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26013 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55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

815 ウインバニラスカイ 牝2芦 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 446－101：22．4 63．3�
510 ラッフォルツァート 牝2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：22．5� 8．6�
47 マイティティー 牝2鹿 54 武 豊五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464－ 8 〃 アタマ 53．0�
48 ウインソワレ 牝2鹿 54 川島 信二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458＋121：22．6� 5．8�
24 デ ィ ア エ ナ 牝2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 530＋ 2 〃 ハナ 8．5	
36 テイクウォーニング 牝2栗 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 01：22．7� 17．3

611 ハギノナトゥーラ 牝2鹿 54 浜中 俊日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 21：22．91� 27．0�
35 アローシルバー 牝2栗 54 藤岡 佑介佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 472＋ 2 〃 アタマ 38．4�
11 ココロナルハ 牝2黒鹿54 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 432－ 41：23．11� 23．7
23 ショウナンライム 牝2青鹿54 岩田 康誠�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 498＋ 2 〃 ハナ 1．9�
817 フェアラフィネ 牝2芦 54 川須 栄彦髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 436－ 21：23．2� 33．6�
612 ナムラカグヤヒメ 牝2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 444＋ 41：23．3� 150．2�
713 ソ ニ ッ ク 牝2栗 54 国分 恭介�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 420－ 21：23．62 527．2�
816 マルトクビクトリー 牝2鹿 54 太宰 啓介高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 462＋ 81：23．81� 22．2�
714 パ ピ プ ペ ポ 牝2鹿 54 福永 祐一小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 452－ 41：24．01� 30．5�
59 カシノノゾミ 牝2栗 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 442＋101：24．42� 228．9�
12 ニ エ ロ 牝2青鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート白井 寿昭 安平 ノーザンファーム 412＋ 61：25．25 125．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 27，877，500円 複勝： 51，780，000円 枠連： 16，310，000円
馬連： 57，916，200円 馬単： 35，766，500円 ワイド： 34，524，100円
3連複： 83，177，500円 3連単： 124，500，200円 計： 431，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，330円 複 勝 � 1，720円 � 320円 � 1，690円 枠 連（5－8） 4，100円

馬 連 �� 45，150円 馬 単 �� 127，130円

ワ イ ド �� 9，750円 �� 44，570円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 611，590円 3 連 単 ��� 7，521，880円

票 数

単勝票数 計 278775 的中 � 3522（13番人気）
複勝票数 計 517800 的中 � 7371（13番人気）� 49214（4番人気）� 7474（12番人気）
枠連票数 計 163100 的中 （5－8） 3082（13番人気）
馬連票数 計 579162 的中 �� 994（69番人気）
馬単票数 計 357665 的中 �� 211（147番人気）
ワイド票数 計 345241 的中 �� 915（65番人気）�� 199（109番人気）�� 1388（53番人気）
3連複票数 計 831775 的中 ��� 102（392番人気）
3連単票数 計1245002 的中 ��� 12（2747番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．1―12．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．9―59．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインバニラスカイ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．6．7 阪神2着

2012．4．11生 牝2芦 母 トップエクセレント 母母 ファイトガリバー 4戦1勝 賞金 7，800，000円
※出走取消馬 ブラウンゼファー号（疾病〔右寛跛行〕のため）

26014 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2日 第2競走 ��
��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

815 グランアルマダ 牡2芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 536± 01：48．1 2．2�
47 メイショウミソラ 牝2栗 54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460＋ 6 〃 クビ 11．6�
816 ネオスターダム 牡2黒鹿54 浜中 俊一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478－101：48．2� 17．3�
24 メルドオール 牡2鹿 54 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 428± 01：48．3クビ 24．1�
510 ナムラオツウ 牝2鹿 54 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 402＋ 41：48．51� 10．5	
23 アドマイヤゴッド 牡2鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 クビ 3．6

36 アイオシルケン 牡2黒鹿 54

52 △岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 456＋12 〃 アタマ 55．6�
12 タイセイラビッシュ 牡2鹿 54 川島 信二田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 41：48．6クビ 10．0�
713 カラーラビアンコ 牡2芦 54

51 ▲松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 470＋ 61：48．7� 31．3

611 タガノロビンソン 牡2黒鹿54 太宰 啓介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 426－ 61：49．12� 26．5�
48 アスターロマーネ 牝2鹿 54 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 岡本 昌市 396－ 6 〃 アタマ 190．3�
59 トミケンナーディル 牡2鹿 54 幸 英明冨樫 賢二氏 石橋 守 新冠 北星村田牧場 504＋ 21：49．2クビ 32．0�
35 セイセイセイ 牡2鹿 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 436－ 21：49．51� 251．9�
714 オールブラッシュ 牡2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 61：49．82 160．5�

11 コンセギール 牡2黒鹿54 松山 弘平前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476± 01：49．9� 97．8�

612 リバイブビート 牡2栗 54 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 隆栄牧場 B458＋ 21：51．8大差 179．2�
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売 得 金
単勝： 26，552，000円 複勝： 46，589，200円 枠連： 15，473，000円
馬連： 57，926，300円 馬単： 32，991，100円 ワイド： 32，747，200円
3連複： 76，843，000円 3連単： 110，664，700円 計： 399，786，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 260円 � 430円 枠 連（4－8） 990円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 550円 �� 730円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 265520 的中 � 95673（1番人気）
複勝票数 計 465892 的中 � 157763（1番人気）� 36355（4番人気）� 19186（7番人気）
枠連票数 計 154730 的中 （4－8） 11996（4番人気）
馬連票数 計 579263 的中 �� 36599（4番人気）
馬単票数 計 329911 的中 �� 14000（5番人気）
ワイド票数 計 327472 的中 �� 16002（4番人気）�� 11617（7番人気）�� 3784（23番人気）
3連複票数 計 768430 的中 ��� 11712（13番人気）
3連単票数 計1106647 的中 ��� 5166（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．1―47．4―1：00．2―1：12．8―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランアルマダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．10 小倉4着

2012．2．4生 牡2芦 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 3戦1勝 賞金 8，100，000円

第４回 阪神競馬 第２日



26015 9月14日 晴 良 （26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）

牝，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 センセーション 牝3鹿 54 戸崎 圭太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 484＋121：54．0 3．3�
67 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 434± 01：54．1� 2．8�
66 レッドロザリー 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 クビ 17．1�
811 ラインファング 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也大澤 繁昌氏 南井 克巳 平取 稲原牧場 440－ 61：54．73� 6．8�
33 ジョウノソフィア 牝3鹿 54 藤懸 貴志小川 義勝氏 平田 修 日高 三城牧場 472－16 〃 クビ 13．2�
11 ダ ニ カ 牝3黒鹿54 北村 友一 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 520＋ 81：55．76 9．0	
55 ステイクワイエット 牝3青鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：57．4大差 69．8

79 プリムヴェール 牝3鹿 54 松田 大作市川 義美氏 安達 昭夫 むかわ 貞広 賢治 460＋ 41：57．61� 128．6�
78 ヴ ァ ゼ ム 牝3栗 54

52 △岩崎 翼�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482± 01：57．81� 18．0�
810 ディパーテッド 牝3青鹿54 和田 竜二市川 義美氏 今野 貞一 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 21：58．33 7．4
22 ワンダートロワ 牝3鹿 54 高田 潤山本 能行氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 422－ 81：58．93� 272．8�
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売 得 金
単勝： 22，745，900円 複勝： 34，806，900円 枠連： 12，449，200円
馬連： 48，964，200円 馬単： 31，308，200円 ワイド： 24，721，100円
3連複： 60，336，500円 3連単： 116，308，700円 計： 351，640，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 120円 � 190円 枠 連（4－6） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 840円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 227459 的中 � 53714（2番人気）
複勝票数 計 348069 的中 � 57619（2番人気）� 92809（1番人気）� 36195（4番人気）
枠連票数 計 124492 的中 （4－6） 21193（2番人気）
馬連票数 計 489642 的中 �� 76385（1番人気）
馬単票数 計 313082 的中 �� 23720（2番人気）
ワイド票数 計 247211 的中 �� 31378（1番人気）�� 6707（16番人気）�� 10544（7番人気）
3連複票数 計 603365 的中 ��� 21243（7番人気）
3連単票数 計1163087 的中 ��� 10441（20番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．9―12．0―12．8―13．1―13．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―37．4―49．4―1：02．2―1：15．3―1：28．4―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センセーション �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．5．25 新潟2着

2011．6．12生 牝3鹿 母 マ シ ュ ー ル 母母 Veil of Avalon 6戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 ラインファング号の騎手小崎綾也は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 ディパーテッド号は，4コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダートロワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月14日まで平地競

走に出走できない。

26016 9月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26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

11 オールアズワン 牡6黒鹿60 佐久間寛志宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 488＋ 23：24．3 1．8�
55 アドマイヤパーシア 牡6栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 23：25．15 2．4�
33 タマモアルバ 牝4鹿 58 植野 貴也タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 63：26．69 7．3�
66 � ダンツフォワード 牡5栗 60 中村 将之山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 446＋123：27．98 10．0�
44 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 56 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 440－ 23：33．7大差 44．9�
22 テイエムマッチョ 牡3鹿 58 黒岩 悠竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 490＋ 63：35．29 28．2	
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売 得 金
単勝： 15，563，200円 複勝： 13，583，700円 枠連： 発売なし
馬連： 26，885，900円 馬単： 26，516，900円 ワイド： 8，289，000円
3連複： 27，003，500円 3連単： 116，034，200円 計： 233，876，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 110円 �� 140円 �� 150円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 520円

票 数

単勝票数 計 155632 的中 � 68754（1番人気）
複勝票数 計 135837 的中 � 62858（1番人気）� 34322（2番人気）
馬連票数 計 268859 的中 �� 127829（1番人気）
馬単票数 計 265169 的中 �� 73926（1番人気）
ワイド票数 計 82890 的中 �� 23665（1番人気）�� 13664（2番人気）�� 11317（3番人気）
3連複票数 計 270035 的中 ��� 96246（1番人気）
3連単票数 計1160342 的中 ��� 161601（1番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 50．5－3F 37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
6，1，5－3＝4＝2
6，1－5－3＝4＝2

�
�
6－1，5－3＝4，2
1－（6，5）＝3＝4＝2

勝馬の
紹 介

オールアズワン 

�
父 ネオユニヴァース 


�
母父 ナリタブライアン デビュー 2010．8．14 札幌2着

2008．3．6生 牡6黒鹿 母 トウホープログレス 母母 シンデレラロード 障害：5戦1勝 賞金 11，300，000円
〔その他〕 タマモアルバ号は，各障害を左側に斜飛したことについて障害調教注意。



26017 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2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
1：32．3

良
良

46 サトノフラム 牡2黒鹿54 戸崎 圭太里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 470 ―1：35．8 2．2�
610� フィドゥーシア 牝2鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 472 ―1：36．12 2．7�
69 ヤマニンマンドール 牡2黒鹿54 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 446 ―1：36．2クビ 32．0�
22 ジェネラルゴジップ 牡2青鹿54 浜中 俊 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 クビ 7．8�
33 フォースフィールド 牡2黒鹿54 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 422 ―1：36．3クビ 120．6�
712 コ ン コ ー ド 牡2鹿 54 福永 祐一林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 516 ―1：36．51� 19．5	
11 ディファースト 牡2鹿 54 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 480 ―1：36．6	 10．8

711 タイガーボス 牡2鹿 54 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 448 ― 〃 クビ 165．6�
813 アスクワンダフル 牡2黒鹿54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 512 ―1：36．81
 37．6�
34 ライムチェイサー 牡2鹿 54 藤岡 康太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462 ―1：36．9クビ 77．0
57 アクアブルーパサー 牡2黒鹿54 幸 英明佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 470 ―1：37．43 17．7�
814 エンドオブジアース 牡2黒鹿54 池添 謙一飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：37．71	 73．3�
58 ハイイノベーション 牡2栗 54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 450 ―1：38．33
 165．7�
45 オレンジピークス 牡2鹿 54 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 504 ―1：38．61	 66．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，806，000円 複勝： 42，483，300円 枠連： 15，715，200円
馬連： 61，069，700円 馬単： 40，533，300円 ワイド： 31，102，700円
3連複： 78，655，600円 3連単： 133，995，500円 計： 440，361，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 410円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，020円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 7，240円

票 数

単勝票数 計 368060 的中 � 130628（1番人気）
複勝票数 計 424833 的中 � 153155（1番人気）� 87418（2番人気）� 13584（8番人気）
枠連票数 計 157152 的中 （4－6） 40755（1番人気）
馬連票数 計 610697 的中 �� 150531（1番人気）
馬単票数 計 405333 的中 �� 51389（1番人気）
ワイド票数 計 311027 的中 �� 57344（1番人気）�� 6605（11番人気）�� 5390（16番人気）
3連複票数 計 786556 的中 ��� 24260（5番人気）
3連単票数 計1339955 的中 ��� 13418（15番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．4―12．9―12．3―11．5―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．6―49．5―1：01．8―1：13．3―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフラム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2012．5．17生 牡2黒鹿 母 タイキマドレーヌ 母母 ウェルシュマフィン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26018 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2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

35 アリエスムーン 牝3青鹿 54
51 ▲松若 風馬橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446－ 81：24．4 3．8�

47 メイショウボンロク 牡3栗 56
54 △岩崎 翼松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 484＋ 8 〃 クビ 5．8�

23 ウ ィ ル ソ ン 牡3黒鹿 56
53 ▲小崎 綾也�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446－ 21：25．03� 12．7�

816 サンレイフレンチ 牝3栗 54 北村 友一永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 410± 01：25．1クビ 3．7�
36 ビ ー ス テ ィ 牡3栗 56 荻野 琢真小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 474＋ 41：25．2� 17．9�
11 エアカーディナル 牡3鹿 56 浜中 俊 	ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482± 0 〃 ハナ 4．0

611 モントランブラン 牝3鹿 54 花田 大昂 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 B506－101：26．26 41．6�
24 ラッキーハナチャン 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 464± 01：26．41 32．2�
510 オーバーチュア 牡3鹿 56 幸 英明窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 430－ 61：26．71� 49．0
48 デルマモナーク 牡3栗 56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 528－121：26．8� 22．5�
59 ハワイアンリズ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 420－ 6 〃 同着 40．4�
612 ベ ル テ ン ポ 牝3鹿 54 菱田 裕二林 正道氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476－ 81：27．11� 282．9�
713 アラタマデピュティ 牝3栗 54 D．ペロヴィッチ 荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 470－ 21：27．95 172．2�

（伊）

815 ケージーファスリ 牡3鹿 56 和田 竜二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 470± 01：30．4大差 113．4�
12 タイキジェダイト 牡3栗 56 藤懸 貴志�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 61：30．5� 301．7�
714 ニホンピロベリー 牝3鹿 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 434－181：33．5大差 192．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，439，900円 複勝： 34，788，800円 枠連： 16，760，500円
馬連： 67，759，600円 馬単： 35，900，300円 ワイド： 29，317，200円
3連複： 82，598，000円 3連単： 130，201，700円 計： 421，766，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 200円 � 320円 枠 連（3－4） 780円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 480円 �� 960円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 10，580円

票 数

単勝票数 計 244399 的中 � 50542（2番人気）
複勝票数 計 347888 的中 � 61033（2番人気）� 45575（4番人気）� 24096（5番人気）
枠連票数 計 167605 的中 （3－4） 16461（4番人気）
馬連票数 計 677596 的中 �� 69817（2番人気）
馬単票数 計 359003 的中 �� 17138（5番人気）
ワイド票数 計 293172 的中 �� 16521（5番人気）�� 7630（10番人気）�� 5965（14番人気）
3連複票数 計 825980 的中 ��� 14651（12番人気）
3連単票数 計1302017 的中 ��� 8917（26番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．9―12．3―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．5―46．8―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アリエスムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Exploit デビュー 2014．7．26 中京4着

2011．4．15生 牝3青鹿 母 キミーズキッド 母母 Klassy Kim 3戦1勝 賞金 4，690，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケージーファスリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月14日まで平地

競走に出走できない。
タイキジェダイト号・ニホンピロベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

11月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グリントモーメント号
（非抽選馬） 1頭 スリーアロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



26019 9月14日 晴 良 （26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 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 シュテルングランツ 牡3黒鹿54 福永 祐一 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480－141：53．6 1．6�
11 アスターフレンチ 牡4栗 57 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 494－ 41：53．7� 49．3�
713 パッシングブリーズ 牡3鹿 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：53．8� 14．0�
59 シャトーウインド 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 468＋ 21：54．01� 9．5�
714 クリノアマダブラム 牝4栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 446＋ 2 〃 クビ 57．7�
47 	 タンスチョキン 牝4鹿 55 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 482＋ 81：54．1� 36．1	

（伊）

24 メイショウテンシュ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 526－ 2 〃 ハナ 10．9

48 サンライズカラー 牡5鹿 57 熊沢 重文松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 526－ 61：54．2クビ 112．0�
35 サンライズレーヴ 牡3栗 54

51 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 456－ 21：54．3� 22．6�

23 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 54 浜中 俊有限会社シルク石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 4 〃 アタマ 17．8

36 トウケイウイン 牡4黒鹿57 川島 信二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 438＋ 4 〃 クビ 8．8�
612 デンコウリキ 牡4黒鹿 57

54 ▲松若 風馬田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 496－101：54．72� 31．6�
12 	 グリーンパキラ 牡5栗 57

54 ▲小崎 綾也�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 508＋121：55．87 341．3�
815 ナムララオウ 牡4栗 57 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500＋ 41：55．9クビ 22．9�
816 ジェットブリット 牡5黒鹿57 戸崎 圭太�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 564－ 61：56．75 100．1�
510	 ワンダーパラジーノ 牡4栗 57 大下 智山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 482＋ 8 〃 ハナ 599．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，327，200円 複勝： 71，592，100円 枠連： 21，549，200円
馬連： 73，200，200円 馬単： 50，446，000円 ワイド： 41，557，500円
3連複： 99，802，000円 3連単： 172，550，100円 計： 564，024，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 750円 � 270円 枠 連（1－6） 3，900円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 440円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 13，300円 3 連 単 ��� 54，030円

票 数

単勝票数 計 333272 的中 � 161297（1番人気）
複勝票数 計 715921 的中 � 396023（1番人気）� 10653（11番人気）� 37669（5番人気）
枠連票数 計 215492 的中 （1－6） 4275（13番人気）
馬連票数 計 732002 的中 �� 12785（13番人気）
馬単票数 計 504460 的中 �� 7026（17番人気）
ワイド票数 計 415575 的中 �� 7688（15番人気）�� 26660（3番人気）�� 1523（55番人気）
3連複票数 計 998020 的中 ��� 5626（44番人気）
3連単票数 計1725501 的中 ��� 2315（154番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―14．4―13．2―12．7―12．1―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．1―39．5―52．7―1：05．4―1：17．5―1：29．2―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュテルングランツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Two Punch デビュー 2014．2．8 京都8着

2011．2．19生 牡3黒鹿 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up 5戦2勝 賞金 13，900，000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 シゲルラシンバンザ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

26020 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

67 ナリタスカイ 牝5黒鹿55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 424＋ 42：00．3 10．0�
55 スズカローラー 牝3鹿 52 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448－ 4 〃 クビ 17．0�
33 マウイノカオイ 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 478－ 8 〃 アタマ 2．0�

66 ロコモーション 牡3栗 54 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526－ 22：00．4� 66．4�

22 � キ ン コ バ ン 牡3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 472＋102：00．5� 54．0�
810� テイエムレオネッサ 牝4栗 55 戸崎 圭太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 484＋222：00．71� 12．0	
78 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 54 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478－ 6 〃 ハナ 7．0

11 ワクワクカンヲ 牡3鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 456－ 82：00．91� 5．6�
79 チョウアコガレ 牝3鹿 52

49 ▲義 英真丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 422＋ 42：01．43 77．9�
811 コアレスドラゴン 牡4鹿 57 藤岡 康太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 496－ 42：02．25 40．3
44 キングデザイヤー 	4黒鹿57 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 486± 02：05．7大差 7．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，373，200円 複勝： 44，415，100円 枠連： 16，233，700円
馬連： 73，477，200円 馬単： 45，564，600円 ワイド： 35，381，900円
3連複： 93，253，500円 3連単： 176，767，400円 計： 514，466，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 220円 � 400円 � 120円 枠 連（5－6） 6，860円

馬 連 �� 7，480円 馬 単 �� 16，590円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 450円 �� 880円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 54，620円

票 数

単勝票数 計 293732 的中 � 23346（5番人気）
複勝票数 計 444151 的中 � 44524（5番人気）� 19455（7番人気）� 142050（1番人気）
枠連票数 計 162337 的中 （5－6） 1832（21番人気）
馬連票数 計 734772 的中 �� 7607（23番人気）
馬単票数 計 455646 的中 �� 2059（49番人気）
ワイド票数 計 353819 的中 �� 3961（24番人気）�� 22016（4番人気）�� 10145（11番人気）
3連複票数 計 932535 的中 ��� 11450（21番人気）
3連単票数 計1767674 的中 ��� 2346（179番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―12．0―13．0―13．4―12．0―11．4―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．7―34．7―47．7―1：01．1―1：13．1―1：24．5―1：36．3―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ナリタスカイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Woodman デビュー 2012．2．26 阪神9着

2009．2．3生 牝5黒鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 13戦2勝 賞金 16，852，000円
〔制裁〕 キンコバン号の騎手国分恭介は，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：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングデザイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月14日まで平

地競走に出走できない。



26021 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2日 第9競走 ��
��1，200�

しゅくがわ

夙 川 特 別
発走14時25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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 アメージングタクト 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 41：11．0 1．5�

713 ハニードント 牝3栗 53 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 440－ 4 〃 アタマ 20．0�
58 スマートアレンジ 牝4鹿 55 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋ 61：11．1� 15．4�
712 シベリアンスオード 牡4栗 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 518－ 2 〃 アタマ 5．3�
11 	 ヴィクタシア 牝5黒鹿55 岩田 康誠前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B502－ 4 〃 ハナ 12．5�
59 ワキノネクサス 牝5鹿 55 小崎 綾也脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 456＋ 21：11．2� 167．0	
47 
 キクノラフィカ 牡5青鹿57 菱田 裕二菊池 五郎氏 中内田充正 新ひだか フクダファーム B500＋ 2 〃 ハナ 7．6

34 ヤマニンアルシェ 牡6鹿 57 北村 友一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 528＋ 21：11．3� 133．9�
35 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 55 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 8 〃 クビ 93．9�
611 ヤマニンメンヒル 牡5鹿 57 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 480＋ 61：11．61� 58．9
46 	 ウエストハーバー 牡6栗 57 田中 博康加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 540＋ 61：11．7� 98．3�
814
 メイショウヤマナミ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484－ 21：12．12� 35．6�
23 シニスタークイーン 牝5黒鹿55 藤懸 貴志�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 456＋ 61：12．2クビ 204．3�
22 スズノオオタカ 牡6鹿 57 川須 栄彦阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 520＋ 61：12．94 66．0�
610 メイショウフォロー 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 476＋ 6 〃 ハナ 132．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，666，700円 複勝： 158，560，500円 枠連： 29，923，200円
馬連： 123，136，000円 馬単： 85，517，600円 ワイド： 56，500，200円
3連複： 153，240，400円 3連単： 322，259，000円 計： 969，803，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 270円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 490円 �� 510円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 計 406667 的中 � 205910（1番人気）
複勝票数 計1585605 的中 � 1199701（1番人気）� 40780（6番人気）� 42146（5番人気）
枠連票数 計 299232 的中 （7－8） 61732（2番人気）
馬連票数 計1231360 的中 �� 78133（5番人気）
馬単票数 計 855176 的中 �� 37834（7番人気）
ワイド票数 計 565002 的中 �� 31064（4番人気）�� 29237（5番人気）�� 5262（22番人気）
3連複票数 計1532404 的中 ��� 28643（14番人気）
3連単票数 計3222590 的中 ��� 17967（36番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．7―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．3―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメージングタクト �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 End Sweep デビュー 2012．6．10 阪神2着

2010．2．9生 牡4鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 23戦4勝 賞金 81，353，000円
〔制裁〕 シベリアンスオード号の騎手勝浦正樹は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・14番）

26022 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

にしのみや

西宮ステークス
発走15時00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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

55 レッドアリオン 牡4鹿 57 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 484＋ 21：45．4 3．9�
44 バッドボーイ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 510－ 41：45．72 2．6�
66 � メイショウインロウ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 532－121：45．8	 17．7�
22 デウスウルト 
6黒鹿57 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 ハナ 8．5�
33 アクションスター 牡4栗 57 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：45．9� 5．4�
11 ジャイアントリープ 牡4芦 57 岩田 康誠 	キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 504± 01：46．11� 8．5

88 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57 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 494＋ 41：46．2クビ 7．0�
77 レックスパレード 牡6栗 57 菱田 裕二 	キャロットファーム 森田 直行 安平 追分ファーム 534＋ 61：46．94 105．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 47，531，400円 複勝： 57，496，500円 枠連： 発売なし
馬連： 128，137，500円 馬単： 77，846，800円 ワイド： 46，602，000円
3連複： 120，978，700円 3連単： 320，157，200円 計： 798，750，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 120円 � 340円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，420円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 13，080円

票 数

単勝票数 計 475314 的中 � 95861（2番人気）
複勝票数 計 574965 的中 � 83385（3番人気）� 180735（1番人気）� 28670（7番人気）
馬連票数 計1281375 的中 �� 175278（1番人気）
馬単票数 計 778468 的中 �� 49777（3番人気）
ワイド票数 計 466020 的中 �� 54684（2番人気）�� 7462（20番人気）�� 15639（11番人気）
3連複票数 計1209787 的中 ��� 30072（13番人気）
3連単票数 計3201572 的中 ��� 17739（56番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―12．1―12．0―11．8―10．9―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．9―48．0―1：00．0―1：11．8―1：22．7―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．6
3 4，7（2，6，8）3，5－1 4 4（2，7，8）6（3，1）－5

勝馬の
紹 介

レッドアリオン 
�
父 アグネスタキオン 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．9．17 阪神2着

2010．2．28生 牡4鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 19戦4勝 賞金 125，677，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26023 9月14日 晴 良 （26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28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，25．9．7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，25．9．6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 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，078，000円 308，000円 154，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

11 � リトルゲルダ 牝5芦 54 丸田 恭介栗山 良子氏 	島 一歩 米 Dapple
Bloodstock 490＋ 81：07．4 7．8�

815 ハクサンムーン 牡5栗 57 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 486＋121：07．61
 2．5�
23 エピセアローム 牝5栃栗54 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－ 21：07．7� 5．3�
46 スギノエンデバー 牡6鹿 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 456－ 4 〃 クビ 45．4�
22 � マヤノリュウジン 牡7栗 56 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 518－101：07．8クビ 8．8�
610 メイショウイザヨイ 牝5鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 520－ 2 〃 ハナ 29．8�
59 バクシンテイオー 牡5鹿 56 秋山真一郎林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464－ 41：07．9 16．6	
34 トーホウアマポーラ 牝5栗 54 福永 祐一東豊物産
 高橋 亮 日高 竹島 幸治 494－ 2 〃 ハナ 6．6�
713 フォーエバーマーク 牝6鹿 54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 508± 01：08．21 62．3�
35 プリンセスメモリー 牝7鹿 54 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 400－ 8 〃 クビ 175．0
611 アルマリンピア 牝6鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484＋ 61：08．3クビ 195．3�
58 アンバルブライベン 牝5鹿 54 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：08．4� 44．2�
47 リアルヴィーナス 牝3鹿 52 藤岡 康太山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 450－ 81：08．5� 96．1�
814 ダッシャーゴーゴー 牡7鹿 56 川田 将雅芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 536＋ 11：08．92� 40．8�
712� エーシントップ 牡4黒鹿56 武 幸四郎
栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

526± 01：09．22 11．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 166，320，300円 複勝： 217，328，100円 枠連： 121，972，500円
馬連： 613，506，400円 馬単： 286，284，200円 ワイド： 220，605，600円
3連複： 869，578，300円 3連単： 1，599，331，900円 計： 4，094，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 130円 � 150円 枠 連（1－8） 1，180円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 470円 �� 560円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計1663203 的中 � 170216（4番人気）
複勝票数 計2173281 的中 � 237703（4番人気）� 499043（1番人気）� 365315（2番人気）
枠連票数 計1219725 的中 （1－8） 79786（5番人気）
馬連票数 計6135064 的中 �� 402292（3番人気）
馬単票数 計2862842 的中 �� 79997（7番人気）
ワイド票数 計2206056 的中 �� 118904（3番人気）�� 96855（5番人気）�� 159608（1番人気）
3連複票数 計8695783 的中 ��� 342649（2番人気）
3連単票数 計15993319 的中 ��� 100725（18番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．8―11．0―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．9―43．9―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．5
3 ・（8，15）（10，12）13，1，14，3－4（5，11）9，6，7－2 4 ・（8，15）10（1，12）（13，14）3－4，11（5，9）（6，7）－2

勝馬の
紹 介

�リトルゲルダ �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Buddha デビュー 2012．6．2 阪神16着

2009．3．29生 牝5芦 母 Bijoux Miss 母母 Above the Odds 20戦7勝 賞金 202，971，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりリトルゲルダ号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月14日 晴 良 （26阪神4）第2日 第12競走 ��
��1，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 メイショウマルマル 牡4芦 57 川田 将雅松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 508＋101：23．8 2．1�
815� エイユーラピス 牝5鹿 55

52 ▲松若 風馬笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 482＋ 81：24．12 15．6�
714 アサクサプライド 牡3栗 55 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468－ 21：24．63 13．5�
48 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B488± 01：24．7	 42．8�
713� シゲルアボカド 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新冠 土井牧場 488＋ 8 〃 アタマ 56．0�
23 � チュウワワンダー 牡4鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482＋101：24．8クビ 24．0	
35 コリャコリャ 牝3鹿 53 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 452＋ 81：25．01
 80．8

36 フィボナッチ 牡4鹿 57 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462－ 8 〃 ハナ 31．6�
12 ラ ラ ガ ニ エ 牡4栗 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 486＋ 2 〃 クビ 5．5�
47 � トーコーヴィオラ 牝4黒鹿55 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458＋121：25．31� 12．0
59 アマノウインジー 牡3黒鹿55 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 478＋ 8 〃 ハナ 41．3�
11 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿55 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 498＋ 61：25．4	 16．4�
24 �� イ ナ セ ナ 牡4栗 57 小牧 太林 正道氏 吉村 圭司 米 Guy Snowden &

Diane Snowden 522－ 91：25．72 6．6�
510 アーネストミノル 牡3鹿 55 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 81：25．8クビ 138．4�
816� ネオジェネラル 牡4鹿 57 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 454＋ 31：27．39 316．0�
611 サンライズアルプス 牡3鹿 55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 430＋ 2 （競走中止） 235．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，758，800円 複勝： 77，192，200円 枠連： 41，948，100円
馬連： 206，808，100円 馬単： 86，636，200円 ワイド： 69，719，800円
3連複： 211，050，700円 3連単： 380，017，600円 計： 1，125，131，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 310円 � 290円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 490円 �� 470円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 12，090円

票 数

単勝票数 計 517588 的中 � 194939（1番人気）
複勝票数 計 771922 的中 � 281052（1番人気）� 45767（6番人気）� 49610（5番人気）
枠連票数 計 419481 的中 （6－8） 29628（5番人気）
馬連票数 計2068081 的中 �� 138771（3番人気）
馬単票数 計 866362 的中 �� 40241（4番人気）
ワイド票数 計 697198 的中 �� 37620（4番人気）�� 39332（3番人気）�� 8215（24番人気）
3連複票数 計2110507 的中 ��� 41140（11番人気）
3連単票数 計3800176 的中 ��� 22770（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―12．1―12．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―46．9―58．9―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 ・（7，8，15）（4，6，12）（5，10）（1，14）（9，2）16，13－（3，11） 4 ・（7，8，15）12，6（4，5，10）（14，2）1，9（13，16，3）＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウマルマル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．3．23 阪神5着

2010．4．20生 牡4芦 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ 16戦3勝 賞金 28，650，000円
〔競走中止〕 サンライズアルプス号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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） 1頭 ケッキセヨ号
（非抽選馬） 2頭 サンライズホーム号・マークスマン号

４レース目



（26阪神4）第2日 9月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

274，320，000円
6，280，000円
2，270，000円
23，740，000円
56，862，500円
4，790，200円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
522，962，100円
850，616，400円
308，334，600円
1，538，787，300円
835，311，700円
631，068，300円
1，956，517，700円
3，702，788，200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 10，346，386，300円

総入場人員 24，783名 （有料入場人員 23，171名）
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