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26001 9月7日 曇 稍重 （25阪神4）第1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）
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

610 カレンマタドール 牡2鹿 54 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B506＋181：25．4 3．6�
815 ス ザ ク 牡2鹿 54 武 豊一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 484－ 4 〃 クビ 2．6�
22 ゼンノロンゴ 牡2鹿 54 福永 祐一大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 488－121：25．61� 11．8�
59 ドリームカイザー 牡2栗 54 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 480－ 21：25．7クビ 3．8�
47 アスタークレバー 牡2栗 54 国分 恭介加藤 久枝氏 武田 博 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474＋141：26．97 29．8�
58 アカリロンドン 牡2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 442－ 81：27．32� 165．0	
23 パープルパルピナ 牡2鹿 54 小坂 忠士中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 474－ 21：27．51 258．7

35 パフュームボム 牝2鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454－ 41：27．71� 76．9�
611 テイエムロカビリー 牡2芦 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 472＋ 21：27．8クビ 385．2�
34 シゲルヒタチ 牡2栗 54

52 △中井 裕二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 462＋ 8 〃 ハナ 33．3
713 タ マ モ リ ド 牝2黒鹿54 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 21：27．9� 280．8�
11 ヌーヴェルミシオン 牡2鹿 54 鮫島 良太水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 436－121：28．32� 45．5�
814 テイケイマテリアル 牡2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志兼松 忠男氏 藤岡 範士 浦河 大西ファーム 424－ 21：28．51� 29．3�
46 カネトシメティス 牝2栗 54 松山 弘平兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 小泉牧場 460－101：29．67 12．2�
712 シゲルブシュウ 牡2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 480＋ 41：30．45 365．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，382，400円 複勝： 36，389，800円 枠連： 9，532，300円
馬連： 42，382，200円 馬単： 29，076，500円 ワイド： 21，940，200円
3連複： 60，319，600円 3連単： 98，441，500円 計： 318，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 130円 � 230円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 280円 �� 780円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 203824 的中 � 45869（2番人気）
複勝票数 計 363898 的中 � 63169（3番人気）� 90181（2番人気）� 32371（4番人気）
枠連票数 計 95323 的中 （6－8） 14494（2番人気）
馬連票数 計 423822 的中 �� 60585（2番人気）
馬単票数 計 290765 的中 �� 20353（3番人気）
ワイド票数 計 219402 的中 �� 22327（2番人気）�� 6349（8番人気）�� 10238（5番人気）
3連複票数 計 603196 的中 ��� 22937（4番人気）
3連単票数 計 984415 的中 ��� 9726（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．3―47．9―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンマタドール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Indygo Shiner デビュー 2013．6．2 東京5着

2011．1．30生 牡2鹿 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 テイエムロカビリー号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

26002 9月7日 曇 良 （25阪神4）第1日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時25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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：33．1

良
良

22 プ ロ ク リ ス 牝2栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 470－ 21：34．5 2．5�
711 ワンアンドオンリー 牡2黒鹿54 国分 優作�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：34．71� 260．1�
11 � エイシンエルヴィン 牡2鹿 54 浜中 俊�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 486－ 41：35．23 5．7�
33 ダンスールクレール 牡2鹿 54 武 豊有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478－101：35．52 9．0�
56 カバーストーリー 牡2栗 54 岩田 康誠前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 470＋ 61：35．6クビ 7．1	
44 セ フ ィ ー ロ 牡2鹿 54 小牧 太 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 462＋ 41：35．81� 8．4

813 ス ピ ナ ッ チ 牝2黒鹿54 池添 謙一橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 450＋16 〃 アタマ 62．5�
68 タイセイクルーズ 牡2栗 54 福永 祐一田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：36．01� 8．4�
812 テイエムモンスター 牡2鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494＋ 21：36．1	 55．5
45 ヤマノボンバー 牡2芦 54 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 444＋121：36．2クビ 237．7�
710 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 446＋101：36．3
 67．4�
69 アスカノロマン 牡2栗 54 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋121：37．04 46．5�
57 カ ッ サ イ 牡2鹿 54 藤田 伸二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 484± 01：37．53 8．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，761，600円 複勝： 48，685，500円 枠連： 9，576，900円
馬連： 40，186，900円 馬単： 26，539，200円 ワイド： 22，667，200円
3連複： 59，364，400円 3連単： 98，151，700円 計： 328，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 4，090円 � 170円 枠 連（2－7） 6，030円

馬 連 �� 36，000円 馬 単 �� 47，540円

ワ イ ド �� 9，410円 �� 290円 �� 12，570円

3 連 複 ��� 41，140円 3 連 単 ��� 344，940円

票 数

単勝票数 計 237616 的中 � 76213（1番人気）
複勝票数 計 486855 的中 � 138082（1番人気）� 1847（13番人気）� 78837（2番人気）
枠連票数 計 95769 的中 （2－7） 1173（22番人気）
馬連票数 計 401869 的中 �� 824（51番人気）
馬単票数 計 265392 的中 �� 412（88番人気）
ワイド票数 計 226672 的中 �� 533（52番人気）�� 23639（1番人気）�� 398（57番人気）
3連複票数 計 593644 的中 ��� 1065（89番人気）
3連単票数 計 981517 的中 ��� 210（584番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．2―12．4―11．6―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．3―47．5―59．9―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ク リ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．4 小倉2着

2011．1．27生 牝2栗 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 2戦1勝 賞金 7，800，000円

第４回 阪神競馬 第１日



26003 9月7日 曇 稍重 （25阪神4）第1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
1：09．7
1：08．7

重
重

23 サンライズマーチ 牡3鹿 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 474＋121：12．1 1．3�
47 レーヴイマージン 牝3栗 54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 聖心台牧場 442－ 81：12．95 7．2�
714 エリモフローラ 牝3黒鹿54 北村 友一山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 478－ 21：13．11� 9．7�
24 ピサノカルメン 牝3鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 74．4�
611 シャインエタニティ 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462＋141：13．41� 18．2�
36 ウインドエーデル 牡3鹿 56 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：13．61� 23．2	
816 アルマーズビコー 牝3黒鹿54 武 豊大迫久美子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458－101：13．7クビ 37．3

59 ピンクストーン 牝3鹿 54 小牧 太吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 460＋101：13．91� 29．0�
713 アイアムイシュタル 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462－201：14．0� 51．7�
11 スズカダイヤ 牝3芦 54 高倉 稜永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 414－ 61：14．32 518．0
612 メイショウフウタ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 468＋ 41：14．4� 247．2�
815 エーシンコウリュウ 牡3栗 56

54 △中井 裕二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 484＋241：14．61� 46．6�
48 ウインスマイル 牝3鹿 54 鮫島 良太�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 444－161：14．81� 544．8�
35 ベルガモット 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 440－141：15．43� 231．2�
12 キ チ 牡3栗 56 幸 英明飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム 470＋101：15．61 45．9�
510 ジ パ ン グ 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504－ 41：15．81 343．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，369，500円 複勝： 83，406，300円 枠連： 10，508，300円
馬連： 39，525，200円 馬単： 33，603，800円 ワイド： 22，254，900円
3連複： 52，814，800円 3連単： 112，075，600円 計： 379，558，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 140円 � 160円 枠 連（2－4） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 450円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 253695 的中 � 154717（1番人気）
複勝票数 計 834063 的中 � 600634（1番人気）� 65750（2番人気）� 52671（3番人気）
枠連票数 計 105083 的中 （2－4） 22730（1番人気）
馬連票数 計 395252 的中 �� 84020（1番人気）
馬単票数 計 336038 的中 �� 51770（1番人気）
ワイド票数 計 222549 的中 �� 31914（1番人気）�� 29440（2番人気）�� 9916（6番人気）
3連複票数 計 528148 的中 ��� 51865（1番人気）
3連単票数 計1120756 的中 ��� 47381（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―47．0―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 ・（7，9）（6，14）2（4，13，15）（3，11）16（5，8）－10，1－12 4 ・（7，9）6，14（2，4，13，15）（3，11）－16（5，8）－10（1，12）

勝馬の
紹 介

サンライズマーチ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．2．16 京都7着

2010．4．23生 牡3鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 6戦1勝 賞金 8，290，000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 ラッキーレディ号

26004 9月7日 曇 稍重 （25阪神4）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25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

44 � エーシンザヘッド 牡3栗 56 小牧 太�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place
& Partners B462± 01：54．9 1．5�

813 ゴッドスピードユー 牝3鹿 54 幸 英明中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 412± 01：55．64 80．1�
68 リ ノ ワ ー ル 牝3青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 456－ 51：56．45 26．1�

33 オンワードナルシス 牡3黒鹿 56
53 ▲森 一馬樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 478－ 21：56．5� 21．4�

57 オープンディール 牡3栗 56
54 △中井 裕二一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 504－ 21：56．7� 23．9�

711 アリストクラット 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：56．8� 200．2	
56 キクノドラゴン 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼菊池 五郎氏 野中 賢二 日高 メイプルファーム 436± 01：56．9クビ 5．4

11 メイショウキズナ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450± 01：57．0	 58．9�

45 ラナキラリオ 牡3黒鹿56 和田 竜二横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 452－101：57．53 16．8�
710 パワフルスズカ 牡3栗 56 熊沢 重文永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 470± 01：58．03 27．1
69 カヤドーモトクン 牡3黒鹿56 北村 友一黒澤 尚氏 森 秀行 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 61：59．59 173．9�
812 サマーレイラ 牝3栗 54 田中 健セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 478＋142：00．03 102．8�
22 エターナルトルース 牝3黒鹿54 四位 洋文五影 慶則氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 410－142：00．1� 9．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，301，300円 複勝： 69，719，300円 枠連： 9，851，700円
馬連： 35，306，000円 馬単： 29，679，600円 ワイド： 18，120，300円
3連複： 49，588，500円 3連単： 109，257，700円 計： 340，824，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，410円 � 570円 枠 連（4－8） 1，960円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 610円 �� 11，700円

3 連 複 ��� 22，620円 3 連 単 ��� 97，390円

票 数

単勝票数 計 193013 的中 � 106687（1番人気）
複勝票数 計 697193 的中 � 512364（1番人気）� 4027（10番人気）� 10776（8番人気）
枠連票数 計 98517 的中 （4－8） 3722（7番人気）
馬連票数 計 353060 的中 �� 5666（12番人気）
馬単票数 計 296796 的中 �� 4036（16番人気）
ワイド票数 計 181203 的中 �� 2934（15番人気）�� 7820（7番人気）�� 360（52番人気）
3連複票数 計 495885 的中 ��� 1618（52番人気）
3連単票数 計1092577 的中 ��� 828（209番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．9―13．6―13．1―13．0―12．8―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―37．5―51．1―1：04．2―1：17．2―1：30．0―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンザヘッド �
�
父 Curlin �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2012．8．26 新潟3着

2010．4．17生 牡3栗 母 Sweet Belle 母母 Sanibel Sole 7戦1勝 賞金 8，560，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カヤドーモトクン号・サマーレイラ号・エターナルトルース号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成25年10月7日まで平地競走に出走できない。



26005 9月7日 曇 良 （25阪神4）第1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
1：33．1

良
良

11 ア ト ム 牡2鹿 54 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 450 ―1：37．5 3．1�
812 ミッキーアイル 牡2鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478 ―1：37．6� 3．5�
69 ラ イ ザ ン 牡2青鹿54 福永 祐一林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454 ―1：37．81� 15．7�
22 サウンドカール 牡2青鹿54 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 442 ―1：38．22� 64．1�
813 ゴーナミノリ 牡2黒鹿54 藤田 伸二�LS.M 森 秀行 日高 メイプルファーム 440 ―1：38．3� 5．0�
45 リヴィアード 牡2鹿 54 岩田 康誠 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 486 ―1：38．51� 8．2	
44 アイスブレイク 牝2青鹿54 武 豊安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 472 ―1：38．6� 7．2

68 メイショウシンシア 牡2鹿 54

51 ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 434 ―1：38．91	 85．8�
56 ヤマニンルポ 牡2鹿 54 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468 ―1：39．0	 28．0
710 トミケンセルバーレ 牡2青鹿54 松田 大作冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新ひだか 平野牧場 518 ― 〃 クビ 111．7�
57 エイシンソニック 牡2青鹿54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 506 ―1：39．1� 67．2�
711 ダイシンロイ 牡2黒鹿54 藤岡 康太大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：39．31� 48．4�
33 メフィストワルツ 牡2栗 54 幸 英明 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 458 ―1：39．51� 48．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，244，700円 複勝： 37，456，600円 枠連： 13，531，300円
馬連： 41，341，700円 馬単： 29，932，200円 ワイド： 20，292，900円
3連複： 55，021，300円 3連単： 95，971，600円 計： 317，792，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 300円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 620円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 242447 的中 � 62138（1番人気）
複勝票数 計 374566 的中 � 91538（1番人気）� 76124（2番人気）� 23324（6番人気）
枠連票数 計 135313 的中 （1－8） 24719（2番人気）
馬連票数 計 413417 的中 �� 51095（1番人気）
馬単票数 計 299322 的中 �� 20038（1番人気）
ワイド票数 計 202929 的中 �� 21176（1番人気）�� 7622（9番人気）�� 7059（10番人気）
3連複票数 計 550213 的中 ��� 22169（4番人気）
3連単票数 計 959716 的中 ��� 10243（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．3―13．3―13．4―12．4―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―36．2―49．5―1：02．9―1：15．3―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F34．6
3 ・（4，7，12）（2，5）（1，9，13）－8，6，10，3－11 4 ・（4，7，12）（2，5，13）（1，9）（8，6）（3，10）－11

勝馬の
紹 介

ア ト ム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rahy 初出走

2011．5．9生 牡2鹿 母 シャイニングエナジー 母母 Miss Universal 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ライザン号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

26006 9月7日 曇 稍重 （25阪神4）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時45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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 ステイウェル 牡3黒鹿56 水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 484－ 21：24．3 33．6�

612 エーシンプレジャー 牡3鹿 56 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 524＋ 21：25．15 1．8�
35 セイウンラードゥガ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 438± 01：25．2� 5．7�
24 ハーフウェイ 牡3芦 56 熊沢 重文中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 420± 01：26．37 4．4�
48 カ テ リ ー ナ 牝3栗 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 浦河 大島牧場 448＋ 8 〃 ハナ 29．3�
12 ジョウノグロリア 牝3鹿 54 川須 栄彦小川 義勝氏 小崎 憲 日高 三城牧場 462＋ 21：26．5� 36．1	
816 ブルーグランツ 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 494－ 41：26．71� 19．6

713 サンジョベーゼ 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 468＋ 21：26．91� 29．9�
11 ハギノアムール 牝3黒鹿54 酒井 学安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 462＋ 81：27．11 265．0�
59 タイセイホーネット 牡3鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476－ 61：27．42 13．5
36 スズカアルプス 牡3栗 56

54 △中井 裕二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 444－ 41：27．5� 178．6�
815 リモンチェッロ 牝3青鹿54 高倉 稜 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 61：27．6� 150．6�
714 リュクスエンブレム 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二田畑 憲士氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422± 01：27．7� 243．2�

611 スズカノジェリコ 牝3鹿 54
51 ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 402－101：27．8� 308．1�

47 エイユーシャトル 牝3栗 54 北村 友一笹部 義則氏 飯田 雄三 様似 清水スタッド 432－ 81：28．54 243．9�
510 キンググレイテッド 牡3鹿 56 国分 恭介伊藤 正男氏 西橋 豊治 日高 佐々木牧場 478＋121：31．1大差 143．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，467，900円 複勝： 42，171，700円 枠連： 10，626，300円
馬連： 44，597，800円 馬単： 34，034，900円 ワイド： 23，248，700円
3連複： 61，169，500円 3連単： 120，017，200円 計： 355，334，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 690円 � 110円 � 160円 枠 連（2－6） 400円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，550円 �� 240円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 56，030円

票 数

単勝票数 計 194679 的中 � 4577（8番人気）
複勝票数 計 421717 的中 � 6866（9番人気）� 222097（1番人気）� 52036（2番人気）
枠連票数 計 106263 的中 （2－6） 19906（1番人気）
馬連票数 計 445978 的中 �� 10542（9番人気）
馬単票数 計 340349 的中 �� 2275（24番人気）
ワイド票数 計 232487 的中 �� 4978（11番人気）�� 1948（24番人気）�� 29547（2番人気）
3連複票数 計 611695 的中 ��� 9556（15番人気）
3連単票数 計1200172 的中 ��� 1581（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．9―47．1―59．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステイウェル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．11．25 京都12着

2010．4．2生 牡3黒鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー 4戦1勝 賞金 4，000，000円
〔発走状況〕 エイユーシャトル号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 エイユーシャトル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイユーシャトル号・キンググレイテッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年10月7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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アザレンカ号・メイショウサーフ号・メイショウヤマナミ号・レガリテート号



26007 9月7日 曇 良 （25阪神4）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時15分 （芝・右）

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� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

712 リアルヴィーナス 牝2鹿 54 武 豊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 458 ―1：24．4 2．4�
69 バトルムーングロウ 牝2栗 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 490 ―1：24．61� 59．2�
814 ジツリキオーシャン 牝2栗 54 鮫島 良太河合實貴男氏 佐藤 正雄 浦河 上山牧場 448 ― 〃 クビ 31．2�
58 アイリッシュハープ 牝2栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：24．7� 4．2�
610 ニホンピロディール 牝2栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 464 ―1：24．8クビ 16．9�
711 カウニスクッカ 牝2鹿 54 福永 祐一大谷 正嗣氏 藤原 英昭 日高 オリオンファーム 462 ― 〃 クビ 5．8	
22 マイネカグヤヒメ 牝2鹿 54

52 △中井 裕二 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 372 ―1：24．9� 33．1�

46 メイショウアズミノ 牝2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 460 ― 〃 クビ 51．5�
813 エアシュノンソー 牝2鹿 54 松田 大作 
ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 398 ―1：25．0クビ 16．1
57 ジェニファー 牝2鹿 54 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ― 〃 ハナ 121．7�
33 ララミニョンヌ 牝2鹿 54 和田 竜二フジイ興産
 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 490 ― 〃 クビ 18．1�
11 レ ム ミ ラ ス 牝2鹿 54 北村 友一
ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 440 ―1：25．1クビ 30．8�
34 ドリームノート 牝2鹿 54 浜中 俊飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：25．84 28．5�
45 ゴルトエルゼ 牝2黒鹿54 池添 謙一�下河辺牧場 高野 友和 日高 下河辺牧場 436 ―1：25．9� 12．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，617，400円 複勝： 33，825，300円 枠連： 15，716，200円
馬連： 46，166，000円 馬単： 30，975，000円 ワイド： 25，971，100円
3連複： 62，304，100円 3連単： 97，417，900円 計： 336，993，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 160円 � 1，620円 � 710円 枠 連（6－7） 1，150円

馬 連 �� 9，210円 馬 単 �� 12，630円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 1，440円 �� 11，450円

3 連 複 ��� 64，220円 3 連 単 ��� 318，120円

票 数

単勝票数 計 246174 的中 � 81751（1番人気）
複勝票数 計 338253 的中 � 83220（1番人気）� 4202（13番人気）� 10256（9番人気）
枠連票数 計 157162 的中 （6－7） 10140（6番人気）
馬連票数 計 461660 的中 �� 3701（32番人気）
馬単票数 計 309750 的中 �� 1811（43番人気）
ワイド票数 計 259711 的中 �� 1858（40番人気）�� 4560（15番人気）�� 547（77番人気）
3連複票数 計 623041 的中 ��� 716（165番人気）
3連単票数 計 974179 的中 ��� 226（782番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．4―13．1―12．7―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．8―48．9―1：01．6―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルヴィーナス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2011．3．19生 牝2鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26008 9月7日 曇 良 （25阪神4）第1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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 タガノレイヨネ 牡4栗 57 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494－102：01．2 4．1�

79 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 452± 02：01．3� 3．6�
55 ステイザコース �3栗 54 池添 謙一有限会社シルク西浦 勝一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 6 〃 アタマ 18．6�
66 ローゼンガルテン 牡3青 54 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B440± 0 〃 ハナ 4．8�
22 � スミデロキャニオン 牡4鹿 57 幸 英明吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 アタマ 18．9�
11 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿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 476＋ 2 〃 アタマ 21．5	
33 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 52 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 430－ 42：01．4クビ 10．7

67 サクセスフェイト 牡4黒鹿57 福永 祐一髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 450± 02：01．82� 7．4�
810 フレージャパン 牡4栗 57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 478＋ 2 〃 ハナ 35．5�
811 ウォーターグローレ 牡3鹿 54

52 △中井 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 462＋ 42：02．12 263．4
78 キングデザイヤー 牡3黒鹿54 松田 大作山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 486± 02：03．27 8．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，041，600円 複勝： 55，721，100円 枠連： 15，923，600円
馬連： 64，062，100円 馬単： 37，362，200円 ワイド： 31，026，900円
3連複： 81，607，200円 3連単： 147，902，200円 計： 463，646，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 140円 � 530円 枠 連（4－7） 570円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 360円 �� 940円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 27，250円

票 数

単勝票数 計 300416 的中 � 58497（2番人気）
複勝票数 計 557211 的中 � 91296（2番人気）� 135169（1番人気）� 19124（9番人気）
枠連票数 計 159236 的中 （4－7） 20924（2番人気）
馬連票数 計 640621 的中 �� 52366（1番人気）
馬単票数 計 373622 的中 �� 15467（2番人気）
ワイド票数 計 310269 的中 �� 24136（1番人気）�� 7819（15番人気）�� 6027（19番人気）
3連複票数 計 816072 的中 ��� 11090（21番人気）
3連単票数 計1479022 的中 ��� 4006（103番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．6―12．8―12．5―12．3―12．0―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．2―49．0―1：01．5―1：13．8―1：25．8―1：37．7―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノレイヨネ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．8．14 札幌4着

2009．5．8生 牡4栗 母 タガノシャルフ 母母 ポリッシュプリンセス 16戦3勝 賞金 47，593，000円



26009 9月7日 雨 稍重 （25阪神4）第1日 第9競走 ��
��1，400�

な ん こ う

南 港 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55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

47 タガノルミナーレ 牝4黒鹿55 北村 友一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470－101：21．4 25．8�

35 ジェネロシティー 牝3鹿 53 秋山真一郎�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 478－ 81：21．61� 6．2�
24 タイザンホクト 牡3鹿 55 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 500± 01：21．81� 3．4�
714 マイネノンノ 牝3栗 53 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 434＋ 8 〃 クビ 36．5�
816 タニオブローズ 牝3鹿 53 川田 将雅谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 446± 01：21．9	 13．1	
12 セトノフラッパー 牝3栗 53 池添 謙一難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 438－121：22．0クビ 3．8

48 バ コ パ 牡4栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478＋ 6 〃 同着 14．2�
11 
 アカネチャン 牝4鹿 55 荻野 要泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 454＋ 4 〃 クビ 87．8�
36 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 古川 吉洋上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 446－ 21：22．1� 16．8
713 オリーブジュエル 牝4青鹿55 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 462＋121：22．2� 70．5�
59 ヴェアデイロス 牡4鹿 57 松山 弘平�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 438＋ 21：22．4	 10．4�
611
 アドマイヤアロング 牝5黒鹿55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 57．6�
612 ピースフルアース 牡5鹿 57 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 468＋ 21：22．5� 60．3�
818 エクスクライム 牡4栗 57 藤田 伸二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 446＋ 61：22．6	 36．9�
23 
 スリーロビンソン 牡5青 57 中井 裕二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 442－141：22．7	 230．6�
510 テイケイフロックス 牝4黒鹿55 武 豊兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 508＋ 8 〃 クビ 25．2�
715 ホッコージョイフル 牡3鹿 55 熊沢 重文矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：23．12� 241．2�
817 エーシンフルマーク �4栗 57 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 492－ 81：23．63 27．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，049，800円 複勝： 54，471，000円 枠連： 26，650，800円
馬連： 98，673，800円 馬単： 54，309，000円 ワイド： 43，028，800円
3連複： 125，412，800円 3連単： 215，587，900円 計： 648，183，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 610円 � 210円 � 170円 枠 連（3－4） 1，690円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 14，970円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 1，470円 �� 500円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 104，470円

票 数

単勝票数 計 300498 的中 � 9209（9番人気）
複勝票数 計 544710 的中 � 17829（9番人気）� 71434（3番人気）� 108447（1番人気）
枠連票数 計 266508 的中 （3－4） 11652（9番人気）
馬連票数 計 986738 的中 �� 8562（29番人気）
馬単票数 計 543090 的中 �� 2678（45番人気）
ワイド票数 計 430288 的中 �� 3916（29番人気）�� 7015（14番人気）�� 23052（2番人気）
3連複票数 計1254128 的中 ��� 9648（28番人気）
3連単票数 計2155879 的中 ��� 1523（294番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．8―11．2―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．7―44．9―56．7―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノルミナーレ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．10．9 京都1着

2009．4．2生 牝4黒鹿 母 キャンディカラー 母母 ファビュラスクライム 18戦2勝 賞金 24，233，000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） 1頭 ホットサマーデイ号
（非抽選馬） 1頭 キボウダクリチャン号

26010 9月7日 曇 稍重 （25阪神4）第1日 第10競走 ��
��2，000�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．8以降25．9．1まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

鳥取市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

57 ドコフクカゼ 牡3黒鹿53 岩田 康誠國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 498＋ 22：04．1 3．3�
45 � バンブーリバプール 牡5青鹿55 鮫島 良太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 484± 02：05．05 12．1�
22 タイセイバスター 牡3鹿 52 武 豊田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 500－ 6 〃 アタマ 4．8�
34 アドマイヤイバマ 牡3芦 52 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－122：05．1� 12．6�
813 スズカウラノス 牡4鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 452－ 42：05．3� 5．8�
711 ブライトジェム 牡5栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 492－ 82：05．4	 53．9	
46 ハイランドジャガー 牡4芦 57 熊沢 重文小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 520± 0 〃 アタマ 12．1

712 トップオブカハラ 牡6芦 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 486－ 2 〃 クビ 40．4�
610 カリスマサンタイム 牡3黒鹿52 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 494± 02：05．5クビ 60．1�
69 マーリンシチー 牡7鹿 53 北村 友一 友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 466＋ 62：05．71
 147．6�
33 ニホンピロバロン 牡3栗 52 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 470－ 8 〃 ハナ 6．6�
58 ランミネルバ 牝3鹿 50 酒井 学�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 440± 02：05．8	 103．2�
11 サンマルボス 牡6鹿 53 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 496＋ 22：05．9	 210．6�
814� スクウェルチャー 牡5鹿 54 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B506－ 22：07．28 10．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，952，100円 複勝： 59，105，700円 枠連： 28，242，100円
馬連： 110，845，300円 馬単： 62，443，600円 ワイド： 45，565，000円
3連複： 144，440，100円 3連単： 258，283，500円 計： 743，877，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 300円 � 200円 枠 連（4－5） 1，040円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 690円 �� 430円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 17，550円

票 数

単勝票数 計 349521 的中 � 85516（1番人気）
複勝票数 計 591057 的中 � 119661（1番人気）� 43454（5番人気）� 79241（4番人気）
枠連票数 計 282421 的中 （4－5） 20163（7番人気）
馬連票数 計1108453 的中 �� 42393（7番人気）
馬単票数 計 624436 的中 �� 15542（9番人気）
ワイド票数 計 455650 的中 �� 16128（7番人気）�� 28225（2番人気）�� 11357（13番人気）
3連複票数 計1444401 的中 ��� 37960（5番人気）
3連単票数 計2582835 的中 ��� 10866（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．8―49．8―1：02．8―1：15．2―1：27．6―1：39．8―1：51．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドコフクカゼ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．8．11 札幌2着

2010．4．19生 牡3黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン 9戦3勝 賞金 37，252，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26011 9月7日 曇 稍重 （25阪神4）第1日 第11競走
トウカイテイオー追悼競走

��
��1，800�

にしのみや

西宮ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
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54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

77 ヒストリカル 牡4黒鹿57 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：46．8 1．8�
44 インパラトール 牡3鹿 54 和田 竜二榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 前川ファーム 506＋ 4 〃 クビ 9．6�
22 バッドボーイ 牡3鹿 54 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 496－ 41：46．9クビ 5．9�
66 エスカナール 牝5黒鹿55 四位 洋文下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 490＋ 81：47．11 8．5�
33 ヴィクトリースター 牡5鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 466＋ 6 〃 クビ 11．8�
810 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 506＋ 81：47．41� 30．7	
78 トーホウストロング 牡5黒鹿57 岩田 康誠東豊物産
 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 484－ 81：47．61	 32．0�
55 ロードエアフォース 牡5鹿 57 池添 謙一 
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＋ 61：47．81	 7．8�
89 マーブルデイビー 牡7栗 57 高倉 稜下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 492± 0 〃 クビ 84．1
11 トモロポケット 牡7栗 57 熊沢 重文戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム 470± 01：47．9
 78．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，965，500円 複勝： 101，042，400円 枠連： 30，119，400円
馬連： 179，381，800円 馬単： 114，916，300円 ワイド： 68，918，800円
3連複： 231，474，700円 3連単： 574，030，900円 計： 1，364，849，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 150円 枠 連（4－7） 660円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 320円 �� 260円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 649655 的中 � 293481（1番人気）
複勝票数 計1010424 的中 � 370014（1番人気）� 95927（5番人気）� 156128（2番人気）
枠連票数 計 301194 的中 （4－7） 34034（2番人気）
馬連票数 計1793818 的中 �� 182004（2番人気）
馬単票数 計1149163 的中 �� 89427（2番人気）
ワイド票数 計 689188 的中 �� 53458（4番人気）�� 72899（1番人気）�� 29395（7番人気）
3連複票数 計2314747 的中 ��� 146922（2番人気）
3連単票数 計5740309 的中 ��� 134474（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．5―12．3―12．1―11．1―11．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．4―47．9―1：00．2―1：12．3―1：23．4―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒストリカル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．11．13 京都1着

2009．3．27生 牡4黒鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ 12戦3勝 賞金 88，307，000円

26012 9月7日 雨 稍重 （25阪神4）第1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）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

35 ミラクルルーマー 牡3芦 55 幸 英明阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 532－ 21：11．5 12．6�
48 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 470＋ 4 〃 アタマ 64．9�
23 � ア グ ン 	4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC 532＋ 4 〃 アタマ 2．1�
816 グランプリブルー 牡4栗 57 浜中 俊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B466－ 8 〃 ハナ 12．2�
815 キングソング 牡3鹿 55 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 438＋ 61：11．6
 18．5�
612 タッチシタイ 牡3栗 55

52 ▲藤懸 貴志小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 480＋ 2 〃 ハナ 14．6	
59 � エーシンサミット 牡3黒鹿55 国分 恭介�栄進堂 西園 正都 米 Centaur

Farms, Inc. 536－ 21：11．7クビ 13．6

611� クルージンミジー 牝4芦 55

53 △中井 裕二吉田 和美氏 吉田 直弘 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

512－ 21：11．8� 161．0�
12 チェリーミルズ 牝3鹿 53 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 61：12．01� 94．9�
11  イエスイットイズ 牡4鹿 57 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520－ 41：12．32 6．4
510� ヴィクタシア 牝4黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 502－121：12．61� 77．5�
714 シンボリエクレール 牡4黒鹿57 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 540－ 4 〃 ハナ 63．6�
24 ゼンノビッグワン 牡3鹿 55 鮫島 良太大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 B538－ 41：12．81� 95．2�
36 クリノアマダブラム 牝3栗 53

52 ☆菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 438＋ 61：13．01 244．3�
47 アスコットシチー 牡4栗 57 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 466＋ 81：13．42
 13．2�
713 グレイングロース 牡3鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 508＋101：13．82
 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，960，700円 複勝： 78，835，200円 枠連： 31，565，600円
馬連： 167，106，600円 馬単： 72，094，700円 ワイド： 58，353，000円
3連複： 177，325，500円 3連単： 327，253，100円 計： 959，494，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 260円 � 720円 � 140円 枠 連（3－4） 5，320円

馬 連 �� 42，000円 馬 単 �� 71，420円

ワ イ ド �� 6，890円 �� 480円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 23，360円 3 連 単 ��� 294，530円

票 数

単勝票数 計 469607 的中 � 29520（5番人気）
複勝票数 計 788352 的中 � 72468（3番人気）� 20056（10番人気）� 224805（1番人気）
枠連票数 計 315656 的中 （3－4） 4382（24番人気）
馬連票数 計1671066 的中 �� 3135（64番人気）
馬単票数 計 720947 的中 �� 745（113番人気）
ワイド票数 計 583530 的中 �� 1963（56番人気）�� 33006（2番人気）�� 5368（33番人気）
3連複票数 計1773255 的中 ��� 5604（78番人気）
3連単票数 計3272531 的中 ��� 820（710番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．1―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．2
3 3（4，5，10）（2，7，13）（8，9）（1，12）6（11，14）－16，15 4 ・（3，4，5）（2，10，13）8（1，7，9，12）（11，14）（15，6，16）

勝馬の
紹 介

ミラクルルーマー �
�
父 ヒシミラクル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．9．2 小倉11着

2010．4．12生 牡3芦 母 ヒシルーマー 母母 ヒシピナクル 16戦2勝 賞金 23，300，000円
※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 テイエムヒーロー号・ラヴァンドゥー号
（非抽選馬） 1頭 マッキンリー号



（25阪神4）第1日 9月7日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

175，610，000円
9，910，000円
1，340，000円
15，120，000円
54，167，500円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
364，114，500円
700，829，900円
211，844，500円
909，575，400円
554，967，000円
401，387，800円
1，160，842，500円
2，254，390，800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 6，557，952，400円

総入場人員 12，562名 （有料入場人員 11，639名）
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