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26013 9月8日 雨 不良 （25阪神4）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・右）

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
1：11．0
1：10．2

良
不良

35 フェブノヘア 牝2栗 54 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 440－ 41：11．8 7．7�
34 トラストフェアリー 牝2栗 54

52 △中井 裕二菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 424＋121：11．9� 14．8�
23 グラナディラ 牝2鹿 54 幸 英明水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 508± 01：12．0� 2．9�
713 ラ シ ェ ネ ガ 牝2鹿 54 北村 友一畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 440＋ 81：12．1クビ 7．7�
11 ジョーヌダンブル 牝2栗 54 岩田 康誠藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 458＋ 21：12．73� 2．9�
22 カシノエーデル 牝2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 428－ 41：13．33� 161．4�
47 ローゼルキュート 牝2鹿 54 藤岡 康太村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 452－ 61：13．5� 31．2	
712 アスカタキオン 牝2栗 54

51 ▲原田 敬伍梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 松元 登 432－ 41：13．71 380．6

611 ヘリオドール 牝2青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 61：14．02 21．5�
815 ダンシングバトー 牝2芦 54 武 豊山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 466＋ 81：14．1� 22．2
58 アイディンラヴ 牝2鹿 54 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 446－101：14．31� 13．6�
59 カネツスペシャル 牝2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ
ネツ牧場 452－ 41：14．51� 43．4�

610 メアリーアート 牝2鹿 54 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 420－ 41：14．71 215．7�
814 オーミハンコック 牝2黒鹿54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 松木 加代 426＋ 41：15．44 411．2�
46 テイエムセミヨン 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 テイエム牧場日高支場 452＋ 21：16．25 329．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，715，300円 複勝： 39，890，100円 枠連： 9，516，900円
馬連： 45，451，400円 馬単： 30，090，600円 ワイド： 23，986，400円
3連複： 68，303，500円 3連単： 110，576，400円 計： 348，530，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 390円 � 130円 枠 連（3－3） 6，450円

馬 連 �� 6，660円 馬 単 �� 11，770円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 470円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 47，260円

票 数

単勝票数 計 207153 的中 � 21384（3番人気）
複勝票数 計 398901 的中 � 42024（3番人気）� 19799（7番人気）� 115286（1番人気）
枠連票数 計 95169 的中 （3－3） 1089（21番人気）
馬連票数 計 454514 的中 �� 5040（23番人気）
馬単票数 計 300906 的中 �� 1887（36番人気）
ワイド票数 計 239864 的中 �� 3735（18番人気）�� 13536（3番人気）�� 7732（8番人気）
3連複票数 計 683035 的中 ��� 9944（16番人気）
3連単票数 計1105764 的中 ��� 1727（146番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェブノヘア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．29 中京4着

2011．3．20生 牝2栗 母 ミヤジマッドレー 母母 ゴールデンコマーズ 6戦1勝 賞金 13，226，000円
〔騎手変更〕 オーミハンコック号の騎手川島信二は，負傷のため国分優作に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムセミヨン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月8日まで平地競

走に出走できない。

26014 9月8日 雨 稍重 （25阪神4）第2日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

34 モンラッシェ 牡2栗 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460－ 41：23．8 3．1�
11 バーンアウル 牝2鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－10 〃 アタマ 59．2�
58 シゲルクシロ 牝2鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 472± 0 〃 ハナ 113．4�
47 ニシノチャステティ 牝2栗 54

52 △中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 460± 01：23．9クビ 10．2�
35 ナガラブレーブ 牡2黒鹿54 酒井 学長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 大島牧場 470－ 6 〃 ハナ 29．2�
610 シュンブレイン 牡2栗 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 472＋ 61：24．0� 11．3�
59 ディスクレーション 牝2栗 54 浜中 俊	ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 402－ 8 〃 ハナ 16．4

23 モンスターバローズ 牡2栗 54 福永 祐一猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 478＋ 4 〃 ハナ 4．2�
713 ピッツネイル 牝2芦 54 川田 将雅 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 502－ 41：24．1� 20．0�
815 ルールウイニング 牡2鹿 54 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 464－ 4 〃 ハナ 174．5
814 ロードメビウス 牡2鹿 54 松山 弘平 	ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：24．2クビ 28．2�
712 テイエムリヴィエラ 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 434－ 21：24．52 49．0�
46 ヴァッフシュテルケ 牡2青鹿54 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 440－ 21：24．82 6．6�
22 シゲルエチゼン 牡2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 458＋ 4 〃 ハナ 70．5�
611 グッドウェーブ 牡2栗 54 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 448＋101：24．9クビ 9．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，576，400円 複勝： 32，542，200円 枠連： 12，779，400円
馬連： 41，296，300円 馬単： 26，817，300円 ワイド： 22，185，000円
3連複： 60，730，700円 3連単： 91，988，100円 計： 306，915，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 1，200円 � 1，450円 枠 連（1－3） 8，730円

馬 連 �� 8，130円 馬 単 �� 10，330円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 3，420円 �� 13，510円

3 連 複 ��� 133，790円 3 連 単 ��� 230，130円

票 数

単勝票数 計 185764 的中 � 48592（1番人気）
複勝票数 計 325422 的中 � 76238（1番人気）� 5712（12番人気）� 4673（14番人気）
枠連票数 計 127794 的中 （1－3） 1081（24番人気）
馬連票数 計 412963 的中 �� 3752（29番人気）
馬単票数 計 268173 的中 �� 1917（40番人気）
ワイド票数 計 221850 的中 �� 1466（40番人気）�� 1610（36番人気）�� 400（81番人気）
3連複票数 計 607307 的中 ��� 335（227番人気）
3連単票数 計 919881 的中 ��� 295（641番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―11．6―12．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．5―46．1―58．2―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンラッシェ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 French Deputy デビュー 2013．7．28 小倉2着

2011．2．23生 牡2栗 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 3戦1勝 賞金 7，800，000円

第４回 阪神競馬 第２日



26015 9月8日 曇 不良 （25阪神4）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

66 ヴァルティカル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 21：52．0 3．0�

33 オースミフェアリー 牝3黒鹿 54
51 ▲藤懸 貴志�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 482－ 41：52．32 4．8�

44 ユニバーサルキング �3鹿 56 幸 英明有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476－ 41：52．72� 18．1�
78 ダノンホーネット 牡3鹿 56 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 ハナ 7．3�
11 マ ル テ ィ ナ 牝3鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田 宗将 440＋ 61：52．8クビ 31．2	
55 ラグリーバニヤン 牡3青鹿56 鮫島 良太津村 靖志氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 448± 01：53．11� 78．0

67 ラジアントカット 牡3栗 56 和田 竜二�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 462－10 〃 クビ 11．5�
79 アイファーウエスト 牡3黒鹿56 川須 栄彦中島 稔氏 加藤 敬二 新冠 安達 洋生 430± 01：53．3� 155．3�
810 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 472＋141：53．62 3．4
22 オウケンシスター 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二福井 明氏 音無 秀孝 日高 田端牧場 410＋ 81：53．81� 45．0�
811 ビットビエント 牝3鹿 54

52 △中井 裕二馬場 祥晃氏 今野 貞一 新冠 パカパカ
ファーム 440－141：55．6大差 14．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，659，600円 複勝： 28，774，700円 枠連： 10，266，500円
馬連： 39，281，400円 馬単： 27，342，700円 ワイド： 19，626，700円
3連複： 52，809，800円 3連単： 95，139，400円 計： 292，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 350円 枠 連（3－6） 730円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 800円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 196596 的中 � 51947（1番人気）
複勝票数 計 287747 的中 � 68762（1番人気）� 44224（3番人気）� 16026（7番人気）
枠連票数 計 102665 的中 （3－6） 10475（2番人気）
馬連票数 計 392814 的中 �� 32213（2番人気）
馬単票数 計 273427 的中 �� 11918（3番人気）
ワイド票数 計 196267 的中 �� 15464（2番人気）�� 5764（10番人気）�� 4930（14番人気）
3連複票数 計 528098 的中 ��� 9902（13番人気）
3連単票数 計 951394 的中 ��� 4534（42番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．2―12．5―12．7―12．4―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．6―49．1―1：01．8―1：14．2―1：26．5―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァルティカル �
�
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 2012．9．22 阪神3着

2010．1．4生 牡3鹿 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ 9戦1勝 賞金 10，560，000円

26016 9月8日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（25阪神4）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：15．7良・良

44 アラタマユニバース 牡4青鹿60 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 478＋123：21．2 3．1�
11 � タマモショパン 牡4鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 514＋ 83：21．51� 2．3�
77 メイショウタービン 牡4鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 458± 03：21．92� 12．5�
88 メルシーサイレンス 牡6栗 60 林 満明永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 478－163：22．96 17．9�
89 バードバーニング 牡3鹿 58 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 450＋ 23：23．0� 22．5�
33 アイアンラチェット 牡6黒鹿60 田村 太雅池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム 504＋143：23．31� 60．5	
55 モンテクリスエス 牡8鹿 60 北沢 伸也毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 564＋ 43：25．6大差 4．1

66 テーオーゼウス 牡5黒鹿60 黒岩 悠小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 468－ 63：27．7大差 28．8�
22 オンワードアマンド 牝4鹿 58 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 462＋143：49．9大差 37．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，375，300円 複勝： 19，432，000円 枠連： 8，580，100円
馬連： 27，343，000円 馬単： 25，049，500円 ワイド： 14，064，900円
3連複： 43，406，600円 3連単： 107，182，300円 計： 261，433，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（1－4） 300円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 150円 �� 340円 �� 310円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，370円

票 数

単勝票数 計 163753 的中 � 42104（2番人気）
複勝票数 計 194320 的中 � 41578（2番人気）� 67218（1番人気）� 19506（4番人気）
枠連票数 計 85801 的中 （1－4） 21598（1番人気）
馬連票数 計 273430 的中 �� 68433（1番人気）
馬単票数 計 250495 的中 �� 26477（2番人気）
ワイド票数 計 140649 的中 �� 30048（1番人気）�� 8689（5番人気）�� 9982（4番人気）
3連複票数 計 434066 的中 ��� 46400（2番人気）
3連単票数 計1071823 的中 ��� 33414（4番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→�」
�
�
1，4（3，7，8）9（6，5）＝2・（1，4）－7－（3，8）9＝5－6＝2

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

勝馬の
紹 介

アラタマユニバース 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．11．20 京都7着

2009．4．23生 牡4青鹿 母 アラタマサーチャー 母母 アセルティンズエンジェルス 障害：8戦1勝 賞金 13，700，000円



26017 9月8日 曇 稍重 （25阪神4）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15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

44 ツィンクルソード 牡2芦 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480 ―1：11．6 2．2�
55 トウシンムサシ 牡2栗 54 和田 竜二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 438 ―1：11．81� 3．7�
22 スズカグランデ 牡2栗 54

52 △中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 450 ―1：12．01� 12．2�
77 メイショウエフワン 牡2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 462 ― 〃 クビ 4．7�
33 カフジホーク 牡2栗 54 国分 恭介加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 422 ―1：12．1� 41．4	
66 ハニードント 牝2栗 54 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 464 ―1：12．42 77．8

11 ダイシンロッソ 牡2栗 54 浜中 俊大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：12．71� 5．3�
88 ケイウンヘブンズ 牝2青鹿 54

51 ▲森 一馬鋤元 節夫氏 松永 昌博 日高 新井 昭二 400 ―1：14．08 123．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 24，984，800円 複勝： 31，171，000円 枠連： 発売なし
馬連： 39，411，600円 馬単： 33，474，900円 ワイド： 15，620，800円
3連複： 41，946，300円 3連単： 126，701，500円 計： 313，310，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 460円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，330円

票 数

単勝票数 計 249848 的中 � 91575（1番人気）
複勝票数 計 311710 的中 � 118254（1番人気）� 55941（2番人気）� 23199（5番人気）
馬連票数 計 394116 的中 �� 70475（1番人気）
馬単票数 計 334749 的中 �� 36685（1番人気）
ワイド票数 計 156208 的中 �� 26592（1番人気）�� 11124（6番人気）�� 7186（8番人気）
3連複票数 計 419463 的中 ��� 31695（4番人気）
3連単票数 計1267015 的中 ��� 28163（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―36．1―48．1―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツィンクルソード 
�
父 デュランダル 

�
母父 Lyphard 初出走

2011．3．25生 牡2芦 母 ツィンクルブライド 母母 デビルズブライド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ツィンクルソード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平成25年9月14日から平成25年

9月15日まで騎乗停止。（被害馬：1番）

26018 9月8日 曇 稍重 （25阪神4）第2日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：32．0
1：30．7

良
良

612 クリアモーメント 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 21：35．4 3．6�

611 テイエムメデル 牝3黒鹿54 酒井 学竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 448＋ 4 〃 クビ 24．5�
48 エヴリシーズン 牡3鹿 56 北村 友一有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 432＋ 81：35．5� 7．3�
36 ダノングラッド 牡3鹿 56 福永 祐一�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 436－ 41：35．71� 14．9�
817	 エーシンザホット 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du

Quesnay 490＋ 81：35．8� 5．4	
816 トウケイゴールド 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 488＋ 61：35．9� 43．5

818 ネオヴァンキッシュ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 21：36．21
 64．6�
23 	 クラシカルバリュー 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 大久保龍志 米 Shadai Farm 440＋12 〃 クビ 10．1�
11 	 フ ギ ン 牝3黒鹿52 岩田 康誠一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 448＋ 41：36．3� 4．2
59 バトルヴイナイン 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B478－ 91：36．4
 247．6�
12 マコトビジャーチ 牝3栗 54 川田 将雅尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 434－ 41：36．5� 14．7�
510 ペプチドパール 牝3黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 452－ 81：36．6� 56．2�
24 トロワフィーユ 牝3鹿 54 池添 謙一広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 440－261：36．81� 129．0�
35 オーミクーザ 牡3青鹿 56

54 △中井 裕二岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 三石ビクトリーファーム 426＋ 21：36．9
 168．2�
713 アマルコルド 牝3栗 54 藤岡 康太市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466＋141：37．0クビ 277．6�
715 レ ジ ー ム �3鹿 56

55 ☆菱田 裕二前田 幸治氏 大根田裕之 浦河 畔高牧場 470＋ 61：37．32 192．6�
714 インペリウム 牡3鹿 56 川須 栄彦小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B476＋101：37．4� 94．0�
47 アトラスバローズ 牡3栗 56 武 豊猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490－ 41：38．35 18．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，920，700円 複勝： 42，583，400円 枠連： 17，433，000円
馬連： 57，342，300円 馬単： 33，756，800円 ワイド： 29，736，200円
3連複： 84，795，100円 3連単： 127，147，700円 計： 418，715，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 520円 � 220円 枠 連（6－6） 4，040円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 470円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 7，920円 3 連 単 ��� 45，070円

票 数

単勝票数 計 259207 的中 � 56909（1番人気）
複勝票数 計 425834 的中 � 83836（1番人気）� 16799（9番人気）� 51527（4番人気）
枠連票数 計 174330 的中 （6－6） 3186（17番人気）
馬連票数 計 573423 的中 �� 9737（20番人気）
馬単票数 計 337568 的中 �� 3379（32番人気）
ワイド票数 計 297362 的中 �� 5740（16番人気）�� 17028（2番人気）�� 3102（29番人気）
3連複票数 計 847951 的中 ��� 7905（30番人気）
3連単票数 計1271477 的中 ��� 2082（151番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―12．1―12．6―12．2―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―35．0―47．6―59．8―1：11．7―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリアモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 End Sweep デビュー 2012．11．17 京都16着

2010．1．20生 牡3鹿 母 ストロングメモリー 母母 アピーリングストーリー 10戦1勝 賞金 7，950，000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 ベリービスケット号



26019 9月8日 曇 稍重 （25阪神4）第2日 第7競走 ��1，800�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
1：44．5
1：44．1

良
良

46 デウスウルト �5黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470＋101：46．9 2．1�
11 テイエムレンジャー 牡3鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 478－ 41：47．22 12．3�
22 エイティグローリー 牝3栗 52 鮫島 良太前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 422－ 21：47．41� 13．0�
712� メイショウインロウ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 518－ 81：47．71	 39．9�
45 ダンツクロノス 牡3鹿 54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 508＋ 2 〃 ハナ 9．2�
34 スイートリリック 牝3栗 52 国分 恭介伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 442＋ 41：47．8クビ 134．0�
33 サトノエクセル 牡3黒鹿54 秋山真一郎里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：47．9� 47．7	
610 グ ラ ー ネ 牡4鹿 57 浜中 俊 
キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 464－ 41：48．0� 2．8�
57 � デンコウチャレンジ 牝4鹿 55 熊沢 重文田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 452＋ 61：48．21
 284．2�
814 ディパッション 牝3鹿 52 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 41：48．41
 12．5
711 テイエムシングン 牡3鹿 54

53 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 482＋ 41：48．71	 203．4�
813 ショウナンアズーリ �3青鹿54 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 446＋ 2 〃 クビ 98．6�
69 � アマクサハイヤ 牡4青鹿57 幸 英明奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 504－161：48．91� 417．6�
58 ラヴィアンフルール 牝3鹿 52 松山 弘平石川 達絵氏 武田 博 日高 沖田牧場 438－ 61：50．510 193．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，589，600円 複勝： 52，400，200円 枠連： 15，456，700円
馬連： 58，373，600円 馬単： 42，077，500円 ワイド： 27，722，800円
3連複： 78，961，400円 3連単： 168，971，600円 計： 468，553，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 260円 � 270円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 470円 �� 570円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 10，730円

票 数

単勝票数 計 245896 的中 � 93849（1番人気）
複勝票数 計 524002 的中 � 220769（1番人気）� 36600（4番人気）� 33785（5番人気）
枠連票数 計 154567 的中 （1－4） 12389（2番人気）
馬連票数 計 583736 的中 �� 36332（3番人気）
馬単票数 計 420775 的中 �� 19176（4番人気）
ワイド票数 計 277228 的中 �� 15204（3番人気）�� 12278（7番人気）�� 5200（11番人気）
3連複票数 計 789614 的中 ��� 18007（9番人気）
3連単票数 計1689716 的中 ��� 11631（31番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―11．9―12．3―12．2―11．7―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．1―47．0―59．3―1：11．5―1：23．2―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デウスウルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．25 阪神2着

2008．4．2生 �5黒鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 9戦2勝 賞金 27，138，000円

26020 9月8日 曇 重 （25阪神4）第2日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 スマートレパード 牡3栃栗55 武 豊大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 496± 01：23．5 2．9�
36 マルヴァーンヒルズ 牡3鹿 55 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 41：23．6� 2．1�
59 シュガーシャック 牡4栗 57 松田 大作吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 534＋101：23．81� 25．1�
35 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 小牧 太中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 516＋101：24．12 12．5�
12 � ヒデサンスピリット 牡3栗 55 川田 将雅井之口二三雄氏 清水 出美 浦河 富田牧場 494－ 21：24．31� 11．5�
611 メイショウマルマル 牡3芦 55 浜中 俊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 490＋ 61：24．4クビ 15．2�
11 グロシュラライト 牡3黒鹿55 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 ハナ 46．7	
713� トーコーレガーロ 牡4鹿 57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 同着 49．4

510 ガッチリガッチリ 牡7黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 490± 01：24．5クビ 123．7�
47 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿55 松山 弘平前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 466－101：24．6	 28．1�
612 カ ト ラ ス 
3芦 55 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 466＋12 〃 ハナ 36．7
48 シゲルケンシン 牡6鹿 57 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 468± 0 〃 ハナ 100．1�
714� スピログラフ 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488－ 21：24．7クビ 81．3�
815 シゲルオオカミザ 牡3栗 55

52 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 458＋ 81：24．8	 81．8�
816 ディープジュジュ 牡3鹿 55 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 468－ 41：25．11	 63．8�
24 タカノキング 牡6鹿 57 国分 優作山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 470－181：26．9大差 276．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，437，000円 複勝： 50，462，100円 枠連： 20，693，800円
馬連： 80，272，900円 馬単： 53，926，100円 ワイド： 37，840，200円
3連複： 112，612，000円 3連単： 209，064，200円 計： 600，308，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 120円 � 390円 枠 連（2－3） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 170円 �� 810円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 354370 的中 � 97422（2番人気）
複勝票数 計 504621 的中 � 114311（2番人気）� 162774（1番人気）� 19152（7番人気）
枠連票数 計 206938 的中 （2－3） 54805（1番人気）
馬連票数 計 802729 的中 �� 204264（1番人気）
馬単票数 計 539261 的中 �� 60487（2番人気）
ワイド票数 計 378402 的中 �� 76651（1番人気）�� 9467（10番人気）�� 9928（9番人気）
3連複票数 計1126120 的中 ��� 32765（5番人気）
3連単票数 計2090642 的中 ��� 17867（16番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―11．8―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．4―46．2―58．5―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレパード �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．5 京都2着

2010．4．24生 牡3栃栗 母 スウィフトレディー 母母 エマーズロッカ 4戦2勝 賞金 14，600，000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 サウンドブレーヴ号・マークスマン号
（非抽選馬） 1頭 カシノチョッパー号



26021 9月8日 曇 良 （25阪神4）第2日 第9競走 ��
��1，800�

の わ き

野 分 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

55 フ ル ー キ ー 牡3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：46．9 1．3�

33 アルバタックス 牡3栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋ 21：47．0� 6．4�
88 タ マ ラ マ 	4黒鹿57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：47．1クビ 13．1�
89 トウシンイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 470＋ 41：47．42 18．8�
44 アドマイヤコリン 牡5青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：47．5
 9．0	
22 カリスマミッキー 牡5栗 57 幸 英明三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 486± 01：47．81� 49．1

11 リキサンマックス 牡5青鹿57 武 幸四郎 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B448－ 21：47．9
 34．7�
66 ユースティティア 牝5青鹿55 武 豊前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 484＋ 2 〃 ハナ 49．5�
77 アーベントロート 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 ハナ 97．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，216，300円 複勝： 148，794，900円 枠連： 16，426，300円
馬連： 74，289，800円 馬単： 70，527，200円 ワイド： 37，941，500円
3連複： 103，839，600円 3連単： 322，300，500円 計： 822，336，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 140円 � 210円 枠 連（3－5） 360円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 170円 �� 230円 �� 510円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，700円

票 数

単勝票数 計 482163 的中 � 300788（1番人気）
複勝票数 計1487949 的中 � 1084460（1番人気）� 131163（2番人気）� 59801（4番人気）
枠連票数 計 164263 的中 （3－5） 34561（1番人気）
馬連票数 計 742898 的中 �� 166796（1番人気）
馬単票数 計 705272 的中 �� 120333（1番人気）
ワイド票数 計 379415 的中 �� 70278（1番人気）�� 41134（3番人気）�� 14536（6番人気）
3連複票数 計1038396 的中 ��� 108332（2番人気）
3連単票数 計3223005 的中 ��� 140293（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．4―12．1―12．1―12．1―11．6―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．3―47．4―59．5―1：11．6―1：23．2―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．3
3 1－2，3，6－8－7－5（4，9） 4 1－2（3，8）6－7，5（4，9）
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3青鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 6戦3勝 賞金 37，145，000円

26022 9月8日 曇 重 （25阪神4）第2日 第10競走 ��
��1，200�

しゅくがわ

夙 川 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

11 スイートジュエリー 牝4黒鹿55 川田 将雅下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B498＋ 21：08．8レコード 5．1�
23 レ ギ ス 牡3栗 55 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 452－121：09．65 2．2�
35 カリスマサンスカイ 牡5鹿 57 国分 優作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B516－ 21：09．7� 13．8�
815 ミッキーホワイト 牡5黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494＋ 21：09．91	 17．5�
611
 アースゼウス 牡3栗 55 岩田 康誠 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

510± 0 〃 クビ 9．1	
48 ヒ ー ロ ー 牡6栗 57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522± 01：10．0クビ 9．3

510 エアカーネリアン 牡5黒鹿57 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 486＋ 41：10．21	 23．3�
612 ヤマニンアルシェ 牡5鹿 57 森 一馬土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 526＋ 61：10．41� 89．5�
59 
 ウエストハーバー 牡5栗 57 幸 英明加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 536＋14 〃 クビ 196．5
816 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 武 豊�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 482＋ 2 〃 ハナ 7．1�
36 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 440＋ 21：10．5クビ 103．9�
24 イ チ オ カ �8黒鹿57 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム 516－22 〃 クビ 300．4�
12 ランドタカラ 牡6黒鹿57 小牧 太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482－ 61：10．82 228．7�
714� リアリーサムシング 牡5栗 57 鮫島 良太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 488＋ 41：11．11 37．5�
47 カンファーネオ 牡6鹿 57 菱田 裕二楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 486－ 2 〃 アタマ 355．4�
713 キクノフェーデ 牡6鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム B514－ 41：11．73� 161．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，283，700円 複勝： 76，348，300円 枠連： 31，128，600円
馬連： 145，915，000円 馬単： 84，192，500円 ワイド： 55，683，900円
3連複： 188，258，600円 3連単： 368，384，200円 計： 994，194，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 120円 � 240円 枠 連（1－2） 640円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，060円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 計 442837 的中 � 69359（2番人気）
複勝票数 計 763483 的中 � 104605（2番人気）� 257010（1番人気）� 59874（5番人気）
枠連票数 計 311286 的中 （1－2） 36238（2番人気）
馬連票数 計1459150 的中 �� 180203（1番人気）
馬単票数 計 841925 的中 �� 43583（5番人気）
ワイド票数 計 556839 的中 �� 55163（1番人気）�� 11575（13番人気）�� 28797（5番人気）
3連複票数 計1882586 的中 ��� 62339（5番人気）
3連単票数 計3683842 的中 ��� 26503（23番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 11，3（1，15）10（6，8）（9，12）－（4，5，13）－16（2，14）7 4 ・（11，3，15）－1，10（6，8）（9，12）（4，5，13）－（2，16）14，7

勝馬の
紹 介

スイートジュエリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2012．1．8 京都1着

2009．5．11生 牝4黒鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean 12戦4勝 賞金 43，736，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アンリヴィールド号・シゲルオウシザ号・ナリタシーズン号
（非抽選馬） 5頭 クラッチヒット号・スイングエンジン号・テルミーホワイ号・トイボックス号・ミヤジシェンロン号

２レース目



26023 9月8日 曇 良 （25阪神4）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第27回セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，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56�，牝馬
2�減，24．9．8以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，24．9．7以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

813 ハクサンムーン 牡4栗 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 480± 01：07．5 4．4�
69 ロードカナロア 牡5鹿 58 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 500± 0 〃 クビ 1．4�
44 ドリームバレンチノ 牡6青 56 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 21：08．13� 10．5�
33 	 マイネルエテルネル 牡3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 486＋121：08．2クビ 72．4�

711 ビウイッチアス 牝4黒鹿54 津村 明秀井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 444－ 2 〃 ハナ 263．2�
11 サドンストーム 牡4栗 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋10 〃 ハナ 48．1	
57 
 マヤノリュウジン 牡6栗 56 福永 祐一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 542＋221：08．3クビ 62．5

45 ローガンサファイア 牝3鹿 52 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 434－ 21：08．62 19．7�
68 シュプリームギフト 牝5青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋141：08．7クビ 72．6
56 ウインドジャズ 牡6黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 502± 0 〃 ハナ 480．5�
710 モグモグパクパク 牡3栗 54 北村 友一小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 442± 01：08．91� 98．3�
812 ティーハーフ 牡3栗 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 61：09．0クビ 22．9�
22 クリーンエコロジー 牡5芦 56 中井 裕二石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 494－12 〃 クビ 446．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 211，637，200円 複勝： 511，470，400円 枠連： 91，537，900円
馬連： 439，696，100円 馬単： 413，096，800円 ワイド： 195，247，700円
3連複： 650，506，500円 3連単： 2，305，178，100円 計： 4，818，370，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 100円 � 150円 枠 連（6－8） 210円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 140円 �� 350円 �� 190円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 2，420円

票 数

単勝票数 計2116372 的中 � 379325（2番人気）
複勝票数 計5114704 的中 � 603962（2番人気）� 3583442（1番人気）� 315789（3番人気）
枠連票数 計 915379 的中 （6－8） 330615（1番人気）
馬連票数 計4396961 的中 �� 1356294（1番人気）
馬単票数 計4130968 的中 �� 455440（3番人気）
ワイド票数 計1952477 的中 �� 484229（1番人気）�� 101294（4番人気）�� 255874（2番人気）
3連複票数 計6505065 的中 ���1120006（1番人気）
3連単票数 計23051781 的中 ��� 704280（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―10．9―11．0―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―33．8―44．8―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．7
3 13，11（7，9）（3，4）8（1，10）5（2，6，12） 4 13，11（7，9）4，3（1，8，10）5（2，12）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハクサンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．12．3 阪神1着

2009．2．14生 牡4栗 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン 17戦7勝 賞金 226，927，000円

26024 9月8日 曇 重 （25阪神4）第2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 7，200，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

22 キ ク ノ ソ ル 牡3鹿 54 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 492－ 61：50．9 2．9�
44 マッシヴプリンス 牡3黒鹿54 藤田 伸二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 大典牧場 490－ 41：51．22 3．5�
55 ワルトユニヴァース 牡6栗 57 川田 将雅的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 454± 0 〃 クビ 10．9�
11 モオプナツヨシ 牡3黒鹿54 川須 栄彦横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 478－ 81：51．41� 20．7�
56 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482＋ 41：52．03� 69．6�
68 ア ザ ゼ ル 牡3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 484－101：52．1� 24．3	
33 ナムララオウ 牡3栗 54 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 502＋181：52．2� 6．4

67 	 メイショウクロシオ 牡5鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 480－ 21：52．3� 15．9�
811 ブルーボリウッド 牡3栗 54

51 ▲藤懸 貴志 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 488＋ 21：52．4� 30．7�

79 	 アプローチミー 牡6黒鹿57 小牧 太吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河 駿河牧場 488－ 21：52．5クビ 87．6
710 ユキノスライダー 牡3栗 54 浜中 俊遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 444－ 6 〃 ハナ 18．9�
812 トゥルーフレンド 牡4鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 480－ 21：52．6� 8．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，034，400円 複勝： 71，715，400円 枠連： 29，894，900円
馬連： 183，825，200円 馬単： 75，994，900円 ワイド： 54，047，600円
3連複： 179，776，100円 3連単： 378，472，900円 計： 1，018，761，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 210円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 250円 �� 510円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 7，170円

票 数

単勝票数 計 450344 的中 � 123593（1番人気）
複勝票数 計 717154 的中 � 165443（1番人気）� 146823（2番人気）� 70956（5番人気）
枠連票数 計 298949 的中 （2－4） 40179（1番人気）
馬連票数 計1838252 的中 �� 275655（1番人気）
馬単票数 計 759949 的中 �� 61032（1番人気）
ワイド票数 計 540476 的中 �� 63085（1番人気）�� 25042（5番人気）�� 18311（8番人気）
3連複票数 計1797761 的中 ��� 66736（3番人気）
3連単票数 計3784729 的中 ��� 38966（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．6―12．7―12．7―12．0―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．2―50．9―1：03．6―1：15．6―1：27．1―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ク ノ ソ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．11．18 京都2着

2010．5．10生 牡3鹿 母 キクノジェニー 母母 キクノサンシャイン 5戦2勝 賞金 15，720，000円

４レース目



（25阪神4）第2日 9月8日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 156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

261，940，000円
7，310，000円
2，200，000円
23，510，000円
52，336，500円
4，684，800円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
535，430，300円
1，105，584，700円
263，714，100円
1，232，498，600円
916，346，800円
533，703，700円
1，665，946，200円
4，411，106，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，664，331，300円

総入場人員 16，671名 （有料入場人員 15，521名）
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