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2609710月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

812 ア オ リ ス ト 牡2鹿 55 和田 竜二小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 三城牧場 508＋ 21：13．9 6．2�
57 ウインフェルベール 牡2青鹿55 内田 博幸�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 468＋ 41：14．96 2．2�
44 ア レ ッ チ 牡2鹿 55 柴山 雄一手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 474＋121：15．0� 27．4�
22 クリノマルボルク 牡2青鹿55 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 440－ 2 〃 ハナ 163．5�
69 ノーザンメジャー 牝2栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 41：15．2� 3．2�
813 メイショウヨイチ 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 480－ 21：15．41 36．5	
56 ア テ ス ト 牝2栗 54 藤懸 貴志山本 武司氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 456＋ 41：15．5� 122．9

45 カプチーノコースト 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482± 01：15．92� 9．3�
33 ヨ シ オ 牡2鹿 55 福永 祐一仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456＋ 41：16．0� 11．3�
11 シゲルカンパチ 牡2鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 坂 牧場 464＋10 〃 ハナ 19．6
68 ファータフィオーレ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 21：17．59 136．2�
711 シゲルヒラスズキ 牡2黒鹿 55

53 △義 英真森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 坂本 春信 416－ 81：18．24 337．8�
710 クニサキゴメスタア 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 458－221：19．47 177．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，791，900円 複勝： 30，886，100円 枠連： 9，906，200円
馬連： 44，621，000円 馬単： 29，813，400円 ワイド： 24，585，900円
3連複： 65，835，300円 3連単： 109，685，300円 計： 334，125，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 110円 � 630円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，890円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 32，560円

票 数

単勝票数 計 187919 的中 � 24002（3番人気）
複勝票数 計 308861 的中 � 28949（3番人気）� 129108（1番人気）� 6966（7番人気）
枠連票数 計 99062 的中 （5－8） 10609（2番人気）
馬連票数 計 446210 的中 �� 36203（2番人気）
馬単票数 計 298134 的中 �� 16606（3番人気）
ワイド票数 計 245859 的中 �� 18074（2番人気）�� 2026（24番人気）�� 5049（14番人気）
3連複票数 計 658353 的中 ��� 6920（20番人気）
3連単票数 計1096853 的中 ��� 2442（99番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．0―12．4―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．8―48．2―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．1
3 12（6，13）（8，9）（3，10）5，7，4－（1，2）＝11 4 12，13，9，6（8，7）5，3，10，4－2，1－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア オ リ ス ト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2015．9．19 阪神6着

2013．3．2生 牡2鹿 母 リ ゼ リ 母母 Riziere 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルヒラスズキ号・クニサキゴメスタア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年11月4日まで平地競走に出走できない。

2609810月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時20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

811 カープストリーマー 牡2栗 55 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：03．4 1．7�
44 ロードランウェイ 牡2鹿 55 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 478－ 22：03．61� 146．9�
78 ヤマニンシルフ 牡2栗 55

54 ☆松若 風馬土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 432＋ 62：03．81� 7．9�
11 シンボリダルク 牝2青鹿54 太宰 啓介シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 470＋ 42：04．12 6．6�
33 ヨ カ グ ラ 牡2栗 55 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＋102：04．2� 5．5	
810 ガ リ ゲ ッ ト 牡2黒鹿55 内田 博幸 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：04．94 14．6

66 マコトクラダリング 牝2鹿 54 小牧 太�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 502＋122：05．0� 16．0�
55 マ オ ウ 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太大塚 亮一氏 須貝 尚介 浦河 ガーベラパー
クスタツド B482＋ 62：05．21� 19．2�

67 マイネルインディゴ 牡2栗 55 丹内 祐次 �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 B458＋ 22：05．94 61．5

79 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 474＋ 22：06．11� 199．7�
22 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 452－102：07．16 248．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，944，800円 複勝： 58，413，400円 枠連： 10，335，200円
馬連： 49，415，100円 馬単： 34，858，400円 ワイド： 28，350，100円
3連複： 67，006，500円 3連単： 127，273，100円 計： 399，596，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，300円 � 160円 枠 連（4－8） 4，690円

馬 連 �� 8，540円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 260円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 62，890円

票 数

単勝票数 計 239448 的中 � 111277（1番人気）
複勝票数 計 584134 的中 � 370883（1番人気）� 3462（9番人気）� 50269（2番人気）
枠連票数 計 103352 的中 （4－8） 1706（13番人気）
馬連票数 計 494151 的中 �� 4483（21番人気）
馬単票数 計 348584 的中 �� 2542（28番人気）
ワイド票数 計 283501 的中 �� 2963（23番人気）�� 33172（2番人気）�� 1041（34番人気）
3連複票数 計 670065 的中 ��� 4017（34番人気）
3連単票数 計1272731 的中 ��� 1467（156番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．8―12．9―11．7―12．2―12．0―12．2―11．9―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―38．2―51．1―1：02．8―1：15．0―1：27．0―1：39．2―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カープストリーマー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Siphon デビュー 2015．8．16 新潟2着

2013．5．5生 牡2栗 母 キッズトゥデイ 母母 Smoke Alert 3戦1勝 賞金 9，800，000円

第４回 阪神競馬 第９日



2609910月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 57 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 474－ 41：54．9 4．5�
612 ハッピーシェフ 牡3鹿 57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 494－ 21：55．32� 14．4�
23 ドラゴンケーニッヒ 牡3黒鹿57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 81：56．57 4．0�
816 シ ン ゲ キ 牡3栗 57

54 ▲�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 502－ 41：56．82 7．5�

11 スナークソフィア 牝3芦 55
53 △義 英真杉本 豊氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 444－ 41：57．0� 7．7	

12 ナムラハンベエ 牡3鹿 57 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 510－121：57．21� 7．2

714 トウカイネオ 牝3黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 428＋14 〃 ハナ 416．2�
611 ス レ ド ボ 牝3黒鹿 55

54 ☆松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452± 0 〃 クビ 67．9�

47 ワークオブゴッド 牡3栗 57 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 476－ 41：57．41 16．1
24 アグネスウォーズ 牡3鹿 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 522＋161：57．82� 32．2�
510 エスプリドパリ 牝3芦 55

52 ▲加藤 祥太吉田 和子氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 アタマ 45．7�
815 リュクスカフェ 牡3黒鹿57 幸 英明田畑 憲士氏 平田 修 千歳 社台ファーム 442＋ 71：58．12 7．2�
59 デュラブルシャーム 牡3栗 57 藤懸 貴志加藤 誠氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 562＋ 21：58．84 263．7�
48 オレンジピューレ 牝3栗 55 松田 大作トール＆ワイド 森田 直行 浦河 吉田 又治 452－ 61：59．75 333．1�
713 ルミナスギャラン 牡3芦 57 菱田 裕二小林都美子氏 笹田 和秀 新ひだか 棚川 光男 424－182：02．1大差 181．1�
35 ノッツダルジェント 牝3青鹿55 柴山 雄一樋上 博昭氏 庄野 靖志 新ひだか タガミファーム B480－142：04．8大差 30．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，321，800円 複勝： 33，525，600円 枠連： 17，009，800円
馬連： 52，383，400円 馬単： 27，670，900円 ワイド： 32，167，600円
3連複： 76，195，700円 3連単： 94，477，300円 計： 355，752，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 300円 � 160円 枠 連（3－6） 2，170円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 990円 �� 370円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 25，010円

票 数

単勝票数 計 223218 的中 � 39359（2番人気）
複勝票数 計 335256 的中 � 60474（1番人気）� 22796（7番人気）� 58369（2番人気）
枠連票数 計 170098 的中 （3－6） 6057（10番人気）
馬連票数 計 523834 的中 �� 12492（14番人気）
馬単票数 計 276709 的中 �� 3946（23番人気）
ワイド票数 計 321676 的中 �� 7909（14番人気）�� 24871（1番人気）�� 7271（16番人気）
3連複票数 計 761957 的中 ��� 15614（8番人気）
3連単票数 計 944773 的中 ��� 2738（68番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―13．3―13．1―12．9―12．8―13．4―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．8―49．9―1：02．8―1：15．6―1：29．0―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レ レ オ ー ネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Potrillazo デビュー 2014．10．26 京都9着

2012．3．19生 牡3鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee 11戦1勝 賞金 9，630，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレンジピューレ号・ルミナスギャラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

11月4日まで平地競走に出走できない。
ノッツダルジェント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月4日まで平地
競走に出走できない。

2610010月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27阪神4）第9日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20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

712 アドマイヤタイシ 牡8黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋ 43：22．5 2．5�

813 マックスドリーム �8青鹿60 平沢 健治山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 542＋243：22．92� 3．1�
58 テーオーレジェンド 牡6栗 60 西谷 誠小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 516＋103：24．28 7．2�
57 � アスターコリント �6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 武田 博 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 530－ 63：24．83� 9．1�
814 テイエムオドロキ 牝4栗 58 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 470＋ 23：24．9� 45．0�
11 ノボリドリーム 牡6鹿 60 森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 460＋ 43：25．43 11．7�
34 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 572＋26 〃 クビ 44．9	
22 マイケルチョウサン 牡4鹿 60 高野 和馬
チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 482－103：26．99 29．0�
46 ダイゴサクラ 牝3鹿 56 黒岩 悠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 468＋123：27．96 172．8�
69 グロシュラライト 牡5黒鹿60 熊沢 重文吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 458＋ 23：29．07 65．4
45 ブ ッ ト バ セ 牡5栗 60 田村 太雅一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 カナイシスタッド 504－ 6 （競走中止） 18．1�
610 ウイントゥモロー 牡4黒鹿60 白浜 雄造
ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 500－ 4 （競走中止） 22．3�
711 メイショウカンベエ 牡3鹿 58 難波 剛健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 430＋ 2 （競走中止） 77．3�

（13頭）
33 ワールドカップ 牡3黒鹿58 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，410，000円 複勝： 23，111，200円 枠連： 14，415，800円
馬連： 42，334，600円 馬単： 25，409，000円 ワイド： 24，636，600円
3連複： 65，642，900円 3連単： 92，615，300円 計： 306，575，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 180円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，870円

票 数

単勝票数 差引計 184100（返還計 58） 的中 � 57279（1番人気）
複勝票数 差引計 231112（返還計 108） 的中 � 65434（1番人気）� 41150（2番人気）� 24638（4番人気）
枠連票数 差引計 144158（返還計 5 ） 的中 （7－8） 28986（1番人気）
馬連票数 差引計 423346（返還計 272） 的中 �� 81236（1番人気）
馬単票数 差引計 254090（返還計 233） 的中 �� 21070（2番人気）
ワイド票数 差引計 246366（返還計 252） 的中 �� 32521（1番人気）�� 18149（3番人気）�� 8223（7番人気）
3連複票数 差引計 656429（返還計 1337） 的中 ��� 45199（1番人気）
3連単票数 差引計 926153（返還計 1713） 的中 ��� 17345（4番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 50．9－3F 37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
12－8－2－14，9，1－（7，13）5，4＝6
12－8（2，14，13）－7－（5，4）（9，1）＝6

�
�
12－8－2－（14，13）1，9－7（4，5）＝6
13，12＝8－（7，2，14）4＝（5，1）9＝6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤタイシ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2009．12．20 阪神3着

2007．3．5生 牡8黒鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 障害：4戦1勝 賞金 11，600，000円
〔出走取消〕 ワールドカップ号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。
〔競走中止〕 メイショウカンベエ号は，1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ウイントゥモロー号は，3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ブットバセ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



2610110月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第5競走 ��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

58 ウォーターミリオン 牡2栗 55 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 448 ―1：24．9 40．0�
610 ファンタサイズ 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458 ―1：25．21� 6．4�
815 タイセイアモーレ 牝2黒鹿54 内田 博幸田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 クビ 3．0�
22 マ カ レ ア 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 404 ― 〃 ハナ 3．4�
35 グルーヴィタイム 牡2鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 424 ―1：25．3� 26．1�
814 ゴールデンスランバ 牡2黒鹿55 中井 裕二 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 436 ― 〃 ハナ 175．5

611 トウカイメジャー 牝2栗 54 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 460 ―1：25．4� 11．2�
712 エスカラード 牡2鹿 55 幸 英明 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 456 ― 〃 クビ 12．5�
713 ダイナミックアロー 牡2鹿 55 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 486 ―1：25．61� 8．5
11 プログレスシチー 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太 	友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 472 ―1：25．7クビ 29．6�
34 サウンドオブビット 牡2鹿 55 川須 栄彦馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 大北牧場 436 ―1：25．8� 152．8�
47 ストロングヴァンダ 牝2鹿 54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 412 ―1：25．9� 40．1�
46 ワ オ 牝2黒鹿54 池添 謙一 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 �川 啓一 434 ―1：26．0� 56．3�
59 タガノバトラ 牝2鹿 54 松田 大作八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 434 ―1：26．21� 32．1�
23 シゲルクルマダイ 牡2鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 454 ―1：26．41� 92．0�
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売 得 金
単勝： 24，725，900円 複勝： 32，673，900円 枠連： 18，725，100円
馬連： 52，593，000円 馬単： 31，303，700円 ワイド： 30，763，500円
3連複： 72，638，200円 3連単： 95，200，600円 計： 358，623，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，000円 複 勝 � 880円 � 210円 � 140円 枠 連（5－6） 3，690円

馬 連 �� 13，770円 馬 単 �� 35，620円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 2，360円 �� 460円

3 連 複 ��� 15，100円 3 連 単 ��� 160，510円

票 数

単勝票数 計 247259 的中 � 4938（10番人気）
複勝票数 計 326739 的中 � 6739（11番人気）� 38731（3番人気）� 78470（1番人気）
枠連票数 計 187251 的中 （5－6） 3932（10番人気）
馬連票数 計 525930 的中 �� 2959（36番人気）
馬単票数 計 313037 的中 �� 659（85番人気）
ワイド票数 計 307635 的中 �� 2260（34番人気）�� 3193（24番人気）�� 18969（2番人気）
3連複票数 計 726382 的中 ��� 3606（45番人気）
3連単票数 計 952006 的中 ��� 430（403番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．6―13．3―11．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―36．5―49．8―1：01．3―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．1
3 6，11，9，14（2，13，15）（7，12）（5，10）1（3，8）－4 4 8，6（11，14，15）10（9，2，13）（7，12，4）5，1，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウォーターミリオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2013．3．20生 牡2栗 母 セーフアズロック 母母 Bagatelle 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2610210月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走12時40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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

713 タイセイクルーズ 牡4栗 57 福永 祐一田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：08．4 8．3�
48 ストロベリーキング �4黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 474－122：08．5	 5．3�
510 クラウディオス �5栗 57

54 ▲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 488± 0 〃 アタマ 23．9�
815 テーオーイージス 牡4黒鹿57 柴田 未崎小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 4 〃 ハナ 9．0�
11 フミノスナイパー �4栗 57

56 ☆松若 風馬谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 484＋ 22：08．92
 9．9�
611 ショウナンガッチャ 牡4栗 57 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 476－ 6 〃 ハナ 36．8	
23 ダ ン カ ン 牡3鹿 55 菱田 裕二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448＋ 42：09．0
 54．1

12 カフジスター 牡4青鹿57 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B460＋ 62：09．2	 49．3�
47 シルバーソード 牡3鹿 55

52 ▲�島 克駿�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 4 〃 クビ 7．1

59 ヴァーサトル 牡3黒鹿55 太宰 啓介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 488＋ 82：09．52 14．3�
36 キングルアウ 牡3鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 496± 02：09．6クビ 20．5�
816 タムロダイチ 牡3鹿 55

53 △義 英真谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 502＋ 62：09．81
 143．5�
24 コウエイアース 牡5鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 474＋ 42：09．9クビ 35．5�
612 ナムラカモン 牡3栗 55 津村 明秀奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 454－ 32：10．0	 91．6�
714 ヴ レ ク ー ル 牡4栗 57 幸 英明 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 524＋102：10．1
 3．1�
35 � ラストアタック 牡4鹿 57 森 一馬五影 慶則氏 西村 真幸 日高 チャンピオン

ズファーム 474＋102：12．7大差 258．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，021，600円 複勝： 36，941，800円 枠連： 22，025，100円
馬連： 61，010，000円 馬単： 28，816，100円 ワイド： 37，448，800円
3連複： 83，661，000円 3連単： 97，940，600円 計： 391，865，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 300円 � 200円 � 590円 枠 連（4－7） 340円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 880円 �� 3，830円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 16，440円 3 連 単 ��� 85，140円

票 数

単勝票数 計 240216 的中 � 22935（4番人気）
複勝票数 計 369418 的中 � 32144（5番人気）� 57386（2番人気）� 13702（8番人気）
枠連票数 計 220251 的中 （4－7） 49198（1番人気）
馬連票数 計 610100 的中 �� 19658（7番人気）
馬単票数 計 288161 的中 �� 4400（15番人気）
ワイド票数 計 374488 的中 �� 11457（7番人気）�� 2453（47番人気）�� 3941（27番人気）
3連複票数 計 836610 的中 ��� 3815（53番人気）
3連単票数 計 979406 的中 ��� 834（263番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―12．1―14．1―12．9―12．9―12．9―12．3―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．7―36．8―50．9―1：03．8―1：16．7―1：29．6―1：41．9―1：54．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

タイセイクルーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 新潟3着

2011．4．11生 牡4栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 17戦3勝 賞金 24，350，000円



2610310月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：44．5
1：43．9

良
良

47 マイネリベルタス 牝4鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 21：46．5 20．9�

23 ナリタゴールド 牡3鹿 55 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 434＋ 41：46．6� 7．9�
59 ワーキングプライド 牝3鹿 53 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 4 〃 クビ 38．2�
36 ヴィンテージローズ 牝4栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：46．7クビ 6．7�
612 ブレイヴリー 牡4鹿 57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B478± 01：46．91� 5．5	
816 パドルウィール 牡4芦 57 内田 博幸 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 2 〃 クビ 4．1

48 オールマンリバー 牡3黒鹿55 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 アタマ 10．4�
510 ヤマニンバステト 牝4鹿 55 幸 英明土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 464＋101：47．0� 34．9�
12 アドマイヤライン 牡5青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 438－101：47．1クビ 30．1
24 テイエムフタエマル 牝3鹿 53

52 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 478＋ 4 〃 クビ 322．8�
611 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿 53

52 ☆松若 風馬山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 478＋ 61：47．31� 148．2�
818 ウインアキレア 牝3鹿 53 池添 謙一�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 41：47．5� 13．6�
11 ヤマニンアリエッタ 牝4黒鹿 55

53 △義 英真土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 526＋ 61：47．92� 173．6�
715 ゴールドエッセンス 牝3鹿 53 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 416＋ 61：48．0� 69．3�
817 ヒルノマテーラ 牝4黒鹿55 田中 勝春�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－101：48．21� 8．2�
714 デンコウインパルス 牡3鹿 55

53 △城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 484－ 21：48．41 216．2�
35 オーシャンヒーロー 牡4栗 57 太宰 啓介上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 競優牧場 508－10 〃 クビ 11．5�
713 クリノクレオパトラ 牝4黒鹿55 柴山 雄一栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 450－201：49．03� 148．6�
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売 得 金
単勝： 32，161，900円 複勝： 59，693，000円 枠連： 29，532，300円
馬連： 83，568，100円 馬単： 38，845，900円 ワイド： 47，756，500円
3連複： 116，808，500円 3連単： 132，814，000円 計： 541，180，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 580円 � 370円 � 1，400円 枠 連（2－4） 3，670円

馬 連 �� 10，360円 馬 単 �� 25，020円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 7，790円 �� 6，050円

3 連 複 ��� 86，220円 3 連 単 ��� 559，820円

票 数

単勝票数 計 321619 的中 � 12266（9番人気）
複勝票数 計 596930 的中 � 26867（8番人気）� 46306（6番人気）� 10303（12番人気）
枠連票数 計 295323 的中 （2－4） 6226（14番人気）
馬連票数 計 835681 的中 �� 6246（41番人気）
馬単票数 計 388459 的中 �� 1164（87番人気）
ワイド票数 計 477565 的中 �� 3814（41番人気）�� 1573（66番人気）�� 2033（60番人気）
3連複票数 計1168085 的中 ��� 1016（211番人気）
3連単票数 計1328140 的中 ��� 172（1284番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．9―11．6―11．9―11．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．0―46．9―58．5―1：10．4―1：22．1―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（5，11）18（1，4，12）（7，8，14，17）（2，3，16）（6，10）15，9－13 4 ・（5，11）18（1，12）8（4，7）（3，14，17）2，16，6（9，10）15－13

勝馬の
紹 介

マイネリベルタス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．17 京都10着

2011．6．9生 牝4鹿 母 エアリバティー 母母 ジョイアスピルエット 22戦2勝 賞金 31，519，000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 ジューンロディ号・マコトグロズヌイ号

2610410月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 サンレイクウッド 牡4鹿 57 秋山真一郎加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 514± 01：12．8 7．1�
36 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 53 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 500＋141：12．9� 11．3�
59 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 55

52 ▲�島 克駿小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 512＋ 4 〃 クビ 6．8�
11 リッパーザウィン 牡3栗 55 川須 栄彦�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484＋ 2 〃 ハナ 18．1�
611 アイファーサラオー 牡3鹿 55 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 484＋ 8 〃 ハナ 39．3�
713 アサクサプライド 牡4栗 57

56 ☆松若 風馬田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462± 01：13．0クビ 67．2	
12 カレンローザネーラ 牝3鹿 53

50 ▲加藤 祥太鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 460－ 61：13．1� 5．0

816 ナガラブルボン 牡4鹿 57 福永 祐一長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 474± 0 〃 クビ 3．2�
35 ジャコカッテ 牡4栗 57

55 △城戸 義政晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 496＋ 61：13．42 8．2�
815 トリックデック 牡4栗 57 太宰 啓介前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 41：13．5クビ 51．2
47 コ ラ ン ダ ム �6栗 57 水口 優也山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 492－ 21：13．6� 14．5�
24 トウカイインパルス 牡5青鹿57 北村 友一内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 526＋ 61：13．81	 57．6�
612 サーシスリーフ 牡5鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 日高 豊洋牧場 498＋ 2 〃 ハナ 86．7�
23 カシノヒカル 牡4鹿 57 小坂 忠士柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 478＋ 61：14．11
 221．7�
714 トゥルーストーリー 牝3鹿 53 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 458－141：14．73� 39．1�
510� アグリナンバーワン 牝3青鹿53 藤懸 貴志アグリRC 坪 憲章 浦河 杵臼斉藤牧場 404－ 81：15．97 146．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，180，900円 複勝： 49，068，300円 枠連： 24，985，400円
馬連： 85，777，400円 馬単： 40，009，700円 ワイド： 47，161，800円
3連複： 114，507，600円 3連単： 142，475，700円 計： 536，166，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 370円 � 220円 枠 連（3－4） 1，040円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 790円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 62，670円

票 数

単勝票数 計 321809 的中 � 35962（4番人気）
複勝票数 計 490683 的中 � 59270（3番人気）� 30519（7番人気）� 62708（2番人気）
枠連票数 計 249854 的中 （3－4） 18494（5番人気）
馬連票数 計 857774 的中 �� 14799（20番人気）
馬単票数 計 400097 的中 �� 3618（34番人気）
ワイド票数 計 471618 的中 �� 7894（20番人気）�� 15664（6番人気）�� 11823（13番人気）
3連複票数 計1145076 的中 ��� 9178（31番人気）
3連単票数 計1424757 的中 ��� 1648（212番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．9―12．1―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．3―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンレイクウッド �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．11．23 京都2着

2011．4．30生 牡4鹿 母 テーオーグレース 母母 ラシアンメアリー 18戦2勝 賞金 36，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミキノグランプリ号



2610510月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第9競走 ��
��2，400�

ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，26．10．4以降27．9．27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
2：24．2
2：22．1

良
良

33 ペンタトニック 牡4栗 55 幸 英明吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B482－ 42：28．3 7．7�
22 アングライフェン 牡3鹿 53 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋10 〃 ハナ 5．3�
88 エトランドル 牡3鹿 53 内田 博幸 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 〃 ハナ 2．3�
77 � オールステイ 牡4鹿 55 中谷 雄太石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 490－ 22：28．51� 5．8�
55 � デ ィ ル ガ 牝4栗 53 小牧 太前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 468＋ 4 〃 クビ 7．0�
11 ヤマニンプードレ 牝5芦 52 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 470－ 62：28．71� 34．0	
66 アドマイヤカーリン 牡7青鹿55 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480－ 42：29．12	 6．7

44 スリーロブロイ 牡6鹿 52 水口 優也永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 452± 02：29．3
 88．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，982，500円 複勝： 42，586，100円 枠連： 発売なし
馬連： 102，025，900円 馬単： 56，811，300円 ワイド： 41，568，400円
3連複： 108，583，000円 3連単： 257，087，900円 計： 647，645，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 160円 � 160円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 10，310円

票 数

単勝票数 計 389825 的中 � 40140（6番人気）
複勝票数 計 425861 的中 � 57200（4番人気）� 57476（3番人気）� 123453（1番人気）
馬連票数 計1020259 的中 �� 57830（6番人気）
馬単票数 計 568113 的中 �� 13614（14番人気）
ワイド票数 計 415684 的中 �� 23468（7番人気）�� 37711（2番人気）�� 31608（5番人気）
3連複票数 計1085830 的中 ��� 72685（2番人気）
3連単票数 計2570879 的中 ��� 18067（43番人気）

ハロンタイム 13．3―11．3―12．7―12．6―12．7―12．8―12．6―12．5―12．0―11．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―24．6―37．3―49．9―1：02．6―1：15．4―1：28．0―1：40．5―1：52．5―2：04．1―2：15．8

コーナー
通過順位

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

2
4
7＝1－8，2，6，5－3－4
7－（2，1，8）6（5，3）－4

勝馬の
紹 介

ペンタトニック 
�
父 ジャングルポケット 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．6 京都4着

2011．3．31生 牡4栗 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー 20戦3勝 賞金 50，995，000円

2610610月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走14時50分 （芝・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

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

710 サトノルパン 牡4黒鹿57 福永 祐一里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 456± 01：09．2 3．2�
69 アドマイヤナイト 牝3栗 53 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 426＋ 21：09．3� 4．1�
68 アットウィル 牡5栗 57 秋山真一郎宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498＋ 41：09．51	 7．5�
11 ゴールドペガサス 牡3鹿 55 柴山 雄一 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 456＋ 61：09．6
 6．9�
33 スリーカーニバル 牝5鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 472－ 21：09．81
 26．7	
813 ヤマニンプチガトー 牝6栗 55 国分 恭介土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 484－ 41：09．9クビ 64．3

44 タガノザイオン 牡8鹿 57 和田 竜二八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 0 〃 クビ 46．9�
56 ヤ マ ノ レ オ �5栗 57 小牧 太節 英司氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 488± 01：10．0
 26．2�
57 マルタカシクレノン 牡7青鹿57 松若 風馬國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 506＋ 8 〃 クビ 32．8
22 プレイズエターナル 牡5黒鹿57 北村 友一 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 B494＋ 21：10．1クビ 4．5�
45 インスペード 牡6黒鹿57 内田 博幸�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 41：10．2
 35．3�
812 ローガンサファイア 牝5鹿 55 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± 01：10．41	 33．6�
711� エンプレスラブ 牝6黒鹿55 川須 栄彦 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 524＋12 〃 クビ 204．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，453，000円 複勝： 67，072，500円 枠連： 33，321，500円
馬連： 154，139，500円 馬単： 70，258，700円 ワイド： 65，740，700円
3連複： 196，681，500円 3連単： 312，290，100円 計： 944，957，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 160円 � 190円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 420円 �� 470円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 454530 的中 � 111897（1番人気）
複勝票数 計 670725 的中 � 151901（1番人気）� 106879（3番人気）� 77452（4番人気）
枠連票数 計 333215 的中 （6－7） 51125（1番人気）
馬連票数 計1541395 的中 �� 137776（2番人気）
馬単票数 計 702587 的中 �� 32790（3番人気）
ワイド票数 計 657407 的中 �� 40806（4番人気）�� 35703（5番人気）�� 32402（6番人気）
3連複票数 計1966815 的中 ��� 84765（4番人気）
3連単票数 計3122901 的中 ��� 37780（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．2―11．3―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．2―46．5―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 ・（8，9，11）（6，7，13）3，10，1，12，5（2，4） 4 ・（8，9，11）（6，7，13）10，3，1，12－（2，5）4

勝馬の
紹 介

サトノルパン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．9 京都3着

2011．3．7生 牡4黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 15戦4勝 賞金 88，415，000円

２レース目



2610710月4日 晴 良 （27阪神4）第9日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000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5青鹿57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：33．7 2．5�

35 マイネルホウオウ 牡5栗 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 522± 01：33．91	 52．1�

12 オ ツ ウ 牝5鹿 54 松若 風馬大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B488± 01：34．0
 27．7�
48 ケイティープライド 牡5鹿 56 秋山真一郎�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：34．1クビ 15．1�
612 ダノンメジャー 牡3栗 54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 492＋101：34．31� 9．3�
611 ハギノハイブリッド 牡4栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 444－ 21：34．4クビ 7．4	
510 ブレイズアトレイル 牡6芦 57 北村 友一 
サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 498＋ 8 〃 クビ 15．5�
816 コスモソーンパーク 牡7青鹿58 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 4 〃 ハナ 44．5�
47 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－101：34．72 21．9
815 グァンチャーレ 牡3青鹿54 幸 英明松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 446± 01：34．91	 8．6�
713 マコトブリジャール 牝5鹿 54 内田 博幸�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 410＋ 61：35．0クビ 28．7�
59  マヤノリュウジン 牡8栗 58 菱田 裕二田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 522± 0 〃 ハナ 16．3�
24 リヴェレンテ 牡7青鹿56 松田 大作 
社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 506＋ 2 〃 ハナ 165．4�
11 オースミイージー 牡7鹿 56 太宰 啓介�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 514± 01：35．31
 184．0�
714 シ ェ ル ビ ー 牡6栗 57 武 幸四郎杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 522－ 61：35．4クビ 14．3�
36 マウントシャスタ 牡6鹿 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：35．61� 15．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 80，433，900円 複勝： 111，673，600円 枠連： 72，750，200円
馬連： 307，592，400円 馬単： 136，978，600円 ワイド： 128，308，100円
3連複： 447，498，800円 3連単： 653，333，500円 計： 1，938，569，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 990円 � 630円 枠 連（2－3） 1，340円

馬 連 �� 7，960円 馬 単 �� 11，370円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 1，380円 �� 10，100円

3 連 複 ��� 40，400円 3 連 単 ��� 195，080円

票 数

単勝票数 計 804339 的中 � 256973（1番人気）
複勝票数 計1116736 的中 � 321178（1番人気）� 21471（14番人気）� 35623（12番人気）
枠連票数 計 727502 的中 （2－3） 41985（6番人気）
馬連票数 計3075924 的中 �� 29917（30番人気）
馬単票数 計1369786 的中 �� 9029（35番人気）
ワイド票数 計1283081 的中 �� 13605（24番人気）�� 24565（11番人気）�� 3199（88番人気）
3連複票数 計4474988 的中 ��� 8307（126番人気）
3連単票数 計6533335 的中 ��� 2428（586番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―11．9―11．8―11．4―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．6―47．5―59．3―1：10．7―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．4
3 ・（1，2）（3，16）5（8，12）－（4，9）－7，11（13，14）10，6－15 4 ・（1，2）16（3，5）（8，12）9，4（7，11，14，6）10，15－13
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5青鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 15戦6勝 賞金 133，211，000円
〔制裁〕 オツウ号の騎手松若風馬は，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50，000円。（被害馬：3番・16番・7番）

2610810月4日 晴 良 （27阪神4）第9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）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B496－101：52．2 20．4�
816 メイショウウタゲ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 510± 01：52．52 4．0�
612� ミキノハルモニー 牡4栃栗 57

55 △城戸 義政谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：52．71	 29．7�
59 ミ ツ バ 牡3鹿 55

52 ▲
島 克駿�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B444－ 21：53．23 5．0�
611 ヴ ィ ッ セ ン 牡4鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：53．3� 5．3	
11 スズカウラノス 牡6鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 466＋ 21：53．4� 20．6

12 シンゼンガンプ 牡3鹿 55

53 △義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 460－ 2 〃 ハナ 82．8�
713 ブ チ コ 牝3白 53 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋161：53．5クビ 3．7�
36 トラキチシャチョウ 牡4鹿 57 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 486－101：53．92� 153．7
815 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 57 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 628＋ 2 〃 アタマ 30．5�
47 フジインザスカイ 牝4鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466－ 4 〃 ハナ 59．6�
35 ダノングッド 牡3栗 55 太宰 啓介�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 492－ 81：54．11	 28．7�
510 ブレイクアウト 牡4青鹿 57

56 ☆岩崎 翼安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 478± 01：54．31 137．6�
23 ヒルノデンハーグ 牡3栗 55 
島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B476－ 21：54．62 11．9�
48 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 53 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 21：55．13 47．3�
24 サンライズベーダー 5黒鹿57 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 482－121：56．27 155．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，257，900円 複勝： 94，584，300円 枠連： 45，492，200円
馬連： 224，807，000円 馬単： 79，475，200円 ワイド： 93，460，400円
3連複： 249，811，900円 3連単： 360，371，300円 計： 1，217，260，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 450円 � 190円 � 630円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 4，940円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 21，810円 3 連 単 ��� 135，300円

票 数

単勝票数 計 692579 的中 � 27085（6番人気）
複勝票数 計 945843 的中 � 49318（7番人気）� 160185（2番人気）� 33839（9番人気）
枠連票数 計 454922 的中 （7－8） 52260（1番人気）
馬連票数 計2248070 的中 �� 53796（10番人気）
馬単票数 計 794752 的中 �� 7818（28番人気）
ワイド票数 計 934604 的中 �� 21057（11番人気）�� 4760（53番人気）�� 12286（19番人気）
3連複票数 計2498119 的中 ��� 8590（73番人気）
3連単票数 計3603713 的中 ��� 1931（419番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．1―12．3―12．6―12．5―12．2―12．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．7―49．0―1：01．6―1：14．1―1：26．3―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモネイヴィー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．11．10 東京1着

2011．4．11生 牡4鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 23戦4勝 賞金 52，820，000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。
（非当選馬） 1頭 ラブミークン号
（非抽選馬） 3頭 トウケイウイン号・パフュームボム号・マイネルマルシェ号

４レース目



（27阪神4）第9日 10月4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 171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

221，220，000円
2，080，000円
6，960，000円
1，260，000円
19，990，000円
66，037，250円
5，202，600円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
430，686，100円
640，229，800円
298，498，800円
1，260，267，400円
600，250，900円
601，948，400円
1，664，870，900円
2，475，564，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，972，317，000円

総入場人員 20，460名 （有料入場人員 19，219名）



平成27年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，510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

2，071，420，000円
13，540，000円
83，430，000円
16，050，000円
184，080，000円
555，054，000円
42，910，200円
14，496，000円

勝馬投票券売得金
4，514，435，300円
6，791，714，700円
2，676，165，600円
11，896，433，600円
5，942，264，700円
5，794，681，400円
15，967，141，500円
25，623，306，800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 79，206，143，600円

総入場延人員 163，956名 （有料入場延人員 153，718名）
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