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26037 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4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

816 コパノリスボン 牡2栗 54 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 470＋ 21：13．2 2．9�
611 ウインフェルベール 牡2青鹿54 川田 将雅�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 464± 01：14．58 3．0�
713 シゲルムロアジ 牡2青鹿54 国分 優作森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 486＋101：14．6� 35．4�
35 スナークスカイ 牡2鹿 54 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 450＋ 21：14．7� 11．9�
48 シゲルクロマグロ 牡2黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 522＋181：14．91� 89．9�
12 ヨ シ オ 牡2鹿 54 福永 祐一仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452－ 81：15．0� 19．3	
815 ナ イ ス ワ ン 牡2栗 54

51 ▲加藤 祥太田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 434＋ 41：15．21 29．6

23 タガノフォルトゥナ 牡2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 0 〃 クビ 4．9�
612 シゲルオキサワラ 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 444＋ 2 〃 アタマ 84．4�
47 シルバーゲイル 牡2芦 54 幸 英明林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 増本 良孝 492± 01：15．3クビ 46．2
11 カガフルスロットル 牡2鹿 54 内田 博幸香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 440－ 81：15．62 15．5�
36 ヴ イ カ ン プ 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 462＋121：15．81� 41．3�
714 ア テ ス ト 牝2栗 54 川須 栄彦山本 武司氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 452－ 41：15．9クビ 76．1�
59 コウザンハピネス 牝2鹿 54 高倉 稜山下 良子氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 430＋ 41：16．21� 365．0�
510 ヤマニンラファール 牡2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 450＋161：16．41� 28．6�
24 サ サ メ ユ キ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 川端 英幸 444－ 81：16．72 164．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，860，500円 複勝： 36，458，700円 枠連： 14，312，900円
馬連： 58，867，000円 馬単： 32，143，300円 ワイド： 36，260，600円
3連複： 86，683，500円 3連単： 111，890，700円 計： 399，477，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 120円 � 570円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，180円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 228605 的中 � 61357（1番人気）
複勝票数 計 364587 的中 � 77011（2番人気）� 98308（1番人気）� 9717（9番人気）
枠連票数 計 143129 的中 （6－8） 25900（1番人気）
馬連票数 計 588670 的中 �� 94018（1番人気）
馬単票数 計 321433 的中 �� 24420（2番人気）
ワイド票数 計 362606 的中 �� 46224（1番人気）�� 7092（12番人気）�� 5815（17番人気）
3連複票数 計 866835 的中 ��� 16926（8番人気）
3連単票数 計1118907 的中 ��� 5991（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―12．2―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．2―48．4―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 16，8（3，11，15）（2，12）（9，13）5（1，6）（10，14）4，7 4 16，8（11，15）3（5，2）12（1，9，13）（6，14）（4，10）7

勝馬の
紹 介

コパノリスボン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．6．21 函館9着

2013．3．14生 牡2栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 3戦1勝 賞金 5，750，000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 メイショウヨイチ号

26038 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4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

22 ウインハートビート 牡2栗 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 61：22．4 13．0�
33 メイショウトキン 牡2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 462－ 61：22．5� 3．9�
11 ジョーマイク 牡2栗 54 福永 祐一上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 466＋ 21：22．6� 4．5�
811 フィールドシャルム 牡2鹿 54 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 61：22．7クビ 4．8�
55 ア ウ ズ 牡2栗 54 松田 大作杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 456＋241：22．8� 75．5�
67 オールドラゴン 牡2栗 54

51 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 新冠伊藤牧場 414－ 2 〃 クビ 302．2	
56 キンシロケット 牡2鹿 54

51 ▲	島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 460－ 41：23．01
 4．9

44 ビップトイトイトイ 牡2黒鹿54 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 482± 01：23．1� 19．9�
710 シゲルシロアマダイ 牡2芦 54 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B436＋ 41：23．42 66．2�
812 トウケイドライヴ 牡2鹿 54 中谷 雄太木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 450＋ 21：23．6� 12．2
79 ポッドシルビア 牝2青鹿54 岩田 康誠小川眞査雄氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 432＋ 21：24．13 9．0�
68 ブルベアカトラス 牡2鹿 54 幸 英明 �ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 久井牧場 474－101：24．52� 39．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，347，300円 複勝： 40，678，800円 枠連： 12，717，100円
馬連： 57，938，400円 馬単： 31，223，300円 ワイド： 32，243，600円
3連複： 79，482，800円 3連単： 109，702，900円 計： 389，334，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 350円 � 170円 � 170円 枠 連（2－3） 2，980円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 920円 �� 950円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 26，810円

票 数

単勝票数 計 253473 的中 � 15551（7番人気）
複勝票数 計 406788 的中 � 23974（7番人気）� 72323（1番人気）� 66005（3番人気）
枠連票数 計 127171 的中 （2－3） 3305（13番人気）
馬連票数 計 579384 的中 �� 17502（12番人気）
馬単票数 計 312233 的中 �� 3931（30番人気）
ワイド票数 計 322436 的中 �� 8451（15番人気）�� 8154（16番人気）�� 27404（1番人気）
3連複票数 計 794828 的中 ��� 18878（10番人気）
3連単票数 計1097029 的中 ��� 2966（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．3―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインハートビート �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．9 小倉7着

2013．5．6生 牡2栗 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 3戦1勝 賞金 5，000，000円

第４回 阪神競馬 第４日



26039 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4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

48 バイナリーコード 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 464－121：55．0 2．2�
59 チャーミングポッケ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋ 6 〃 クビ 169．6�
713 バイオレットフィズ 牝3黒鹿54 秋山真一郎中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 438＋ 61：55．1� 7．6�
11 クレスコエルザ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 418± 01：55．73� 35．3�
510 トゥルーロマンス 牝3栗 54 川田 将雅飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 468＋101：56．12� 4．5�
611 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 池添 謙一 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 478＋ 21：56．2� 4．9	
24 ア ニ エ ー ル 牝3青鹿54 吉田 豊寺田千代乃氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 476± 01：57．47 109．4

23 トウカイヒロイン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 474＋ 41：57．5� 39．3�
714 ミスズメサイア 牝3鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 454－161：57．92� 23．9�
12 プ リ ー メ ル 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482－ 81：58．0クビ 15．1
815 マイフォルトゥーナ 牝3黒鹿54 菱田 裕二野田 善己氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 404＋ 21：58．63� 183．5�
816 ワンダーヴィグルー 牝3鹿 54 太宰 啓介山本 信行氏 吉村 圭司 浦河 村下農場 474＋ 61：58．81 44．3�
35 メイショウソウソウ 牝3鹿 54 中谷 雄太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム B460± 01：59．65 36．3�
36 メイショウコーラル 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 406＋ 21：59．7クビ 343．7�
612 カネトシルミナ 牝3鹿 54 森 一馬兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 武田 寛治 420－182：00．12� 424．8�
47 オースミイヒラニ 牝3黒鹿54 国分 優作�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 442－ 52：07．4大差 101．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，552，300円 複勝： 35，673，100円 枠連： 14，866，200円
馬連： 55，363，500円 馬単： 38，921，400円 ワイド： 33，934，900円
3連複： 79，536，000円 3連単： 122，976，700円 計： 407，824，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 2，120円 � 200円 枠 連（4－5） 500円

馬 連 �� 10，530円 馬 単 �� 21，630円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 430円 �� 10，200円

3 連 複 ��� 31，950円 3 連 単 ��� 174，810円

票 数

単勝票数 計 265523 的中 � 96453（1番人気）
複勝票数 計 356731 的中 � 96856（1番人気）� 2783（14番人気）� 44008（4番人気）
枠連票数 計 148662 的中 （4－5） 23029（1番人気）
馬連票数 計 553635 的中 �� 4071（28番人気）
馬単票数 計 389214 的中 �� 1349（49番人気）
ワイド票数 計 339349 的中 �� 2617（31番人気）�� 22807（3番人気）�� 799（61番人気）
3連複票数 計 795360 的中 ��� 1867（70番人気）
3連単票数 計1229767 的中 ��� 510（370番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．3―13．0―13．4―13．0―12．7―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―37．0―50．0―1：03．4―1：16．4―1：29．1―1：41．8

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

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

勝馬の
紹 介

バイナリーコード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．3．8 阪神8着

2012．4．29生 牝3栗 母 シークレットコード 母母 マジックコード 5戦1勝 賞金 7，660，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウソウソウ号・メイショウコーラル号・カネトシルミナ号・オースミイヒラニ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月20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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カネトシステータス号・ツルミスカイ号・パルテノン号・メイショウアナベル号・ラブラドリカ号

26040 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時25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
1：11．0
1：10．2

良
不良

22 プレスティージオ 牡2栗 54 北村 友一奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 476 ―1：13．9 7．2�
11 デピュティスカイ 牡2鹿 54 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 480 ―1：15．07 19．5�
89 ナ ナ パ ン チ 牝2黒鹿54 太宰 啓介山上 和良氏 目野 哲也 浦河 カナイシスタッド 442 ―1：15．53 41．8�
77 ダウンフォース 牡2黒鹿54 幸 英明黒川 哲美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452 ―1：15．92� 7．7�
88 アローフロスト 牡2栗 54 酒井 学村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 452 ―1：16．1� 15．3�
44 ク ラ ッ プ ス 牡2黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 460 ― 〃 クビ 15．6�
66 カプチーノコースト 牝2鹿 54 武 豊村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482 ―1：16．31	 1．3	
55 シゲルホンダイ 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 456 ―1：16．4� 25．5

33 テイエムマイツル 牝2鹿 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高テイエム
牧場株式会社 386 ―1：17．25 152．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，078，300円 複勝： 86，111，100円 枠連： 9，077，400円
馬連： 35，872，100円 馬単： 36，760，900円 ワイド： 23，329，400円
3連複： 46，140，500円 3連単： 128，092，900円 計： 395，462，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 570円 � 1，340円 � 2，600円 枠 連（1－2） 6，140円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，700円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 34，460円 3 連 単 ��� 259，400円

票 数

単勝票数 計 300783 的中 � 33377（2番人気）
複勝票数 計 861111 的中 � 42683（2番人気）� 16677（5番人気）� 8375（8番人気）
枠連票数 計 90774 的中 （1－2） 1144（15番人気）
馬連票数 計 358721 的中 �� 5461（11番人気）
馬単票数 計 367609 的中 �� 2451（21番人気）
ワイド票数 計 233294 的中 �� 6105（11番人気）�� 2195（23番人気）�� 1540（27番人気）
3連複票数 計 461405 的中 ��� 1004（56番人気）
3連単票数 計1280929 的中 ��� 358（279番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．7―12．6―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（2，4）－5（8，6）－（7，9）－1，3 4 2，4（8，5）6，7（1，9）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プレスティージオ �

父 カジノドライヴ �


母父 ラストタイクーン 初出走

2013．4．13生 牡2栗 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26041 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4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
1：45．9

良
良

44 スマートオーディン 牡2黒鹿54 M．デムーロ大川 徹氏 松田 国英 新冠 スカイビーチステーブル 476 ―1：51．1 1．7�
11 レヴィンインパクト 牡2鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 464 ―1：51．52� 3．2�
66 カフジキング 牡2鹿 54 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 452 ―1：51．82 25．7�
33 キタサンミサイル 牡2青鹿54 C．ルメール�大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 518 ―1：51．9クビ 20．1�
22 レッドウィズダム 牡2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 496 ―1：52．11� 7．0	
88 オンザロックス 牡2鹿 54 川田 将雅稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 462 ―1：52．31� 10．3

77 ビービーブレスユー 牡2鹿 54 和田 竜二�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 482 ― 〃 ハナ 37．6�
55 クレスコキングス 牡2鹿 54 松山 弘平堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 482 ―1：52．72� 33．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，706，000円 複勝： 45，392，600円 枠連： 発売なし
馬連： 61，430，600円 馬単： 40，350，400円 ワイド： 28，407，500円
3連複： 65，773，900円 3連単： 161，194，000円 計： 441，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 650円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 387060 的中 � 173180（1番人気）
複勝票数 計 453926 的中 � 238693（1番人気）� 83942（2番人気）� 15354（6番人気）
馬連票数 計 614306 的中 �� 172632（1番人気）
馬単票数 計 403504 的中 �� 70410（1番人気）
ワイド票数 計 284075 的中 �� 62720（1番人気）�� 9182（8番人気）�� 8451（10番人気）
3連複票数 計 657739 的中 ��� 25231（6番人気）
3連単票数 計1611940 的中 ��� 23327（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．3―51．4―1：04．6―1：17．4―1：28．9―1：40．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートオーディン 
�
父 ダノンシャンティ 

�
母父 Alzao 初出走

2013．2．20生 牡2黒鹿 母 レディアップステージ 母母 She’s The Tops 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26042 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

36 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 52 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋ 81：54．1 12．1�

816 ワクワクキリシマ 牝4鹿 55 柴山 雄一西村新一郎氏 奥村 豊 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－121：54．2� 26．1�

12 スズカシャーマン 牝4芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 452－ 61：54．41� 6．1�
24 ハギノセゾン 牝4青鹿55 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 474＋ 6 〃 ハナ 5．9�
11 クイーンズシアター 牝4鹿 55 岩田 康誠 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 462＋ 41：55．03� 6．8�
611 クロカミノオトメ 牝5青 55 藤岡 康太 	サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：55．21� 47．2

815	 ジューンヴィエナ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 426－ 8 〃 ハナ 43．3�
714 モンシュシュ 牝5鹿 55 横山 典弘 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 526＋10 〃 アタマ 4．1�
510 ピアレスピンク 牝3黒鹿52 菱田 裕二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 498－ 21：55．3� 37．0
35 サンレイフローラ 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B456＋ 61：55．51� 11．3�
612 ポ ロ タ ン 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 444－ 61：55．6� 127．0�
59 	 アグリナデシコ 牝4黒鹿55 藤懸 貴志アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 440± 01：56．02� 176．4�
48 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿 52

49 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 438＋ 41：56．42� 5．8�
713 ダ ン シ ン グ 牝3栗 52 幸 英明副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 484－ 61：56．61� 75．4�
23 グローバルスター 牝3栗 52 国分 恭介内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 420－ 11：59．0大差 259．5�
47 チャームドヴェール 牝5鹿 55

54 ☆松若 風馬 	サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 448－ 82：02．5大差 19．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，384，100円 複勝： 40，804，800円 枠連： 20，099，900円
馬連： 61，910，400円 馬単： 30，560，600円 ワイド： 37，196，200円
3連複： 88，879，700円 3連単： 109，320，400円 計： 411，156，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 340円 � 840円 � 180円 枠 連（3－8） 4，300円

馬 連 �� 22，030円 馬 単 �� 46，770円

ワ イ ド �� 5，780円 �� 1，500円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 49，960円 3 連 単 ��� 430，740円

票 数

単勝票数 計 223841 的中 � 14722（7番人気）
複勝票数 計 408048 的中 � 29316（7番人気）� 10234（9番人気）� 75235（1番人気）
枠連票数 計 200999 的中 （3－8） 3622（14番人気）
馬連票数 計 619104 的中 �� 2177（52番人気）
馬単票数 計 305606 的中 �� 490（114番人気）
ワイド票数 計 371962 的中 �� 1633（54番人気）�� 6512（17番人気）�� 2804（35番人気）
3連複票数 計 888797 的中 ��� 1334（132番人気）
3連単票数 計1093204 的中 ��� 184（980番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―13．3―12．9―13．5―13．2―12．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．8―49．7―1：03．2―1：16．4―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F37．7
1
3

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

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

フ ィ エ ル テ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Point Given デビュー 2014．9．20 阪神7着

2012．5．6生 牝3鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 9戦2勝 賞金 12，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャームドヴェール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月20日まで平

地競走に出走できない。
※ポロタン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26043 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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
1：07．1
1：06．5

良
良

59 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 53 川田 将雅日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494－101：08．7 17．3�

23 ノミネーション 牡3黒鹿55 C．ルメール 石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 458－ 61：08．8� 16．1�
612 メイショウブイダン 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 472＋ 8 〃 クビ 4．1�
48 エ ル ノ ル テ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466± 01：08．9	 20．8�
24 
 ジェントルヴァウ 牝3鹿 53 浜中 俊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 460－ 21：09．0クビ 10．5�
713 タイキラトナンジュ 牡3鹿 55

52 ▲加藤 祥太�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448＋ 41：09．1	 23．4	

12 イサチルホープ 牡3栗 55
52 ▲義 英真小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 454± 0 〃 アタマ 38．7


35 オースミチャド 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 486＋ 41：09．2クビ 6．3�
510 アズマクィーン 牝3鹿 53

52 ☆岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 462± 0 〃 アタマ 25．4
714 テイエムステータス 牝4鹿 55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 512＋10 〃 ハナ 301．1�
611 ポップオーヴァー 牝3鹿 53 M．デムーロ橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 460± 01：09．41� 4．7�
36 フルールシチー 牝4鹿 55 武 豊 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 518＋ 81：09．5クビ 7．4�
47 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 53 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 474＋ 4 〃 ハナ 12．8�
816
 フライングニンバス 牝3鹿 53 岩田 康誠橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 508＋ 21：09．6	 21．0�
815 セトノビーナス 牝3鹿 53 菱田 裕二難波 澄子氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 450＋141：11．4大差 170．1�
11 イ シ ス 牝3青鹿53 北村 友一 M・

Kenichiホールディング� 牧浦 充徳 新冠 アラキフアーム B456＋ 41：12．89 252．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，994，900円 複勝： 53，153，400円 枠連： 29，420，100円
馬連： 89，355，500円 馬単： 39，421，500円 ワイド： 48，519，800円
3連複： 120，985，600円 3連単： 142，859，800円 計： 557，710，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 470円 � 480円 � 180円 枠 連（2－5） 3，060円

馬 連 �� 13，390円 馬 単 �� 25，820円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，370円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 18，480円 3 連 単 ��� 175，250円

票 数

単勝票数 計 339949 的中 � 15684（8番人気）
複勝票数 計 531534 的中 � 25521（7番人気）� 25211（8番人気）� 99640（1番人気）
枠連票数 計 294201 的中 （2－5） 7446（13番人気）
馬連票数 計 893555 的中 �� 5170（50番人気）
馬単票数 計 394215 的中 �� 1145（98番人気）
ワイド票数 計 485198 的中 �� 4396（37番人気）�� 9236（13番人気）�� 9114（14番人気）
3連複票数 計1209856 的中 ��� 4908（67番人気）
3連単票数 計1428598 的中 ��� 591（615番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．1―11．0―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．3―45．3―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．4
3 9，13（7，11）（8，12）4，5（3，6）（2，10，14）－16－（1，15） 4 ・（9，13）（7，11，12）（4，8）（5，6）3（10，14）2，16－（1，15）

勝馬の
紹 介

ハギノナトゥーラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．26 中京9着

2012．5．5生 牝3鹿 母 ハギノアウグラーレ 母母 Hum Along 16戦2勝 賞金 17，500，000円
〔発走状況〕 セトノビーナス号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 セトノビーナス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イシス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月20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 セルリアンシュロス号

26044 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4日 第8競走 ��1，800�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 7，500，000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
1：44．5
1：43．9

良
良

816 メイショウコルノ 牡4黒鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 536＋101：47．1 14．3�
11 ブレイヴリー 牡4鹿 57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B478－ 4 〃 クビ 4．7�
815 キャノンプレート 牡3黒鹿54 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 490± 01：47．2クビ 7．6�
47 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 462－ 41：47．41� 2．7�
23 グリーンラヴ 牡5栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 466－101：47．5� 38．1

510 エ イ ン セ ル 牝5鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 458＋ 41：47．6� 26．9�
36 タガノカムイ 牡3栗 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 81：47．7クビ 4．9�
817 ナンヨーユナ 牝5芦 55 内田 博幸中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：47．91 64．0
713� タガノグリズリー 牡4鹿 57 福永 祐一八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 468－ 7 〃 アタマ 66．2�
12 アクセラレート 牡3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：48．11	 10．5�
59 ミッキータイガー 牡5鹿 57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 496＋16 〃 ハナ 48．7�
24 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 452－ 21：48．2� 80．2�
35 � キ ン コ バ ン 牡4栗 57

54 ▲
島 克駿熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 486－ 21：48．41� 50．6�
612 マーブルバトル 牡3黒鹿54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 492＋ 61：48．71� 196．4�
48 フミノスナイパー �4栗 57 浜中 俊谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 482－12 〃 ハナ 42．6�
714 メイショウカンベエ 牡3鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 428－ 21：49．12� 344．7�
611 タムロダイチ 牡3鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 496－ 81：49．41� 298．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 37，321，700円 複勝： 55，939，800円 枠連： 27，106，900円
馬連： 90，521，500円 馬単： 45，918，800円 ワイド： 49，514，100円
3連複： 120，987，400円 3連単： 166，783，900円 計： 594，094，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 460円 � 190円 � 220円 枠 連（1－8） 770円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 7，900円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，400円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 60，940円

票 数

単勝票数 計 373217 的中 � 20822（6番人気）
複勝票数 計 559398 的中 � 25759（6番人気）� 90345（3番人気）� 67096（4番人気）
枠連票数 計 271069 的中 （1－8） 27269（4番人気）
馬連票数 計 905215 的中 �� 18416（13番人気）
馬単票数 計 459188 的中 �� 4354（28番人気）
ワイド票数 計 495141 的中 �� 9120（13番人気）�� 8877（14番人気）�� 19584（6番人気）
3連複票数 計1209874 的中 ��� 11507（23番人気）
3連単票数 計1667839 的中 ��� 1984（176番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．7―12．3―12．2―12．2―11．1―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．0―48．3―1：00．5―1：12．7―1：23．8―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．4
3 15（1，16）2，6（3，5，17）（9，13）7（10，12）4（8，14）－11 4 ・（15，16）（1，6）17（3，2，5）13（7，9，10，12）（4，8，14）－11

勝馬の
紹 介

メイショウコルノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．8．4 小倉3着

2011．3．20生 牡4黒鹿 母 アンノウンウォーターズ 母母 Phantom Creek 18戦3勝 賞金 27，520，000円



26045 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4日 第9競走 ��
��1，800�

す い た

吹 田 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

612 スマートボムシェル 牡3栗 54 川田 将雅大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498－ 41：52．1 6．0�
510 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 512＋ 21：52．31� 2．8�
611 サンライズワールド 	5栗 57 内田 博幸松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 450－ 61：52．4� 60．4�
35 スズカルパン 牡6鹿 57 岩田 康誠永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468＋ 61：52．5クビ 20．4�
23 サージェントバッジ 牡3黒鹿54 M．デムーロ大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：52．81
 11．9�
713 メモリーシャルマン 牝6鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 522＋ 2 〃 アタマ 16．5�
816 マッシヴヒーロー 牡6鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 466＋ 8 〃 クビ 38．4	
48 ワースムーン 牡5鹿 57 小牧 太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 510＋ 41：53．22� 29．2

47 オウケンゴールド 牡4栃栗57 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B490＋ 41：53．62� 22．3�
59 ゴ ダ ー ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 498－ 21：54．34 31．0
815 タガノスマイル 牝3鹿 52 岩崎 翼八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B472± 0 〃 クビ 17．6�
36 ヴォルケンクラッツ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 6 〃 ハナ 9．3�
12 メイショウパワーズ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 480－ 61：54．4クビ 5．4�
714 ア サ ケ ゴ マ 牝5芦 55 水口 優也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 486＋ 61：54．5
 248．0�
11 ブレーヴマン 牡3鹿 54 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B438－101：54．92� 97．6�
24 デンコウリキ 牡5黒鹿57 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 508－ 21：55．21
 40．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，922，400円 複勝： 70，846，900円 枠連： 28，624，500円
馬連： 130，431，000円 馬単： 60，397，500円 ワイド： 65，481，700円
3連複： 178，441，400円 3連単： 231，452，100円 計： 811，597，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 120円 � 910円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 300円 �� 4，610円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 13，100円 3 連 単 ��� 67，820円

票 数

単勝票数 計 459224 的中 � 60458（3番人気）
複勝票数 計 708469 的中 � 94544（2番人気）� 221398（1番人気）� 12106（14番人気）
枠連票数 計 286245 的中 （5－6） 33385（1番人気）
馬連票数 計1304310 的中 �� 128272（1番人気）
馬単票数 計 603975 的中 �� 23619（4番人気）
ワイド票数 計 654817 的中 �� 65418（1番人気）�� 3301（55番人気）�� 6298（28番人気）
3連複票数 計1784414 的中 ��� 10211（40番人気）
3連単票数 計2314521 的中 ��� 2474（188番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．8―49．7―1：02．0―1：14．3―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートボムシェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌1着

2012．2．7生 牡3栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 8戦3勝 賞金 36，650，000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 フジインザスカイ号

26046 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4日 第10競走 ��
��1，400�

せ と な い か い

瀬 戸 内 海 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 ラッフォルツァート 牝3鹿 53 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 470＋161：21．0 4．9�

48 セトノフラッパー 牝5栗 55 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 52．9�
24 タイセイララバイ 牝4青鹿55 M．デムーロ田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480± 01：21．1� 7．9�
612 トウショウピスト 牡3鹿 55 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480－ 2 〃 ハナ 7．1�
510 ゴットラウディー 牡7鹿 57 松田 大作後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 472－ 2 〃 ハナ 17．5�
47 テイエムゲッタドン 牡4栗 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B516＋ 81：21．2	 17．7	
12 プリンシペアスール 牡6鹿 57 柴山 雄一吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 50．7

59 キタサンエピソード 牡6栗 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 498＋ 41：21．3� 20．3�
611 マイアベーア 牡3青鹿55 C．ルメール �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458－ 61：21．4クビ 4．4
35 
 ウイングパラダイス 牝4鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 448－ 21：21．61� 144．8�
818 ニホンピロディール 牝4栗 55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450＋10 〃 ハナ 39．3�
816 ヤマニンマンドール 牡3黒鹿55 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 452－ 6 〃 クビ 4．7�
714 ナムラアッパー 牡4鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 420－ 21：21．81� 36．7�
715 マイネルディアベル 牡4青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 460－ 4 〃 ハナ 29．2�
23 ナオミノユメ 牝6鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 438－ 61：22．01� 103．6�
36 ラーストチカ 牝5黒鹿55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 448－ 21：22．42� 127．9�
713 ショウナンランパダ 牝4鹿 55 幸 英明国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460± 01：22．93 87．1�
817 ウインスプラッシュ 牡4鹿 57 中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 506＋ 81：23．1	 40．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，306，600円 複勝： 82，657，800円 枠連： 46，156，200円
馬連： 169，968，700円 馬単： 76，759，000円 ワイド： 81，444，700円
3連複： 238，976，400円 3連単： 318，216，800円 計： 1，066，486，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 1，050円 � 280円 枠 連（1－4） 3，520円

馬 連 �� 11，200円 馬 単 �� 17，270円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 730円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 20，150円 3 連 単 ��� 115，060円

票 数

単勝票数 計 523066 的中 � 84307（3番人気）
複勝票数 計 826578 的中 � 104784（4番人気）� 16976（13番人気）� 82633（5番人気）
枠連票数 計 461562 的中 （1－4） 10147（16番人気）
馬連票数 計1699687 的中 �� 11752（35番人気）
馬単票数 計 767590 的中 �� 3333（58番人気）
ワイド票数 計 814447 的中 �� 6962（31番人気）�� 30246（6番人気）�� 4883（46番人気）
3連複票数 計2389764 的中 ��� 8894（62番人気）
3連単票数 計3182168 的中 ��� 2005（347番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―11．2―11．4―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．6―45．8―57．2―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．2
3 7（4，8）15（1，11，18）（2，10，12）（13，17）9（5，14）（6，16）3 4 ・（7，4，8）（1，11，15，18）（2，10，12）13（9，17）（5，14）（6，16）3

勝馬の
紹 介

ラッフォルツァート �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Formal Dinner デビュー 2014．7．27 中京2着

2012．2．14生 牝3鹿 母 コ ス モ ベ ル 母母 Blue Sword 12戦3勝 賞金 52，383，000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 ライブリシュネル号

２レース目



26047 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第33回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （秋華賞トライアル） （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 1，218，000円 348，000円 174，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

815 タッチングスピーチ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：45．2 12．2�
48 ミッキークイーン 牝3鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：45．41� 2．6�
713 トーセンビクトリー 牝3鹿 54 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 41：45．61� 6．4�
510 レッツゴードンキ 牝3栗 54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 清水牧場 472＋141：45．91	 6．8�
816 クイーンズリング 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 450＋ 21：46．11 10．6	
23 アンドリエッテ 牝3鹿 54 横山 典弘永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 450＋121：46．2	 7．5

612 ディープジュエリー 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 21：46．41� 11．3�
59 サンクボヌール 牝3栗 54 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 2 〃 クビ 23．5�
11 レッドカーラ 牝3黒鹿54 四位 洋文 東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 424－ 4 〃 ハナ 175．8�
12 テルメディカラカラ 牝3黒鹿54 幸 英明小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 448± 01：46．61� 90．8�
47 ペ ル フ ィ カ 牝3黒鹿54 菱田 裕二前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋221：46．7� 141．7�
611 レーヌドブリエ 牝3栗 54 吉田 豊 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 426＋16 〃 アタマ 86．4�
714 ティーエスクライ 牝3芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448＋261：47．44 257．4�
24 シングウィズジョイ 牝3青鹿54 内田 博幸 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 466＋161：48．03� 23．4�
36 ライトファンタジア 牝3栗 54 川田 将雅吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 448－121：48．42� 26．8�
35 プレミオテーラー 牝3黒鹿54 福永 祐一中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 474－ 6 〃 ハナ 85．3�
817 メジャーガラメキ 牝3栗 54 小牧 太髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470－ 81：50．1大差 203．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 260，318，200円 複勝： 381，082，000円 枠連： 178，985，000円
馬連： 915，781，000円 馬単： 422，880，600円 ワイド： 396，935，100円
3連複： 1，409，022，000円 3連単： 2，446，638，600円 計： 6，411，642，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 300円 � 130円 � 200円 枠 連（4－8） 720円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，430円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 25，340円

票 数

単勝票数 計2603182 的中 � 170052（7番人気）
複勝票数 計3810820 的中 � 252838（6番人気）� 1032418（1番人気）� 435906（3番人気）
枠連票数 計1789850 的中 （4－8） 190208（1番人気）
馬連票数 計9157810 的中 �� 401753（6番人気）
馬単票数 計4228806 的中 �� 68212（14番人気）
ワイド票数 計3969351 的中 �� 148155（6番人気）�� 65990（17番人気）�� 280388（1番人気）
3連複票数 計14090220 的中 ��� 287923（10番人気）
3連単票数 計24466386 的中 ��� 69988（68番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．6―11．7―11．9―11．2―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．1―46．7―58．4―1：10．3―1：21．5―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．9
3 10，4（5，17）（16，14）（2，6）（1，9）（7，12）（3，13）11，15－8 4 10（4，5，14）（16，2）（1，9）（6，17，13）（3，7，12）（11，15）－8

勝馬の
紹 介

タッチングスピーチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．11．9 京都3着

2012．2．21生 牝3鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 6戦3勝 賞金 65，518，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタッチングスピーチ号・ミッキークイーン号・トーセンビクトリー号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月20日 晴 良 （27阪神4）第4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

12 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 498＋ 21：24．7 4．1�
612� ベ ッ ク 牡4栗 57 横山 典弘細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 502＋ 81：24．8� 4．5�
11 トーコーグリーン 牡5黒鹿57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 498－ 41：24．9� 9．2�
714 ブルミラコロ 牡3鹿 55 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 504＋181：25．0クビ 6．8�
611 ア チ ー ヴ 牡5黒鹿57 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 474± 01：25．1� 68．8�
713 ゼンノロンゴ 牡4鹿 57

54 ▲	島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 500＋ 2 〃 クビ 15．1�
59 ホッコーマグマ 牡5鹿 57 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B490＋ 21：25．73� 39．2	
510 ダイメイコンドル 牡3黒鹿55 M．デムーロ宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 518＋141：25．8クビ 7．9

48 � スリーネルソン 
5黒鹿57 国分 恭介永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 486± 01：25．9� 38．7�
24 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿57 難波 剛健山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 B466－ 41：26．21� 17．1
36 ライムチェイサー 牡3鹿 55 川田 将雅杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460－ 61：26．3クビ 16．7�
47 ワンダーバイファル 牡4鹿 57 松田 大作山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 462－ 8 〃 ハナ 150．0�
816 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 490－ 61：26．4� 115．8�
815 スズカアルファ 牡5栗 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 464－ 81：26．82� 318．5�
23 オーディンバローズ 牡4青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 504± 01：26．9クビ 278．1�
35 ツーエムマイスター 牡3黒鹿55 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 436－ 21：28．28 7．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，450，400円 複勝： 90，836，500円 枠連： 46，251，000円
馬連： 224，169，200円 馬単： 78，306，700円 ワイド： 89，324，700円
3連複： 249，940，400円 3連単： 366，925，100円 計： 1，212，204，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 160円 � 210円 枠 連（1－6） 670円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 350円 �� 560円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 10，580円

票 数

単勝票数 計 664504 的中 � 128525（1番人気）
複勝票数 計 908365 的中 � 179725（1番人気）� 145043（2番人気）� 97707（3番人気）
枠連票数 計 462510 的中 （1－6） 52947（2番人気）
馬連票数 計2241692 的中 �� 181366（1番人気）
馬単票数 計 783067 的中 �� 30318（2番人気）
ワイド票数 計 893247 的中 �� 70119（1番人気）�� 40010（3番人気）�� 24507（9番人気）
3連複票数 計2499404 的中 ��� 68671（3番人気）
3連単票数 計3669251 的中 ��� 25141（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―12．2―12．8―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．8―46．0―58．8―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2013．10．20 京都4着

2011．5．14生 牡4栗 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー 26戦3勝 賞金 51，007，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウケイファルコン号
（非抽選馬） 1頭 マナオラナ号

４レース目



（27阪神4）第4日 9月20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 177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

263，200，000円
9，440，000円
2，850，000円
23，920，000円
67，520，000円
4，891，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
662，242，700円
1，019，635，500円
427，617，200円
1，951，608，900円
933，644，000円
922，592，300円
2，764，849，600円
4，416，053，900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 13，098，244，100円

総入場人員 27，460名 （有料入場人員 26，041名）
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