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26085 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8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）

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

713 トラストフェアリー 牝2栗 54
53 ☆中井 裕二菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 426＋ 21：13．7 4．3�

36 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 506－ 21：13．91 3．2�
11 コパノハリー 牡2栗 54 福永 祐一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 454± 01：14．0� 4．5�
59 ヒカリセット 牡2青鹿 54

51 ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 21：14．32 20．1�
714 オートロンシャン 牝2黒鹿54 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 470－ 21：14．4� 39．9�
35 ハニードント 牝2栗 54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 460－ 41：14．71� 78．7	
815 ミスズモンブラン 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 478－ 21：15．01� 58．2

611 アスタークレバー 牡2栗 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470－ 4 〃 クビ 29．0�
816 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 458＋ 61：15．1� 76．2�
612 ドナプロミス 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 442± 01：15．31� 118．9
24 ヒデノヒロイン 牝2芦 54 国分 恭介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 430± 01：15．4クビ 14．3�
510 カウニスクッカ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣大谷 正嗣氏 藤原 英昭 日高 オリオンファーム 456－ 6 〃 アタマ 19．6�
12 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 460－ 21：15．71� 9．1�
48 メイショウトッピー 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 近藤牧場 456＋ 81：16．65 13．6�
23 シゲルコウズケ 牡2芦 54 高倉 稜森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 絵笛牧場 414＋ 21：17．45 241．8�
47 シゲルタンバ 牝2芦 54 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新冠 隆栄牧場 450－ 21：20．1大差 69．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，200，200円 複勝： 38，621，300円 枠連： 11，700，000円
馬連： 38，440，900円 馬単： 24，393，700円 ワイド： 22，260，800円
3連複： 60，216，400円 3連単： 90，451，700円 計： 302，285，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（3－7） 560円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 270円 �� 400円 �� 250円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 162002 的中 � 30054（2番人気）
複勝票数 計 386213 的中 � 79536（2番人気）� 93750（1番人気）� 71972（3番人気）
枠連票数 計 117000 的中 （3－7） 15689（3番人気）
馬連票数 計 384409 的中 �� 47927（1番人気）
馬単票数 計 243937 的中 �� 13710（2番人気）
ワイド票数 計 222608 的中 �� 21483（2番人気）�� 12682（3番人気）�� 23265（1番人気）
3連複票数 計 602164 的中 ��� 52488（1番人気）
3連単票数 計 904517 的中 ��� 18265（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．4―48．5―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストフェアリー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．6．22 阪神3着

2011．4．20生 牝2栗 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 カウニスクッカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルタンバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月28日まで平地競

走に出走できない。

26086 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25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

59 タイセイララバイ 牝2青鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：22．9 5．1�
713 リヴィエール 牝2芦 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 452－201：23．0� 22．5�
36 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 452－121：23．21� 45．7�
48 バーンアウル 牝2鹿 54 藤田 伸二 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 464－ 6 〃 クビ 24．5�
12 メイショウアズミノ 牝2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 462＋ 2 〃 ハナ 146．6�
816 ニシノチャステティ 牝2栗 54 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 452－ 81：23．3クビ 15．6�
11 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± 01：23．4� 27．0	
23 ニシノシュロ 牝2青鹿54 池添 謙一西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 484＋ 4 〃 ハナ 5．6

817 ディアメドゥーサ 牝2栗 54 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 446＋ 6 〃 ハナ 15．4�
612 テンシノホホエミ 牝2鹿 54 川須 栄彦�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 486＋ 41：23．5� 3．3
24 ジツリキオーシャン 牝2栗 54 川田 将雅河合實貴男氏 佐藤 正雄 浦河 上山牧場 444－ 41：23．6� 17．6�
818 アイリッシュハープ 牝2栗 54 福永 祐一 �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 436－ 41：23．81� 5．7�
714 タガノロマリア 牝2栗 54 鮫島 良太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋10 〃 クビ 301．4�
510 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 470－ 2 〃 ハナ 45．7�
715 マイネカグヤヒメ 牝2鹿 54

53 ☆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 378＋ 61：24．01� 115．3�

35 ウィットウォーター 牝2黒鹿54 国分 優作鈴木 康弘氏 武 宏平 むかわ 上水牧場 424－121：24．31� 42．7�
611 ナムラスマイル 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 漆原 哲雄 482＋ 21：24．4� 114．9�
47 フェアリースマイル 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 420－121：24．82� 351．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，658，700円 複勝： 41，633，300円 枠連： 13，929，500円
馬連： 41，662，100円 馬単： 25，297，500円 ワイド： 23，305，000円
3連複： 61，209，700円 3連単： 85，763，800円 計： 312，459，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 860円 � 1，030円 枠 連（5－7） 5，320円

馬 連 �� 5，720円 馬 単 �� 11，750円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 3，320円 �� 11，390円

3 連 複 ��� 91，450円 3 連 単 ��� 381，290円

票 数

単勝票数 計 196587 的中 � 30376（2番人気）
複勝票数 計 416333 的中 � 57640（3番人気）� 11549（10番人気）� 9465（13番人気）
枠連票数 計 139295 的中 （5－7） 1934（20番人気）
馬連票数 計 416621 的中 �� 5383（22番人気）
馬単票数 計 252975 的中 �� 1590（45番人気）
ワイド票数 計 233050 的中 �� 2361（26番人気）�� 1732（41番人気）�� 497（79番人気）
3連複票数 計 612097 的中 ��� 494（202番人気）
3連単票数 計 857638 的中 ��� 166（947番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．1―59．0―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイララバイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．6．1 阪神2着

2011．1．25生 牝2青鹿 母 シーディドアラバイ 母母 ロココスタイル 3戦1勝 賞金 8，550，000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 エイユーバーチョ号

第４回 阪神競馬 第８日



26087 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時55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
1：46．0

良
良

713 カバーストーリー 牡2栗 54 松山 弘平前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 470± 01：48．4 18．7�
59 カレンヴィットリア 牡2黒鹿54 福永 祐一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 21：48．61� 17．9�
46 レッドラヴィータ 牝2栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442＋101：48．81� 1．4�
23 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 480＋ 21：49．01 8．9�
34 ワールドマッチ 牡2栗 54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：49．1クビ 120．8	
11 ライトニングロアー 牡2鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 2 〃 ハナ 6．5

22 ルファルシオン 牡2芦 54 柴田 善臣 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 クビ 21．9�
712 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 470＋ 41：49．52� 378．8�
58 ボールドジャパン 牡2鹿 54 川須 栄彦増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 502± 01：49．6� 20．8
815 ウォルフラム 牡2芦 54 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：49．91� 68．1�
47 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 436－ 2 〃 クビ 217．9�
610 メフィストワルツ 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 ハナ 232．7�
611 ハクユウドルフィン 牡2青鹿54 北村 友一 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 430＋ 61：50．21� 160．3�
814 スカイノフーサン 牡2黒鹿54 和田 竜二江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482－ 81：51．79 83．3�
35 スリーアルペン 牡2鹿 54 岡田 祥嗣永井商事� 武 宏平 むかわ 新井牧場 484＋ 41：52．55 328．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，291，800円 複勝： 113，083，600円 枠連： 12，172，800円
馬連： 44，018，600円 馬単： 38，372，800円 ワイド： 24，152，200円
3連複： 61，071，500円 3連単： 132，056，700円 計： 456，220，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 260円 � 340円 � 110円 枠 連（5－7） 3，240円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 20，840円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 360円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 41，160円

票 数

単勝票数 計 312918 的中 � 13246（5番人気）
複勝票数 計1130836 的中 � 43923（4番人気）� 31468（6番人気）� 800820（1番人気）
枠連票数 計 121728 的中 （5－7） 2777（10番人気）
馬連票数 計 440186 的中 �� 3581（22番人気）
馬単票数 計 383728 的中 �� 1359（43番人気）
ワイド票数 計 241522 的中 �� 3431（19番人気）�� 17890（4番人気）�� 18386（3番人気）
3連複票数 計 610715 的中 ��� 21180（9番人気）
3連単票数 計1320567 的中 ��� 2368（116番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―12．1―12．6―12．7―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．1―48．2―1：00．8―1：13．5―1：25．0―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．9
3 ・（3，5）6（2，4，11）8（1，7）9－（10，13）（12，14，15） 4 ・（3，5，6）11（2，4，8）（1，7，9）（10，13）（12，14，15）

勝馬の
紹 介

カバーストーリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．7．27 新潟3着

2011．2．7生 牡2栗 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 4戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーアルペン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月28日まで平地

競走に出走できない。

26088 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8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

815 ワースムーン 牡3鹿 56
55 ☆中井 裕二橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 520＋161：55．5 2．9�

510 ワンダーフロレゾン 牝3鹿 54 酒井 学山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 442－ 8 〃 ハナ 112．5�
612 リアンカフェ 牡3青鹿56 太宰 啓介�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 480－10 〃 クビ 4．2�
35 ビービートレイター 牡3黒鹿56 幸 英明�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 490＋ 61：55．6クビ 9．9�
714 アルテミスハート 牝3青鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496－ 21：55．7� 3．9�
611 テイエムパラディー 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 B486＋ 61：56．44 358．9	
12 カーヴィシャス 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448± 01：56．5� 8．2

48 プリンセスフローラ 牝3栗 54 浜中 俊有限会社シルク野中 賢二 安平 ノーザンファーム 420＋14 〃 クビ 8．5�
713 プリーズユアラヴ 牝3鹿 54 松田 大作德永冨士夫氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454－101：56．6� 230．4�
23 メイショウチカラ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 ミルファーム 472－101：57．13 210．7
24 ラ ラ ジ ロ ー 牡3栗 56 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新冠 新冠橋本牧場 512＋ 81：57．63 46．5�
816 ヤマノカドゥ 牝3鹿 54 小林 徹弥山住 勲氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 456－ 21：57．91� 434．3�
59 レッドジェイビー 牡3青 56 和田 竜二 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 512 ―1：58．43 73．7�
36 デイスピリッツ �3黒鹿56 岡田 祥嗣守内 満氏 清水 出美 新ひだか 飛野牧場 532＋ 61：58．93 198．1�
11 ク ロ ー ネ 牡3鹿 56 尾島 徹�辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 B504＋ 81：59．96 185．4�

（笠松）

47 ウォーターロビン 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 504 ―2：06．2大差 434．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，539，500円 複勝： 36，702，900円 枠連： 10，195，300円
馬連： 41，754，400円 馬単： 28，745，900円 ワイド： 21，246，500円
3連複： 51，960，200円 3連単： 93，499，700円 計： 306，644，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 1，810円 � 190円 枠 連（5－8） 5，630円

馬 連 �� 13，390円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 330円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 17，550円 3 連 単 ��� 130，940円

票 数

単勝票数 計 225395 的中 � 63201（1番人気）
複勝票数 計 367029 的中 � 86257（1番人気）� 3525（10番人気）� 53574（3番人気）
枠連票数 計 101953 的中 （5－8） 1338（18番人気）
馬連票数 計 417544 的中 �� 2303（22番人気）
馬単票数 計 287459 的中 �� 1059（37番人気）
ワイド票数 計 212465 的中 �� 1269（25番人気）�� 18949（2番人気）�� 1697（20番人気）
3連複票数 計 519602 的中 ��� 2185（35番人気）
3連単票数 計 934997 的中 ��� 527（239番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―14．3―13．3―13．5―13．1―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．6―51．9―1：05．4―1：18．5―1：30．5―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．0
1
3
12（2，8）10（1，6，14）（3，7，13，16）15（4，5）9，11
12（8，10）（2，14，15）（1，3）（13，16）（4，5）（11，9）6＝7

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

勝馬の
紹 介

ワースムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Exploit デビュー 2013．6．2 阪神3着

2010．4．9生 牡3鹿 母 キミーズキッド 母母 Klassy Kim 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クローネ号・ウォーターロビン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月

28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 アスターティアラ号・シナジーウィスパー号・ミスマープル号・リミックスアルバム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



26089 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第5競走 ��
��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：46．0

良
良

33 バンドワゴン 牡2黒鹿54 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 518 ―1：48．0 12．0�
811 トゥザワールド 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508 ―1：49．06 1．9�
79 メイショウチギリ 牡2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 484 ―1：49．1� 9．7�
11 アグリッパーバイオ 牡2黒鹿54 浜中 俊バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456 ―1：49．84 21．8�
810 ドラゴンストリート 牡2鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 468 ― 〃 アタマ 2．5	
67 ガ ル グ イ ユ 牡2栗 54

51 ▲藤懸 貴志杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 504 ―1：50．11� 37．0

44 オールビーファイン 牡2鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 村上 雅規 462 ―1：50．42 128．2�
22 ホープフルハート 牝2鹿 54 松田 大作下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 484 ―1：50．82� 174．0�
55 	 アムールブリエ 牝2鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 476 ―1：52．39 23．0
66 テイエムカンタカ 牡2黒鹿54 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 坂本 春雄 504 ―1：53．89 183．3�
78 ヤマカツヤタガラス 牡2栗 54 川須 栄彦山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 484 ―1：54．65 145．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，235，900円 複勝： 64，737，100円 枠連： 14，044，500円
馬連： 46，145，700円 馬単： 38，719，700円 ワイド： 22，365，100円
3連複： 54，246，800円 3連単： 144，113，800円 計： 415，608，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 270円 � 110円 � 210円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 440円 �� 930円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 25，740円

票 数

単勝票数 計 312359 的中 � 20539（4番人気）
複勝票数 計 647371 的中 � 35467（4番人気）� 327411（1番人気）� 52001（3番人気）
枠連票数 計 140445 的中 （3－8） 15193（3番人気）
馬連票数 計 461457 的中 �� 21936（5番人気）
馬単票数 計 387197 的中 �� 8163（11番人気）
ワイド票数 計 223651 的中 �� 13200（4番人気）�� 5569（11番人気）�� 12548（5番人気）
3連複票数 計 542468 的中 ��� 13616（6番人気）
3連単票数 計1441138 的中 ��� 4132（70番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．0―12．4―13．1―12．5―11．4―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．5―48．9―1：02．0―1：14．5―1：25．9―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．5
3 ・（3，9）－6（2，11）（4，1，10）－7（5，8） 4 3，9，11（2，10）（6，4，1，7）－（5，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バンドワゴン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2011．2．18生 牡2黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムカンタカ号・ヤマカツヤタガラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年10月28日まで平地競走に出走できない。

26090 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時45分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

55 ダンツキャッチ 牡2鹿 54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 502 ―1：27．1 32．8�
79 サトノバーキン 牝2栗 54 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：27．31� 1．8�
66 メイショウホウトウ 牡2青鹿54 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486 ―1：27．4クビ 6．2�
44 アラートミノル 牡2鹿 54 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462 ―1：27．82� 191．7�
810 ステラマリーン 牝2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 466 ―1：28．11� 19．5�
78 ザ マ ン ダ 牝2青鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―1：28．52� 5．0�
811 ラディアンス 牝2黒鹿54 福永 祐一佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 414 ―1：29．24 16．9	
22 ニューエトワール 牝2芦 54 川島 信二佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 434 ―1：29．3� 74．3

33 ランズデール 牡2栗 54 川田 将雅一村 哲也氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 520 ― 〃 アタマ 7．6�
67 マルサンマリナー 牝2黒鹿54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 466 ―1：30．25 106．0�
11 クーファシーズンズ 牝2黒鹿54 藤岡 康太大迫久美子氏 梅田 智之 新冠 村上 欽哉 466 ―1：32．8大差 44．8

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，027，300円 複勝： 43，873，600円 枠連： 11，523，500円
馬連： 45，549，300円 馬単： 31，609，100円 ワイド： 19，494，800円
3連複： 46，131，400円 3連単： 99，211，300円 計： 322，420，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 530円 � 110円 � 170円 枠 連（5－7） 1，630円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，850円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 47，520円

票 数

単勝票数 計 250273 的中 � 6028（7番人気）
複勝票数 計 438736 的中 � 11306（7番人気）� 195387（1番人気）� 54451（3番人気）
枠連票数 計 115235 的中 （5－7） 5247（7番人気）
馬連票数 計 455493 的中 �� 11257（12番人気）
馬単票数 計 316091 的中 �� 2893（27番人気）
ワイド票数 計 194948 的中 �� 4459（12番人気）�� 2314（21番人気）�� 21163（2番人気）
3連複票数 計 461314 的中 ��� 8706（13番人気）
3連単票数 計 992113 的中 ��� 1541（135番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．8―12．9―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．5―48．3―1：01．2―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツキャッチ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット 初出走

2011．4．11生 牡2鹿 母 ウェルカムキャット 母母 グレイスフルホーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26091 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第7競走 ��1，800�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

59 マーベラスバロン 牡5鹿 57 幸 英明笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 494－101：52．9 19．4�
58 セイスコーピオン 牡3栗 54 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 494＋ 4 〃 クビ 5．4�
815 タガノギャラクシー 牡3鹿 54 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋ 41：53．21� 13．2�
814 ゴーイングベル 牡3芦 54

51 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 496＋ 41：53．52 155．7�
610 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± 01：53．6クビ 2．0�
23 ヒドゥンブレイド 牡3黒鹿54 福永 祐一有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496＋181：53．7� 12．2�
713 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 482＋ 2 〃 ハナ 34．0	
22 ヴァルティカル 牡3鹿 54 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 446＋ 2 〃 ハナ 9．6�
712� マヤノカデンツァ 牡4栗 57 国分 優作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 466＋ 21：54．02 50．2�
611 ガッチリガッチリ 牡7黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 492＋ 41：54．53 418．6
35 � 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 490＋ 21：54．71� 81．5�
46 アトランティード 牝3黒鹿52 武 豊市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494± 01：55．23 42．9�
11 アテンファースト 牡3栗 54

51 ▲森 一馬玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 468－ 61：55．52 47．6�
47 フジノストロング 	3栗 54 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 450－141：55．71� 48．7�
34 ワルトユニヴァース 牡6栗 57 浜中 俊的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 458＋ 41：55．8
 8．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，310，600円 複勝： 53，722，100円 枠連： 19，000，800円
馬連： 55，627，800円 馬単： 38，360，100円 ワイド： 30，870，400円
3連複： 77，125，300円 3連単： 133，736，100円 計： 436，753，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 530円 � 190円 � 480円 枠 連（5－5） 3，960円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，020円 �� 950円

3 連 複 ��� 9，480円 3 連 単 ��� 63，560円

票 数

単勝票数 計 283106 的中 � 11531（7番人気）
複勝票数 計 537221 的中 � 23294（7番人気）� 95666（2番人気）� 26317（6番人気）
枠連票数 計 190008 的中 （5－5） 3546（12番人気）
馬連票数 計 556278 的中 �� 12343（11番人気）
馬単票数 計 383601 的中 �� 3499（25番人気）
ワイド票数 計 308704 的中 �� 7524（12番人気）�� 3659（22番人気）�� 8127（8番人気）
3連複票数 計 771253 的中 ��� 6010（28番人気）
3連単票数 計1337361 的中 ��� 1553（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．9―36．5―49．7―1：02．9―1：15．7―1：27．9―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
10（1，7）（6，15）（4，8，14）9－（3，5）（12，13）－2，11
10（1，7，15）6（8，9）（4，14）（3，13）12（2，5）－11

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

勝馬の
紹 介

マーベラスバロン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2011．2．26 阪神2着

2008．2．17生 牡5鹿 母 マーベラスロマン 母母 シードランサー 21戦3勝 賞金 39，520，000円
〔その他〕 ワルトユニヴァース号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出走取消馬 エイユーミラクル号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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。
（非当選馬） 1頭 ジョナパランセ号

26092 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
2：24．2
2：22．1

良
良

715 フーラブライド 牝4鹿 55 古川 吉洋吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 462－ 22：27．0 31．7�
12 ハッピーモーメント 牡3鹿 54 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：27．31� 3．1�
35 ジ ェ ラ ル ド �4栗 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 17．1�
23 クリサンセマム 牡5黒鹿57 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 478＋122：27．4� 2．1�
59 ランフォージン 牡4黒鹿57 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 82：27．5� 15．5	
612 チェイスザゴールド 牡3鹿 54 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 506－ 6 〃 クビ 9．5

713 マイネルアクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �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 454－ 42：27．6クビ 15．6�
24 カムイミンタラ 牡3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496－122：28．02� 79．5�
48 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 酒井 学兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 446－ 22：28．1� 63．6
818 レ ジ ー ナ 牝3栗 52

51 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 430＋ 6 〃 クビ 22．0�

510 ブライトグローリイ 牡3栗 54 高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 492－ 62：28．52� 367．3�
714 マコトラヴィッサン 牝3青鹿52 柴田 善臣尾田左知子氏 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 42：28．81� 157．1�
817 インカンデセンス 牝3鹿 52 国分 優作 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 446＋ 22：29．11� 31．3�
36 レッドリンクス 牡3青 54 小牧 太 �東京ホースレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 42：30．05 223．5�
611	 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± 02：30．53 447．8�
47 メイショウメルシー 牝3鹿 52 中村 将之松本 和子氏 佐山 優 日高 日西牧場 428＋ 22：30．71� 250．5�
11 ロードプレアデス 牡3鹿 54 松山 弘平 �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 518＋10 〃 ハナ 411．0�
816 スリーアイドル 牝3栗 52

49 ▲城戸 義政永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 464－ 62：31．97 573．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，386，900円 複勝： 56，813，100円 枠連： 20，125，500円
馬連： 69，003，700円 馬単： 49，587，200円 ワイド： 32，798，800円
3連複： 93，822，000円 3連単： 171，058，700円 計： 525，595，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 870円 � 170円 � 490円 枠 連（1－7） 2，380円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 14，810円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 4，990円 �� 820円

3 連 複 ��� 21，920円 3 連 単 ��� 158，400円

票 数

単勝票数 計 323869 的中 � 8075（9番人気）
複勝票数 計 568131 的中 � 13826（9番人気）� 120295（2番人気）� 26405（6番人気）
枠連票数 計 201255 的中 （1－7） 6262（10番人気）
馬連票数 計 690037 的中 �� 9341（17番人気）
馬単票数 計 495872 的中 �� 2472（38番人気）
ワイド票数 計 327988 的中 �� 4678（18番人気）�� 1559（38番人気）�� 10278（8番人気）
3連複票数 計 938220 的中 ��� 3159（58番人気）
3連単票数 計1710587 的中 ��� 797（350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．3―37．9―50．6―1：03．6―1：15．6―1：28．4―1：40．7―1：52．3―2：03．6―2：15．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7
1
3

14，17（7，2）（8，11）（3，10，13）（6，12）－16（4，9）－5，18，15，1
4（14，2）3（7，17，8）（11，13）（12，6）10，9－（5，18，15）16＝1

2
4

14（17，2）7（3，8，11）（6，10，13）12，4（16，9）－（5，18）－15－1・（4，2，17，13）（14，3，8）12，15（9，6）（7，5，10）（18，11）－1＝16
勝馬の
紹 介

フーラブライド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．8．21 札幌13着

2009．5．9生 牝4鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 24戦3勝 賞金 41，970，000円
〔発走状況〕 ロードプレアデス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロードプレアデス号は，平成25年9月29日から平成25年10月20日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アグネスサクシード号
（非抽選馬） 4頭 カツラノジュピター号・デンコウアカツキ号・トウカイプリーズ号・ブロードスター号



26093 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第9競走 ��
��1，400�ヤ マ ボ ウ シ 賞

発走14時25分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

812 ローブデソワ 牝2栗 54 浜中 俊有限会社シルク今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋181：25．9 9．5�
67 � アースコネクター 牡2栗 54 福永 祐一 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

492＋ 41：26．0� 9．7�
56 ル イ カ ズ マ 牡2鹿 54 幸 英明小林 一雅氏 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 478＋ 2 〃 クビ 1．9�
68 メイショウシンシア 牡2鹿 54 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 430± 01：26．1	 6．3�
811 シ ゲ ル カ ガ 牡2鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 494± 01：26．41	 6．2	
44 メイショウカフウ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 474＋101：26．6	 38．5

22 ピクニックソング 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 440± 01：27．13 42．1�
55 ニシノイナズマ 牡2芦 54 和田 竜二西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 476－ 21：27．31� 15．9�
710
 フラッシュモブ 牝2栗 54 尾島 徹ホースケア 笹野 博司 平取 船越 伸也 424－ 31：27．93� 131．8�

（笠松） （笠松）

11 シゲルウシュウ 牡2栗 54 菱田 裕二森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 450± 01：28．22 115．8�
79 マイネルフォルス 牡2鹿 54 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 61：28．51	 16．0�
33 � ピンクノサイロ 牝2鹿 54 小牧 太小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 450＋ 61：28．6	 240．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，367，400円 複勝： 65，813，600円 枠連： 21，763，500円
馬連： 84，849，000円 馬単： 57，329，500円 ワイド： 35，423，400円
3連複： 99，891，900円 3連単： 212，393，900円 計： 620，832，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 230円 � 210円 � 120円 枠 連（6－8） 710円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 950円 �� 380円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 20，810円

票 数

単勝票数 計 433674 的中 � 36193（4番人気）
複勝票数 計 658136 的中 � 58241（5番人気）� 68345（4番人気）� 223112（1番人気）
枠連票数 計 217635 的中 （6－8） 22699（3番人気）
馬連票数 計 848490 的中 �� 22254（11番人気）
馬単票数 計 573295 的中 �� 6326（26番人気）
ワイド票数 計 354234 的中 �� 8340（13番人気）�� 23860（4番人気）�� 26757（3番人気）
3連複票数 計 998919 的中 ��� 38760（6番人気）
3連単票数 計2123939 的中 ��� 7534（68番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．2―12．9―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．1―49．0―1：01．3―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローブデソワ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Gone West デビュー 2013．7．6 中京1着

2011．4．11生 牝2栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 2戦2勝 賞金 16，759，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

26094 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第10競走 ��
��1，200�

あ し や が わ

芦 屋 川 特 別
発走15時00分 （芝・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
1：07．1
1：06．5

良
良

69 ロ ン ド 牝5青鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 470－ 21：09．2 2．7�
58 ヤ マ ノ レ オ �3栗 55 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 470＋ 61：09．41	 30．2�
57 ワ ー ル ン ガ 牡3栗 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 01：09．5
 17．9�
46 ルナフォンターナ 牝4栗 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 4 〃 ハナ 3．3�
45 カシノランナウェイ �3栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 490＋101：09．6� 36．3�
34 ワキノブレイブ 牡3青鹿55 四位 洋文脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 470＋ 2 〃 ハナ 4．8�
22 サトノプレシャス 牡3栗 55 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 484± 0 〃 クビ 17．6	
33 カゼニタツライオン 牡3栗 55 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 506－ 21：09．81
 26．8

712 タイセイジーニアス 牡5黒鹿57 小牧 太田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 472＋ 61：09．9クビ 111．4�
610 アグネスキズナ 牡3栗 55 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500＋ 21：10．0
 8．8�
11 ヒカリトリトン 牡5鹿 57 太宰 啓介ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 498＋ 2 〃 ハナ 85．6�
711� フ ギ ン 牝3黒鹿51 菱田 裕二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 452＋ 41：10．1
 76．6�
813 ハンターワディ 牡6鹿 57 北村 友一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 482± 0 〃 クビ 153．2�
814� ウエストハーバー 牡5栗 57 鮫島 良太加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 536± 01：10．52
 305．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，025，800円 複勝： 63，823，400円 枠連： 24，867，700円
馬連： 107，529，800円 馬単： 75，330，600円 ワイド： 44，155，000円
3連複： 127，880，900円 3連単： 262，161，400円 計： 748，774，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 700円 � 380円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 810円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 14，920円 3 連 単 ��� 78，050円

票 数

単勝票数 計 430258 的中 � 129678（1番人気）
複勝票数 計 638234 的中 � 160430（1番人気）� 18381（9番人気）� 37780（5番人気）
枠連票数 計 248677 的中 （5－6） 17626（4番人気）
馬連票数 計1075298 的中 �� 19673（13番人気）
馬単票数 計 753306 的中 �� 8903（18番人気）
ワイド票数 計 441550 的中 �� 8148（14番人気）�� 14103（7番人気）�� 2532（35番人気）
3連複票数 計1278809 的中 ��� 6327（42番人気）
3連単票数 計2621614 的中 ��� 2479（216番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―11．3―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．3―46．6―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．9
3 ・（7，8）（2，11）（4，10）（1，3，5，6）9－12（13，14） 4 ・（7，8）（2，11）（4，10，6）（1，3，5）9，12，13，14

勝馬の
紹 介

ロ ン ド �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．2．6 京都2着

2008．4．25生 牝5青鹿 母 アメリカーナ 母母 アメリカズヒロイン 20戦3勝 賞金 51，383，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26095 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第11競走 ��
��2，000�第17回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，24．9．29以降25．9．22まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

12 ケイアイレオーネ 牡3芦 53 幸 英明亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B564＋162：03．4 12．3�
713 ナイスミーチュー 牡6鹿 57．5 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 5．3�
611 グランドシチー 牡6鹿 58．5 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 490－142：03．6� 17．0�
815 ハートビートソング 牡6栗 57 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 522＋ 8 〃 ハナ 3．5�
23 クリールパッション 牡8鹿 56 丸田 恭介横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B472－102：03．81� 141．5	
714 マルカプレジオ 牡5栃栗54 福永 祐一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494± 02：04．0� 18．1

11 グラッツィア 牡5鹿 56．5 柴田 善臣山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 486－ 22：04．63� 6．8�
612 クラシカルノヴァ 牡5黒鹿56 岩田 康誠岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 478＋ 82：04．81	 32．5�
47 
 トーセンアレス 牡6鹿 55 川須 栄彦島川 哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 470－ 42：05．43� 323．3�
24 スマートギア 牡8栗 57 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 460－ 22：05．5� 57．9�
35 
 チョイワルグランパ 牡7黒鹿53 浜中 俊�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B520＋ 2 〃 ハナ 60．0�
48 フ リ ソ 牡7鹿 55 藤田 伸二藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 482－ 62：05．71 190．9�
816 マイネルオベリスク 牡6鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 486－ 22：06．44 368．2�
510 ヒラボクキング 牡6鹿 57 藤岡 康太�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 526－ 62：07．03� 78．0�
59 � サトノプリンシパル 牡3鹿 53 武 豊里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 536－ 82：07．1� 3．0�
36 フサイチセブン 牡7鹿 57 熊沢 重文林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 490－ 2 （競走中止） 77．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，666，000円 複勝： 146，464，700円 枠連： 61，210，600円
馬連： 305，532，500円 馬単： 159，469，600円 ワイド： 120，476，800円
3連複： 432，658，100円 3連単： 809，756，000円 計： 2，122，234，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 340円 � 220円 � 420円 枠 連（1－7） 910円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，250円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 11，150円 3 連 単 ��� 77，120円

票 数

単勝票数 計 866660 的中 � 55885（5番人気）
複勝票数 計1464647 的中 � 110558（5番人気）� 199209（3番人気）� 84144（6番人気）
枠連票数 計 612106 的中 （1－7） 49753（6番人気）
馬連票数 計3055325 的中 �� 72794（12番人気）
馬単票数 計1594696 的中 �� 16966（26番人気）
ワイド票数 計1204768 的中 �� 29418（11番人気）�� 12847（23番人気）�� 27931（13番人気）
3連複票数 計4326581 的中 ��� 28660（33番人気）
3連単票数 計8097560 的中 ��� 7749（217番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―13．5―12．9―12．9―12．5―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―34．8―48．3―1：01．2―1：14．1―1：26．6―1：38．6―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイレオーネ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Marquetry デビュー 2012．8．26 小倉7着

2010．5．19生 牡3芦 母 モストリマーカブル 母母 Northern Pageant 9戦3勝 賞金 65，056，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔発走状況〕 フサイチセブン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 フサイチセブン号は，発走直後に外側に逃避し，膠着したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フサイチセブン号は，平成25年9月29日から平成25年10月28日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 3頭 サンディエゴシチー号・デュアルスウォード号・ボレアス号

26096 9月28日 晴 良 （25阪神4）第8日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16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 7，200，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

35 オーキッドレイ 牝3鹿 53 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 468± 01：34．4 7．6�

510 ベアトリッツ 牝3鹿 53 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 420＋10 〃 ハナ 11．5�
817 ファントムライト 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 4．9�
11 � ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 55 浜中 俊林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 492＋241：34．5クビ 2．3�
818 ミラクルラヴィ 牝3栗 53 太宰 啓介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 470＋ 41：34．6	 116．1	
12 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 480＋ 2 〃 クビ 9．4

47 タガノリバレンス 牡4鹿 57

54 ▲藤懸 貴志八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋ 4 〃 ハナ 10．2�

713 タツストロング 牡4栗 57 松山 弘平原 司郎氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 492－ 2 〃 ハナ 48．3�
715 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 430－ 41：34．7	 34．4
816 サンライズバード 牡3黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 450－ 8 〃 クビ 100．9�
24 クリアモーメント 牡3鹿 55 武 豊 �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 442＋ 41：34．91
 22．8�
48 � アカネチャン 牝4鹿 55 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 450－ 41：35．11
 113．1�
714 ブリスコーラ 牡4鹿 57 四位 洋文山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 514＋ 81：35．31
 76．1�
611 レッドバビロン 牡4青鹿57 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 512＋10 〃 クビ 134．4�
612�� リトルリスキー 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二�ダイリン 清水 久詞 英 Aston
House Stud 430－ 41：35．72	 302．1�

59 � ゴールデンオーラ 牝4鹿 55 川島 信二竹中 一彰氏 飯田 明弘 新冠 ヒカル牧場 458－211：35．91	 406．5�
36 エイティグローリー 牝3栗 53 鮫島 良太前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 426＋ 41：36．0� 22．9�
23 ポーラーシェーン 牝3鹿 53 酒井 学山下 恭茂氏 加用 正 浦河 山下 恭茂 452－ 21：36．1クビ 332．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，483，700円 複勝： 82，749，500円 枠連： 33，587，700円
馬連： 153，022，500円 馬単： 73，297，700円 ワイド： 55，724，700円
3連複： 166，638，600円 3連単： 312，962，600円 計： 926，467，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 340円 � 210円 枠 連（3－5） 2，440円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 910円 �� 700円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 37，440円

票 数

単勝票数 計 484837 的中 � 50315（3番人気）
複勝票数 計 827495 的中 � 98372（3番人気）� 57729（6番人気）� 114464（2番人気）
枠連票数 計 335877 的中 （3－5） 10160（10番人気）
馬連票数 計1530225 的中 �� 36608（13番人気）
馬単票数 計 732977 的中 �� 8703（22番人気）
ワイド票数 計 557247 的中 �� 14953（10番人気）�� 20089（6番人気）�� 14165（11番人気）
3連複票数 計1666386 的中 ��� 21462（17番人気）
3連単票数 計3129626 的中 ��� 6169（105番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．9―12．4―11．8―11．2―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．3―48．7―1：00．5―1：11．7―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．9
3 6（1，5）（3，8）（2，15）7（4，9，14）10（12，13）17，18－（16，11） 4 ・（6，1）（5，8，15）3（2，7，14）4（12，13，17，9，10）（16，18）－11

勝馬の
紹 介

オーキッドレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．29 札幌3着

2010．4．29生 牝3鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 12戦2勝 賞金 29，435，000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。
（非当選馬） 1頭 バコパ号



（25阪神4）第8日 9月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

216，300，000円
11，940，000円
1，760，000円
19，310，000円
62，803，500円
4，952，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
428，193，800円
808，038，200円
254，121，400円
1，033，136，300円
640，513，400円
452，273，500円
1，332，852，800円
2，547，165，700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 7，496，295，100円

総入場人員 14，584名 （有料入場人員 13，643名）
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