅大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 458＋ 81：23．21	 7．6�
78 マイネルボールド 牡2鹿 54 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 438－ 2 〃 ハナ 61．7

810
 キングライオン 牡2栗 54 浜中 俊ライオンレースホース	 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

480＋ 4 〃 ハナ 12．0�
33 ウインムート 牡2青鹿54 岩田 康誠	ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 81：23．41� 4．9�
77 スズカプリズム 牝2栗 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 458＋ 21：23．5クビ 15．5
22 ゼットフーリ 牝2鹿 54 松山 弘平�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：23．82 41．5�

（9頭）
55 ヒルトンヘッド 牡2栃栗54 M．デムーロ阿部 雅英氏 角田 晃一 平取 坂東牧場 542－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，738，900円 複勝： 52，982，200円 枠連： 9，743，900円
馬連： 57，633，000円 馬単： 31，477，600円 ワイド： 32，666，700円
3連複： 55，060，200円 3連単： 97，626，000円 計： 376，928，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 280円 枠 連（1－8） 420円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 240円 �� 800円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 7，870円

票 数

単勝票数 差引計 397389（返還計128926） 的中 � 98944（2番人気）
複勝票数 差引計 529822（返還計140146） 的中 � 112287（2番人気）� 145914（1番人気）� 30998（7番人気）
枠連票数 差引計 97439（返還計 70615） 的中 （1－8） 17713（1番人気）
馬連票数 差引計 576330（返還計460229） 的中 �� 83263（1番人気）
馬単票数 差引計 314776（返還計257646） 的中 �� 20980（2番人気）
ワイド票数 差引計 326667（返還計185985） 的中 �� 41299（1番人気）�� 9328（12番人気）�� 11614（9番人気）
3連複票数 差引計 550602（返還計715125） 的中 ��� 26172（3番人気）
3連単票数 差引計 976260（返還計1450446） 的中 ��� 8984（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―12．5―12．0―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―35．1―47．6―59．6―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウアプローチ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．21 函館2着

2013．4．19生 牡2栗 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ 3戦2勝 賞金 24，017，000円
〔競走除外〕 ヒルトンヘッド号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

26070 9月26日 晴 良 （27阪神4）第6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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

611 アスカビレン 牝3鹿 52 浜中 俊神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462＋ 81：46．7 13．1�
12 レネットグルーヴ 牝5黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 428－ 21：47．02 81．5�
815 ハピネスダンサー 牝4鹿 55 C．ルメール 前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：47．1� 8．4�
714 レーヴデトワール 牝4黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456－ 41：47．2	 22．0�
11 オーキッドレイ 牝5鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 470－ 21：47．3	 34．0	
36 レッドオーラム 牝4鹿 55 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 478－ 2 〃 ハナ 23．9

510 メイショウナゴミ 牝3青鹿52 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 424－141：47．51
 84．3�
713 ゴールドテーラー 牝5栗 55 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430－ 21：47．71
 10．3
612 フェブノヘア 牝4栗 55 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 456＋ 21：47．8	 28．9�
35 ベルフィオーレ 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 432－ 21：47．9クビ 40．4�
23 ニシノモンクス 牝5鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 456＋ 61：48．32	 260．3�
47 ノーブルリーズン 牝3黒鹿52 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 446＋10 〃 クビ 33．6�
816 トウカイメリー 牝6青鹿55 川島 信二内村 正則氏 石橋 守 日高 福満牧場 458－ 41：48．61� 367．0�
59 ノーブルコロネット 牝5鹿 55 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488± 01：48．7� 19．5�
24 フォルゴラーレ 牝3黒鹿52 秋山真一郎藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム B488＋ 61：48．8クビ 73．3�
817 ビキニスタイル 牝4黒鹿55 �島 克駿石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 41：48．9	 74．3�
48 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿52 M．デムーロ奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 468＋ 41：49．43 1．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 64，374，700円 複勝： 135，052，000円 枠連： 37，306，800円
馬連： 152，467，300円 馬単： 86，092，800円 ワイド： 83，178，800円
3連複： 204，756，100円 3連単： 352，657，400円 計： 1，115，885，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 650円 � 3，030円 � 380円 枠 連（1－6） 7，250円

馬 連 �� 42，820円 馬 単 �� 73，040円

ワ イ ド �� 10，760円 �� 1，570円 �� 9，100円

3 連 複 ��� 104，890円 3 連 単 ��� 741，090円

票 数

単勝票数 計 643747 的中 � 39095（4番人気）
複勝票数 計1350520 的中 � 54968（4番人気）� 10667（12番人気）� 102031（3番人気）
枠連票数 計 373068 的中 （1－6） 3983（22番人気）
馬連票数 計1524673 的中 �� 2759（71番人気）
馬単票数 計 860928 的中 �� 884（120番人気）
ワイド票数 計 831788 的中 �� 1966（72番人気）�� 14028（14番人気）�� 2327（65番人気）
3連複票数 計2047561 的中 ��� 1464（197番人気）
3連単票数 計3526574 的中 ��� 345（1173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―36．8―48．8―1：00．7―1：12．6―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4F46．0―3F34．1
3 ・（10，15）－11（2，13）1，14（6，12，16）9（5，7，17）（3，4，8） 4 ・（10，15）－11（2，13）（1，14）（6，12，16）9（5，17，8）7（3，4）

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 デビュー 2014．9．20 阪神1着

2012．2．7生 牝3鹿 母 スウェプトレジーナ 母母 ヴィヴァットレジーナ 8戦3勝 賞金 35，858，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26071 9月26日 晴 稍重 （27阪神4）第6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 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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 サクラエール 牡4黒鹿57 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 470－ 41：24．3 6．2�
33 サ ン レ ー ン 牝5鹿 55 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 81：24．51� 1．9�
811 サウススターマン 牡4黒鹿57 北村 友一南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 486－141：24．71� 19．0�
55 	 コリンブレッセ 牡6鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 498－ 81：24．8
 8．6�
22 アルボナンザ 牝5栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 470＋ 61：24．9クビ 5．0	
810� セ イ ラ 牝6栗 55 M．デムーロ萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 476－ 61：25．11� 16．4

79 	 ダノンクリエーター 牡6栗 57 福永 祐一�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 534＋ 61：25．31� 16．0�
67 ナリタシーズン 牡8栗 57 菱田 裕二�オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 492－241：25．5
 107．4�
44 コウユーサムライ 牡6栗 57 川田 将雅加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 484± 01：25．71� 35．6
78 	� ワイドエクセレント 牡5鹿 57 和田 竜二古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast

Farms LLC 544－ 41：26．23 21．2�
66 テイクファイア 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 466－ 81：26．3
 83．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 71，562，900円 複勝： 91，125，800円 枠連： 42，381，400円
馬連： 215，885，600円 馬単： 119，341，200円 ワイド： 92，834，800円
3連複： 278，796，900円 3連単： 559，279，600円 計： 1，471，208，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 120円 � 310円 枠 連（1－3） 700円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，100円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 18，520円

票 数

単勝票数 計 715629 的中 � 91322（3番人気）
複勝票数 計 911258 的中 � 112911（3番人気）� 291015（1番人気）� 52137（5番人気）
枠連票数 計 423814 的中 （1－3） 46913（2番人気）
馬連票数 計2158856 的中 �� 253177（2番人気）
馬単票数 計1193412 的中 �� 50112（6番人気）
ワイド票数 計 928348 的中 �� 85610（2番人気）�� 19947（14番人気）�� 31903（7番人気）
3連複票数 計2787969 的中 ��� 61435（12番人気）
3連単票数 計5592796 的中 ��� 21890（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―11．9―12．1―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．0―46．9―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラエール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラホクトオー デビュー 2013．12．22 阪神1着

2011．3．29生 牡4黒鹿 母 サクラロマンス 母母 サクラハツスル 16戦5勝 賞金 71，296，000円

26072 9月26日 晴 稍重 （27阪神4）第6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

612 コウユーアンドレ 牡5鹿 57 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 470± 01：54．5 7．5�
23 ドラゴンバローズ 牡3栗 54 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 500＋161：54．92� 6．4�
47 テイエムテツジン 牡3栗 54 浜中 俊竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 438－ 61：55．0� 4．9�
815 ネオヴァリアント 牡4鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 482－ 81：55．21 15．9�
510 メイショウクオン 牡3鹿 54

52 △城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 500＋ 21：55．62� 13．8�
714 アダムズアップル 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512± 01：55．7� 6．4	
35 アースシンフォニー 牡3鹿 54 太宰 啓介
ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B476＋ 81：55．8� 10．0�
12 タイセイクルーズ 牡4栗 57 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 アタマ 7．2�
11 トウケイファルコン 牡3栗 54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 472－221：55．9� 42．4
816 アイファーマグオー 牡3栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 490± 01：56．0クビ 283．0�
713 ワンダーブラザウン 牡5栗 57 古川 吉洋山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 462－ 41：56．1� 95．6�
24 オンワードハンター 牡4鹿 57 C．ルメール 樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 462＋ 21：56．42 31．3�
611 タイキオールブルー 牡3青鹿54 岩田 康誠�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 440± 01：56．61 12．5�
48 グランスエルテ 牡5栗 57

54 ▲加藤 祥太 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 01：56．91� 90．1�

36 エニシイチダイ 牡3鹿 54 小牧 太大塚 亮一氏 笹田 和秀 新ひだか 土田農場 484＋121：57．64 22．5�
59 リヴゴーシュ �3栗 54 福永 祐一
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B528＋ 21：58．02� 32．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，594，900円 複勝： 65，411，800円 枠連： 33，089，700円
馬連： 152，761，600円 馬単： 52，861，900円 ワイド： 64，091，600円
3連複： 172，471，900円 3連単： 232，958，600円 計： 816，242，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 230円 � 180円 枠 連（2－6） 1，220円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 930円 �� 730円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 29，370円

票 数

単勝票数 計 425949 的中 � 45326（5番人気）
複勝票数 計 654118 的中 � 81502（2番人気）� 68544（5番人気）� 105978（1番人気）
枠連票数 計 330897 的中 （2－6） 21002（2番人気）
馬連票数 計1527616 的中 �� 45823（7番人気）
馬単票数 計 528619 的中 �� 7619（16番人気）
ワイド票数 計 640916 的中 �� 17508（9番人気）�� 22676（3番人気）�� 19628（5番人気）
3連複票数 計1724719 的中 ��� 29972（5番人気）
3連単票数 計2329586 的中 ��� 5749（50番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．5―12．2―12．6―12．7―12．6―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．5―49．7―1：02．3―1：15．0―1：27．6―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．5
1
3
10，14（9，15）16（2，4）13－8（1，5）11，3，6，7－12
10（4，15）（14，16）（2，13）－（9，1，8，5）－（7，11）－（3，6）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウユーアンドレ �
�
父 アルカセット �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．5．12 京都11着

2010．3．8生 牡5鹿 母 オ ス カ ル 母母 パワフルレデイ 25戦2勝 賞金 27，110，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ショウナンガッチャ号・ミスターベアー号



（27阪神4）第6日 9月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

193，620，000円
2，080，000円
9，720，000円
1，210，000円
16，990，000円
60，052，000円
4，264，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
442，786，800円
683，052，500円
243，365，700円
1，037，480，900円
555，885，700円
542，435，300円
1，331，901，800円
2，166，027，000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 7，002，935，700円

総入場人員 12，551名 （有料入場人員 11，531名）
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