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26001 9月12日 晴 稍重 （27阪神4）第1日 第1競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

815 スーパーライナー 牡2鹿 54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480－ 61：54．1 1．1�
11 ケイティブレイブ 牡2栗 54 国分 優作瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 478－ 41：54．52� 106．2�
22 タイセイブルグ 牡2芦 54

53 ☆松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B464＋ 81：55．77 80．6�
814 モルトカズマ 牡2栗 54 藤岡 康太�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 鎌田 正嗣 486－141：56．12� 43．9�
59 カフジプリンス 牡2栗 54 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518－ 8 〃 ハナ 35．3�
58 タガノキングパワー 牡2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 21：56．41� 31．6	
34 フォールドイン 牡2黒鹿54 幸 英明 
グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 高橋 修 444＋ 41：57．03� 71．2�
47 ホットファイヤー 牡2鹿 54 和田 竜二西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 446－ 21：57．1� 13．8�
611 ミスターファルク 牡2栗 54 浜中 俊小菅 定雄氏 森 秀行 浦河 高松牧場 488＋ 21：57．31� 184．2
712 サグラダファミリア 牝2栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 築紫 洋 444－ 21：57．61� 59．4�
35 シゲルサンマ 牡2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 524＋101：59．210 40．0�
713 ヤマニンボアソルチ 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 458＋12 〃 クビ 60．7�
610 タガノジャイアン 牡2栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516－ 22：00．69 287．6�
46 ニシノハートマーク 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 516＋ 82：03．7大差 31．2�

23 テイエムゴッソイ 牡2鹿 54
51 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 420＋ 42：05．9大差 345．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，162，500円 複勝： 83，617，300円 枠連： 12，731，600円
馬連： 37，970，000円 馬単： 30，919，800円 ワイド： 26，032，600円
3連複： 59，453，100円 3連単： 103，021，800円 計： 388，908，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 910円 � 680円 枠 連（1－8） 3，160円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，080円 �� 9，560円

3 連 複 ��� 26，220円 3 連 単 ��� 56，490円

票 数

単勝票数 計 351625 的中 � 269274（1番人気）
複勝票数 計 836173 的中 � 688445（1番人気）� 4392（12番人気）� 6086（11番人気）
枠連票数 計 127316 的中 （1－8） 3114（9番人気）
馬連票数 計 379700 的中 �� 9829（11番人気）
馬単票数 計 309198 的中 �� 6535（12番人気）
ワイド票数 計 260326 的中 �� 4783（14番人気）�� 6357（10番人気）�� 677（65番人気）
3連複票数 計 594531 的中 ��� 1700（65番人気）
3連単票数 計1030218 的中 ��� 1322（157番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．8―13．1―12．8―12．4―12．2―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．7―50．8―1：03．6―1：16．0―1：28．2―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スーパーライナー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．8．16 新潟2着

2013．3．14生 牡2鹿 母 ヘヴンリーヴォイス 母母 ヘヴンリーソング 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 テイエムゴッソイ号は，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。

シゲルサンマ号は，最後の直線コース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。
ヤマニンボアソルチ号は，発走後に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〕 タガノジャイアン号・ニシノハートマーク号・テイエムゴッソイ号は，「タイムオーバーによる出走制
限」のため，平成27年10月12日まで平地競走に出走できない。

26002 9月12日 晴 良 （27阪神4）第1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

33 リ セ エ ン ヌ 牝2青鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416－ 41：48．8 8．3�
78 エ キ ド ナ 牝2青鹿54 浜中 俊�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 494＋ 6 〃 クビ 1．2�
11 メイショウミツタダ 牡2栗 54 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 494－ 61：49．43� 23．0�
66 ゴーフォワード 牡2鹿 54 武 豊前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：49．72 33．1�
22 ル ミ ノ ー ル 牡2黒鹿54 幸 英明薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 462－ 41：50．01� 10．3�
55 メイケイオリオン 牡2青鹿54 酒井 学名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：50．63� 10．1	
810 クールゲンノスケ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 480＋ 81：50．7� 117．2

89 ダンツブルース 牡2黒鹿54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 藤春 修二 470－ 21：50．91� 33．0�
44 スイフトアタック 牡2鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 508－ 41：51．32� 105．0�
77 シゲルヒラスズキ 牡2黒鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 坂本 春信 424± 01：52．36 349．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，928，500円 複勝： 80，317，900円 枠連： 7，798，900円
馬連： 38，611，900円 馬単： 29，687，100円 ワイド： 23，409，600円
3連複： 50，326，200円 3連単： 109，836，400円 計： 366，916，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 170円 � 110円 � 230円 枠 連（3－7） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，030円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 10，120円

票 数

単勝票数 計 269285 的中 � 25648（2番人気）
複勝票数 計 803179 的中 � 32155（4番人気）� 632731（1番人気）� 19904（5番人気）
枠連票数 計 77989 的中 （3－7） 10949（3番人気）
馬連票数 計 386119 的中 �� 50710（3番人気）
馬単票数 計 296871 的中 �� 12716（8番人気）
ワイド票数 計 234096 的中 �� 22825（3番人気）�� 5078（11番人気）�� 18932（4番人気）
3連複票数 計 503262 的中 ��� 21786（8番人気）
3連単票数 計1098364 的中 ��� 7865（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．6―49．4―1：02．2―1：14．5―1：25．7―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ セ エ ン ヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2015．8．23 小倉12着

2013．2．5生 牝2青鹿 母 ラ ブ ー ム 母母 La Bouche 2戦1勝 賞金 5，000，000円

第４回 阪神競馬 第１日



26003 9月12日 晴 稍重 （27阪神4）第1日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 ベルディーヴァ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 21：25．4 12．6�
36 エイシンダンサー 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 450＋ 21：25．61� 2．3�
35 スパイラルステップ 牝3鹿 54 酒井 学吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512 ―1：25．81� 67．5�
815 トウカイルンバ 牡3黒鹿56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 444－ 41：26．01� 5．4�
59 プレイアンドラスト 牝3鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 448－ 61：26．21� 71．3	
612 マ ウ ロ ア 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422＋ 6 〃 クビ 31．9

714 リミットレス 牡3栗 56 �島 良太�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468－ 6 〃 アタマ 7．9�
713 フェイバーシチー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 486－ 21：26．3� 70．0�
611 カラフルマーメイド 牝3鹿 54 浜中 俊谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 472＋241：26．4クビ 20．9
11 ブレイジング 牝3黒鹿54 幸 英明 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 470＋ 21：26．93 9．8�
23 イ チ ズ 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 須崎牧場 B492＋ 61：27．0� 50．2�
24 タイセイグローリア 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高岸 順一 490± 01：27．21� 300．4�
48 メイショウゴザン 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 岡田 稲男 むかわ 真壁 信一 482－141：27．3� 357．1�
816 タイキフロンティア 牡3黒鹿 56

53 ▲�島 克駿�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 460－101：27．93� 6．9�

12 ダノンジュエル 牝3芦 54 松田 大作�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 21：28．64 30．7�
510 ルスナイキャンディ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 476＋16 （競走中止） 97．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，927，100円 複勝： 29，885，000円 枠連： 15，175，000円
馬連： 47，264，900円 馬単： 24，337，900円 ワイド： 27，868，700円
3連複： 62，766，800円 3連単： 79，327，700円 計： 310，553，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 120円 � 1，200円 枠 連（3－4） 1，550円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 660円 �� 12，760円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 33，960円 3 連 単 ��� 193，640円

票 数

単勝票数 計 239271 的中 � 15090（6番人気）
複勝票数 計 298850 的中 � 19202（6番人気）� 96566（1番人気）� 4257（13番人気）
枠連票数 計 151750 的中 （3－4） 7571（8番人気）
馬連票数 計 472649 的中 �� 22758（6番人気）
馬単票数 計 243379 的中 �� 4638（14番人気）
ワイド票数 計 278687 的中 �� 11692（7番人気）�� 538（71番人気）�� 2130（33番人気）
3連複票数 計 627668 的中 ��� 1386（96番人気）
3連単票数 計 793277 的中 ��� 297（517番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．1―12．2―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．2―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルディーヴァ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Nureyev デビュー 2015．6．14 阪神9着

2012．3．11生 牝3栗 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 4戦1勝 賞金 4，000，000円
〔競走中止〕 ルスナイキャンディ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 スパイラルステップ号は，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 アキトプラズマ号

26004 9月12日 晴 稍重 （27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

12 アスクティターン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 488－ 61：53．3 36．5�
47 デザフィーオ 牡3黒鹿56 幸 英明今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 21：53．61� 9．0�
11 ビービーボヌール 牡3青鹿56 M．デムーロ�坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 478－ 41：54．23� 2．7�
612 カフジエンパイア 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 514± 01：54．41� 8．6�
36 シャイニービーム 牡3鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 442－ 6 〃 アタマ 112．0�
816 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56 和田 竜二	ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 21：54．5� 2．5

48 サンライズリゾート 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B506－ 81：54．6� 12．1�
23 ナムラキャニオン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真奈村 睦弘氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 470± 01：54．92 32．7�
714 ウォーターティアナ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 466－ 81：55．11� 65．0
24 デルマヤブラコウジ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 424± 01：57．6大差 173．3�
510 ローレルトレゾール 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太 	ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 504＋ 61：57．81 131．4�
815 メイショウアリバダ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 466＋ 7 〃 クビ 328．8�
611 メイショウショウキ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 496－ 61：58．43� 438．9�
713 メイショウカルデラ 牡3芦 56 太宰 啓介松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 482＋ 41：59．46 425．0�
59 ワンダージンテーゼ 牡3黒鹿56 岩田 康誠山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 460－ 6 〃 アタマ 14．0�
35 ナンゴクミチカ 牝3鹿 54 菱田 裕二渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 462－141：59．5クビ 132．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，883，300円 複勝： 32，447，800円 枠連： 14，570，000円
馬連： 46，476，600円 馬単： 30，358，600円 ワイド： 29，683，300円
3連複： 70，912，100円 3連単： 101，780，800円 計： 353，112，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 1，200円 � 320円 � 140円 枠 連（1－4） 610円

馬 連 �� 16，900円 馬 単 �� 30，390円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 1，960円 �� 690円

3 連 複 ��� 15，170円 3 連 単 ��� 118，820円

票 数

単勝票数 計 268833 的中 � 5885（8番人気）
複勝票数 計 324478 的中 � 4999（8番人気）� 22744（6番人気）� 86453（1番人気）
枠連票数 計 145700 的中 （1－4） 18365（2番人気）
馬連票数 計 464766 的中 �� 2131（30番人気）
馬単票数 計 303586 的中 �� 749（59番人気）
ワイド票数 計 296833 的中 �� 1347（33番人気）�� 3840（18番人気）�� 11779（8番人気）
3連複票数 計 709121 的中 ��� 3505（38番人気）
3連単票数 計1017808 的中 ��� 621（269番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―35．9―48．7―1：01．7―1：14．7―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．6
1
3
・（2，14）5，11，4，9，12，6（1，8）（7，16）3－10－（13，15）
2，14（12，5）（9，8）（6，7，16）11（4，1）3，10（13，15）

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

勝馬の
紹 介

アスクティターン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．4．18 阪神12着

2012．4．5生 牡3鹿 母 トレノトマト 母母 フューチャトマト 3戦1勝 賞金 4，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマヤブラコウジ号・ローレルトレゾール号・メイショウアリバダ号・メイショウショウキ号・

メイショウカルデラ号・ワンダージンテーゼ号・ナンゴクミチカ号は，「タイムオーバーによる出走制
限」のため，平成27年10月12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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プリーメル号



26005 9月12日 晴 良 （27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
1：32．3

良
良

55 エアスピネル 牡2栗 54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480 ―1：34．5 1．9�
811� ハリケーンバローズ 牡2鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Dr. Naoya Yoshida

& Bill Justice 492 ―1：34．82 2．9�
11 ロ ジ ク ラ イ 牡2黒鹿54 浜中 俊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 526 ―1：35．43� 10．3�
66 ノ ガ ロ 牡2栗 54

53 ☆松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516 ―1：35．5クビ 6．9�

78 エイシンギガント 牡2黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 468 ―1：35．81	 23．0�
22 グランノーブル 牡2鹿 54

51 ▲
島 克駿三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 482 ―1：35．9� 17．7	
67 ゴ ー ル ド 牡2栗 54 
島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 450 ―1：37．6大差 108．5

810 アマルティア 牝2黒鹿54 松山 弘平�ターフ・スポート安達 昭夫 日高 幾千世牧場 462 ―1：37．91� 27．6�
33 コスモカット 牡2鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 460 ―1：38．11� 139．1
79 サカジロチュウオー 牡2鹿 54 岩田 康誠ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 幾千世牧場 460 ―1：39．37 53．0�
44 シゲルアカカマス 牡2栗 54 熊沢 重文森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498 ―1：51．3大差 207．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，092，700円 複勝： 33，896，200円 枠連： 9，105，400円
馬連： 41，561，000円 馬単： 31，906，300円 ワイド： 26，067，300円
3連複： 51，504，400円 3連単： 107，451，000円 計： 334，584，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 130円 �� 320円 �� 350円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 330927 的中 � 132372（1番人気）
複勝票数 計 338962 的中 � 148989（1番人気）� 72140（2番人気）� 23526（4番人気）
枠連票数 計 91054 的中 （5－8） 27426（1番人気）
馬連票数 計 415610 的中 �� 111593（1番人気）
馬単票数 計 319063 的中 �� 48433（1番人気）
ワイド票数 計 260673 的中 �� 71318（1番人気）�� 16696（4番人気）�� 14711（5番人気）
3連複票数 計 515044 的中 ��� 53695（2番人気）
3連単票数 計1074510 的中 ��� 41786（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．7―48．3―1：00．6―1：11．9―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアスピネル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．2．10生 牡2栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアカカマス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月12日まで平

地競走に出走できない。

26006 9月12日 晴 良 （27阪神4）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時45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

34 ナタリーバローズ 牝2鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 452 ―1：23．2 4．8�
58 エルビッシュ 牝2黒鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 434 ―1：23．62� 4．0�
610 エレンミーレ 牝2栗 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 444 ―1：24．13 16．3�
22 ディアマンテベルデ 牝2鹿 54 浜中 俊吉田 勝己氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 アタマ 6．0�
47 シ ガ リ ロ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 安達 昭夫 日高 白井牧場 450 ―1：24．2� 128．2�
814 バ オ バ ブ 牝2芦 54 岩田 康誠 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 438 ―1：24．41� 13．7	
23 イ ザ ナ イ 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬松田 整二氏 松下 武士 新ひだか 松田牧場 454 ― 〃 クビ 60．6

59 スマートシモーヌ 牝2鹿 54 武 豊大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 436 ―1：24．6� 11．7�
713 ショウナンマシェリ 牝2鹿 54 幸 英明�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456 ―1：24．81� 3．4
11 ブルーホエール 牝2黒鹿54 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 444 ―1：25．01� 63．2�
611 メイショウハチキン 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿松本 好雄氏 池添 学 浦河 太陽牧場 384 ―1：25．21� 107．1�
35 アークマイニング 牝2栗 54 国分 恭介門野 文典氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 500 ―1：26．05 17．2�
46 ラガーエミリー 牝2黒鹿54 菱田 裕二奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 岡田 猛 466 ―1：26．32 139．9�
815 メイショウウララカ 牝2黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 408 ―1：26．4� 153．5�
712 クニサキゴメスタア 牝2栗 54 花田 大昂國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 480 ―1：26．72 252．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，575，300円 複勝： 28，870，100円 枠連： 12，581，000円
馬連： 47，551，700円 馬単： 24，018，400円 ワイド： 25，429，500円
3連複： 57，023，700円 3連単： 79，969，400円 計： 300，019，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 160円 � 400円 枠 連（3－5） 590円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，550円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 24，610円

票 数

単勝票数 計 245753 的中 � 40244（3番人気）
複勝票数 計 288701 的中 � 43575（3番人気）� 56520（2番人気）� 14316（8番人気）
枠連票数 計 125810 的中 （3－5） 16361（2番人気）
馬連票数 計 475517 的中 �� 35952（3番人気）
馬単票数 計 240184 的中 �� 7799（7番人気）
ワイド票数 計 254295 的中 �� 23438（2番人気）�� 3861（20番人気）�� 6071（12番人気）
3連複票数 計 570237 的中 ��� 8209（20番人気）
3連単票数 計 799694 的中 ��� 2355（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．7―59．7―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナタリーバローズ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2013．3．23生 牝2鹿 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26007 9月12日 晴 良 （27阪神4）第1日 第7競走 ��
��1，200�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

48 サカジロヴィグラス 牝4黒鹿 55
52 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 516± 01：11．2 32．5�

510� テーオーヘリオス 牡3鹿 55 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 478± 0 〃 アタマ 4．7�

23 � エイシンラナウェー 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 488＋ 21：11．3	 1．5�

713 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 55
52 ▲
島 克駿小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 508－101：11．51� 202．1�

36 � メンカウラー 牡4黒鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 小崎 憲 米
Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B502＋16 〃 クビ 95．9�
611 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 53 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 410＋ 41：11．6クビ 108．5	
714 トウケイタイガー 牡4黒鹿57 松田 大作木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 458± 01：12．23	 10．1

12 レモンティー 牝4黒鹿55 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470＋ 4 〃 クビ 75．2�
612 ミキノグランプリ 牡4栗 57 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 462＋ 81：12．41� 36．3�
816 バ リ キ 牡3栗 55 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 452＋ 41：12．5クビ 14．7
815 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 国分 優作竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 496＋ 81：12．6	 482．3�
24 ショウナンサアーダ 牝3黒鹿 53

52 ☆松若 風馬国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 500＋ 8 〃 アタマ 80．1�
47 ウェディングラン 牝3鹿 53

50 ▲加藤 祥太小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 430＋ 21：12．81� 294．7�
35 � アートオブキング 牡6栗 57

55 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm 486＋ 4 〃 クビ 202．6�
11 リバーコンサート 牝4栗 55 福永 祐一河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 440－ 81：14．18 36．5�
59 � アンクルダイチ 牡3鹿 55 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

490＋101：15．16 10．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，506，400円 複勝： 92，115，500円 枠連： 19，673，700円
馬連： 76，989，000円 馬単： 45，069，100円 ワイド： 41，575，000円
3連複： 96，703，100円 3連単： 165，823，900円 計： 575，455，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 330円 � 140円 � 110円 枠 連（4－5） 4，100円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 17，620円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 700円 �� 190円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 36，080円

票 数

単勝票数 計 375064 的中 � 9219（6番人気）
複勝票数 計 921155 的中 � 22470（6番人気）� 89492（2番人気）� 592250（1番人気）
枠連票数 計 196737 的中 （4－5） 3717（13番人気）
馬連票数 計 769890 的中 �� 11190（15番人気）
馬単票数 計 450691 的中 �� 1918（38番人気）
ワイド票数 計 415750 的中 �� 7445（15番人気）�� 13302（7番人気）�� 69801（1番人気）
3連複票数 計 967031 的中 ��� 35002（5番人気）
3連単票数 計1658239 的中 ��� 3332（97番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．0―12．1―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．9 京都13着

2011．5．30生 牝4黒鹿 母 ヒカルマイハート 母母 ヒカルバリオス 17戦3勝 賞金 26，100，000円
〔制裁〕 ゴマスリオトコ号の騎手
島克駿は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔その他〕 アンクルダイチ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンクルダイチ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年10月12日まで出走できない。
※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） 2頭 イズモ号・サンビショップ号

26008 9月12日 晴 良 （27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 7，500，000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

22 ジャズファンク 牡3鹿 54 武 豊市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492± 02：01．0 6．0�
712 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 452＋12 〃 クビ 3．7�
45 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿52 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 2 〃 ハナ 48．8�
814 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 512± 02：01．32 8．1�
11 シンボリシャガール 牡3鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 446－ 62：01．4	 112．9�
813
 シゲルエベッサン 牡3鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 480＋ 42：01．5	 25．5	
33 ダブルイーグル 牡7鹿 57

54 ▲�島 克駿田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 476－142：01．6� 52．8

69 マコトグロズヌイ 牡4芦 57 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 520± 02：01．7	 16．3�
58 トーホウスマート 牡5栗 57 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 460± 02：01．8	 13．0
34 センセーション 牝4鹿 55 M．デムーロ田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B480＋ 42：02．01 3．5�
610 サウンドギャツビー 牡3黒鹿54 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496＋ 4 〃 ハナ 153．1�
46 ヤマニンアリエッタ 牝4黒鹿55 和田 竜二土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 520± 0 〃 クビ 79．2�
57 カレンラストショー 牡3栗 54

53 ☆松若 風馬鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 432－ 22：02．31� 8．0�
711 マツリダアンバター 牡3黒鹿54 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 454± 02：02．4	 26．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，521，800円 複勝： 47，659，400円 枠連： 18，920，900円
馬連： 72，592，400円 馬単： 35，720，900円 ワイド： 38，504，700円
3連複： 100，259，600円 3連単： 127，790，700円 計： 472，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 170円 � 930円 枠 連（2－7） 1，060円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，500円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 10，980円 3 連 単 ��� 48，320円

票 数

単勝票数 計 315218 的中 � 42022（3番人気）
複勝票数 計 476594 的中 � 60481（4番人気）� 90155（2番人気）� 9814（11番人気）
枠連票数 計 189209 的中 （2－7） 13785（5番人気）
馬連票数 計 725924 的中 �� 51640（2番人気）
馬単票数 計 357209 的中 �� 10621（10番人気）
ワイド票数 計 385047 的中 �� 18804（5番人気）�� 2710（39番人気）�� 4229（27番人気）
3連複票数 計1002596 的中 ��� 6844（39番人気）
3連単票数 計1277907 的中 ��� 1917（161番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．1―12．0―12．6―12．2―12．1―12．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．3―48．3―1：00．9―1：13．1―1：25．2―1：37．3―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャズファンク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．27 札幌1着

2012．4．4生 牡3鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 7戦2勝 賞金 23，401，000円



26009 9月12日 晴 良 （27阪神4）第1日 第9競走 ��
��1，800�

の わ き

野 分 特 別
発走14時25分（番組第10競走を順序変更） （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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

66 ミッキーオリビエ 牡3栗 54 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B534－ 41：47．5 3．0�
11 キングズオブザサン �4芦 57 M．デムーロ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 474＋ 61：47．81	 3．5�
88 キリシマホーマ 牡4鹿 57 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 518－ 4 〃 ハナ 3．5�
44 オーキッドレイ 牝5鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 27．9�
89 サンセットスカイ 牡5栗 57 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 8 〃 アタマ 6．5	
22 ウインクルキラリ 牝5栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 494± 01：48．11	 30．7

33 ディープウェーブ 牡5青鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－101：48．31
 8．0�
55 トウカイメリー 牝6青鹿55 川島 信二内村 正則氏 石橋 守 日高 福満牧場 462＋ 41：48．62 91．9�
77 ロープアドープ 牡3青鹿54 小坂 忠士 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 浦河 日進牧場 474－ 21：50．4大差 236．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 37，062，300円 複勝： 41，145，000円 枠連： 18，840，600円
馬連： 82，906，200円 馬単： 49，441，100円 ワイド： 35，392，000円
3連複： 96，937，600円 3連単： 226，008，000円 計： 587，732，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（1－6） 780円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 330円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，910円

票 数

単勝票数 計 370623 的中 � 97231（1番人気）
複勝票数 計 411450 的中 � 100456（2番人気）� 57853（4番人気）� 103004（1番人気）
枠連票数 計 188406 的中 （1－6） 18489（4番人気）
馬連票数 計 829062 的中 �� 90898（2番人気）
馬単票数 計 494411 的中 �� 27211（5番人気）
ワイド票数 計 353920 的中 �� 24988（5番人気）�� 50272（1番人気）�� 25809（4番人気）
3連複票数 計 969376 的中 ��� 92377（2番人気）
3連単票数 計2260080 的中 ��� 41852（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―48．5―1：01．2―1：13．5―1：24．7―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 2，4＝6，1，9（5，8）（7，3） 4 2－4－6（1，9）8（5，3）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーオリビエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．29 京都10着

2012．3．29生 牡3栗 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 7戦3勝 賞金 31，103，000円

26010 9月12日 晴 良 （27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（番組第9競走を順序変更） （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．9．13以降27．9．6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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

48 スリータイタン �6黒鹿53 福永 祐一永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 458＋ 22：04．2 40．3�
36 スワーヴカイザー 牡4青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 548＋14 〃 クビ 8．5�
713� ミキノハルモニー 牡4栃栗54 城戸 義政谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 452－ 22：04．52 21．8�
35 トウケイウイン 牡5黒鹿55 太宰 啓介木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 448－ 82：05．03 6．6�
47 クレスコモア 牡5黒鹿54 松山 弘平堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 516－ 6 〃 アタマ 25．4�
24 プリンスダム 牡4黒鹿57 浜中 俊 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B492－ 22：05．1クビ 2．2

612 パフュームボム 牝4鹿 52 国分 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472＋ 6 〃 クビ 52．8�
510 マ ユ キ 牝4栗 54 川田 将雅稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 482＋ 2 〃 アタマ 18．6�
611 メテオライト �6栗 53 岩田 康誠 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 アタマ 46．7
714 アスターフレンチ 牡5栗 53 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 508－ 6 〃 ハナ 29．0�
816 カ ト ラ ス �5芦 54 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 476＋ 62：05．2クビ 14．5�
815 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿55 武 豊松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 22：05．3	 13．0�
59 カリスマサンタイム 牡5黒鹿53 幸 英明畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 506－102：05．4クビ 114．7�
12 � ヤマカツティラノ 牡6鹿 53 松若 風馬山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 486＋122：06．03
 73．1�
11 � タンスチョキン 牝5鹿 52 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 494＋ 42：06．53 110．7�
23 テイエムグンカン 牡3栗 53 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 502＋ 42：08．110 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，303，500円 複勝： 64，288，600円 枠連： 35，657，400円
馬連： 126，839，100円 馬単： 58，580，100円 ワイド： 60，900，300円
3連複： 174，059，900円 3連単： 246，513，700円 計： 810，142，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，030円 複 勝 � 1，140円 � 380円 � 630円 枠 連（3－4） 3，020円

馬 連 �� 17，450円 馬 単 �� 43，930円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 8，380円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 76，200円 3 連 単 ��� 657，060円

票 数

単勝票数 計 433035 的中 � 8596（11番人気）
複勝票数 計 642886 的中 � 13863（11番人気）� 48960（4番人気）� 26579（8番人気）
枠連票数 計 356574 的中 （3－4） 9134（11番人気）
馬連票数 計1268391 的中 �� 5632（47番人気）
馬単票数 計 585801 的中 �� 1000（112番人気）
ワイド票数 計 609003 的中 �� 2907（53番人気）�� 1864（75番人気）�� 4564（33番人気）
3連複票数 計1740599 的中 ��� 1713（179番人気）
3連単票数 計2465137 的中 ��� 272（1354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．1―48．4―1：01．0―1：13．4―1：26．0―1：38．6―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリータイタン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．6．23 阪神11着

2009．2．15生 �6黒鹿 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 24戦4勝 賞金 46，847，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ディルガ号



26011 9月12日 晴 良 （27阪神4）第1日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814 エーシンビートロン 牡9黒鹿58 酒井 学�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 482－ 21：23．4 73．1�
11 タイセイファントム 牡7鹿 57 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 452－ 21：23．5	 10．4�
34 ガ ン ジ ス 牡6栗 57 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 510± 01：23．6クビ 33．6�
610 レッドアルヴィス 牡4鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502－10 〃 クビ 2．6�
35 
 ニシケンモノノフ 牡4栗 56 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 498＋ 41：23．7� 2．9�
47 アメージングタクト 牡5鹿 56 松山 弘平 	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 472＋101：23．8クビ 56．8

815 メイショウノーベル 牡6栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 504－ 21：24．22� 20．7�
713 デザートオアシス 牡7鹿 56 和田 竜二 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 530－ 2 〃 アタマ 82．2�
23 フミノファルコン 牡5黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 540＋ 61：24．3クビ 5．3
712 オースミイージー 牡7鹿 56 松若 風馬�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 514＋ 21：24．62 249．2�
58 ラヴィアンクレール 牡7黒鹿56 M．デムーロ 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 458－ 41：25．02� 17．0�
59 ドレッドノート �7栗 56 島 克駿	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476－ 41：25．1� 138．1�
611 アスコットシチー 牡6栗 56 小牧 太 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 478＋ 6 〃 ハナ 127．9�
46 ゴーイングパワー 牡6鹿 56 浜中 俊林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 496－ 41：25．2� 22．9�
22 オーミアリス 牝3黒鹿52 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 464± 01：26．37 83．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，389，300円 複勝： 99，217，700円 枠連： 51，631，600円
馬連： 273，612，700円 馬単： 123，681，500円 ワイド： 116，855，600円
3連複： 365，064，900円 3連単： 623，739，400円 計： 1，728，192，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，310円 複 勝 � 1，090円 � 310円 � 710円 枠 連（1－8） 4，220円

馬 連 �� 24，140円 馬 単 �� 59，690円

ワ イ ド �� 4，280円 �� 12，520円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 118，010円 3 連 単 ��� 1，284，690円

票 数

単勝票数 計 743893 的中 � 8137（10番人気）
複勝票数 計 992177 的中 � 22001（9番人気）� 96263（4番人気）� 35130（8番人気）
枠連票数 計 516316 的中 （1－8） 9475（16番人気）
馬連票数 計2736127 的中 �� 8782（40番人気）
馬単票数 計1236815 的中 �� 1554（95番人気）
ワイド票数 計1168556 的中 �� 7052（34番人気）�� 2383（64番人気）�� 10542（28番人気）
3連複票数 計3650649 的中 ��� 2320（169番人気）
3連単票数 計6237394 的中 ��� 352（1180番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．5―11．8―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．0―45．5―57．3―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビートロン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2008．10．26 京都5着

2006．3．25生 牡9黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ 36戦7勝 賞金 176，759，000円
［他本会外：3戦1勝］

26012 9月12日 晴 良 （27阪神4）第1日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

11 タマモイヤリング 牝3黒鹿53 秋山真一郎タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 452＋ 41：21．1 13．2�
510 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川田 将雅小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 3．9�
818 トシストロング 牡4鹿 57 国分 優作上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478± 01：21．2クビ 21．9�
47 ジョーウォルター 牡4鹿 57 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 472＋121：21．3� 17．9�
59 メイショウラバンド 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 448＋ 41：21．4� 75．1�
714 ツィンクルソード 牡4芦 57 北村 友一 	サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 6．2

817 ナムラマサシゲ 牡4栗 57

54 ▲義 英真奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500± 0 〃 ハナ 10．0�
12 コルボノワール 牝3青鹿53 福永 祐一�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 454－ 41：21．61� 9．1�
612 ノーブルルージュ 牝3黒鹿53 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 450＋ 21：21．7クビ 16．0
715 グッドレインボー 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 468－ 4 〃 ハナ 60．6�
24 ナンヨーユナ 牝5芦 55

52 ▲加藤 祥太中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 ハナ 120．9�
23 エイシンアリエル 牝3鹿 53 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 474＋ 61：21．91� 65．1�
36 ジューンロディ 牡3鹿 55 松田 大作吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 494＋ 6 〃 クビ 7．1�
35 ニホンピロマイティ 牡5黒鹿57 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450± 0 〃 ハナ 117．7�
816 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 和田 竜二	宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 444＋ 21：22．0� 141．6�
611 ケイリンボス 牡4栗 57 M．デムーロ山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 514＋ 61：22．21� 6．6�
713 シゲルアオイマツリ 牡3黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 464＋ 61：22．52 50．5�
48 タガノレベッカ 牝4栗 55 菱田 裕二八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446± 0 〃 ハナ 89．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，297，600円 複勝： 71，829，500円 枠連： 35，980，400円
馬連： 148，389，100円 馬単： 54，326，300円 ワイド： 66，610，600円
3連複： 173，377，000円 3連単： 236，629，000円 計： 832，439，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 420円 � 160円 � 490円 枠 連（1－5） 1，300円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 3，940円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 21，060円 3 連 単 ��� 136，800円

票 数

単勝票数 計 452976 的中 � 27412（7番人気）
複勝票数 計 718295 的中 � 38373（7番人気）� 149508（1番人気）� 31692（9番人気）
枠連票数 計 359804 的中 （1－5） 21435（5番人気）
馬連票数 計1483891 的中 �� 35436（10番人気）
馬単票数 計 543263 的中 �� 5485（26番人気）
ワイド票数 計 666106 的中 �� 15663（8番人気）�� 4235（43番人気）�� 11599（15番人気）
3連複票数 計1733770 的中 ��� 6173（74番人気）
3連単票数 計2366290 的中 ��� 1254（469番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―33．9―45．5―57．1―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモイヤリング �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．6 中京5着

2012．2．19生 牝3黒鹿 母 タマモピアス 母母 ダイヤモンドピアス 10戦2勝 賞金 16，200，000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 エイシンバッケン号・ゲネラルプローベ号
（非抽選馬） 1頭 タガノウォーリア号



（27阪神4）第1日 9月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

201，050，000円
2，080，000円
9，980，000円
1，270，000円
17，190，000円
60，554，250円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
439，650，300円
705，290，000円
252，666，500円
1，040，764，600円
538，047，100円
518，329，200円
1，358，388，400円
2，207，891，800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 7，061，027，900円

総入場人員 14，231名 （有料入場人員 13，308名）
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