
26067 9月26日 晴 稍重 （27阪神4）第6日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816� 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. 480＋ 21：24．3 4．2�

35 � 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. 484－ 41：25．36 2．3�

11 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476－ 81：25．51 15．2�
23 � エーシンサファイア 牝5鹿 55 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 496＋ 41：25．71	 14．6�
510
 チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：26．02 236．8�
47 ド ラ グ ー ン 牡3鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 0 〃 ハナ 11．4	
815 アスタキサンチン 牝3栗 53 川田 将雅三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B450＋ 21：26．32 22．0

12 コピーライター �5鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 504－ 6 〃 アタマ 273．2�
611� メンカウラー 牡4黒鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B504＋ 2 〃 アタマ 32．0�
59 メイショウサターン 牡3栗 55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 476＋ 61：26．4クビ 440．8
714 ケイエスミラージュ 牡3鹿 55 松田 大作キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 490＋ 41：26．61	 227．1�
24 タ イ ユ ー ル 牡3芦 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 502＋101：26．7クビ 63．0�
48 プラネットスコア 牡5黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 490＋241：26．91 82．2�
713 ピースマーク 牡4鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 498－121：27．0 20．8�
612 リーサルストライク 牡3鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 21：27．1� 6．0�
36 マ ー シ レ ス 牡4栗 57

54 ▲義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 472＋ 21：27．2クビ 36．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，901，700円 複勝： 59，221，400円 枠連： 19，439，900円
馬連： 82，824，600円 馬単： 43，614，900円 ワイド： 47，416，200円
3連複： 109，708，200円 3連単： 149，107，700円 計： 550，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 110円 � 230円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 230円 �� 870円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 389017 的中 � 73497（2番人気）
複勝票数 計 592214 的中 � 88342（2番人気）� 197730（1番人気）� 44086（5番人気）
枠連票数 計 194399 的中 （3－8） 41647（1番人気）
馬連票数 計 828246 的中 �� 132573（1番人気）
馬単票数 計 436149 的中 �� 26506（2番人気）
ワイド票数 計 474162 的中 �� 62495（1番人気）�� 12169（10番人気）�� 22049（5番人気）
3連複票数 計1097082 的中 ��� 40573（4番人気）
3連単票数 計1491077 的中 ��� 10661（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―12．4―12．3―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．7―47．1―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーヘリオス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2015．5．3 京都6着

2012．5．11生 牡3鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising 8戦2勝 賞金 21，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アイファーサラオー号・ウォーターメアヌイ号・エナジータウン号・ゴーントレット号・チーフアセスメント号・

トゥルーストーリー号・ビーチパラソル号

26068 9月26日 晴 良 （27阪神4）第6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

34 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 450－ 22：00．9 1．8�
22 ク レ ス ト 牡3青鹿54 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 42：01．11� 7．2�
58 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508± 02：01．42 7．5�
611	 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 484＋ 4 〃 アタマ 44．0�
712 メイショウミツボシ 牡3鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 476＋ 2 〃 クビ 43．0	
46 テイエムサンビカ 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 478－ 42：01．5クビ 122．7

47 サダムブルーハワイ 牝3鹿 52 藤岡 康太大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 484＋ 2 〃 クビ 25．7�
11 タガノレグルス 牡3鹿 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 462－ 62：01．81
 6．8�
59 ア ン ネ イ 牡3栗 54

53 ☆松若 風馬橋口スイ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 496＋102：02．54 31．9
35 マイネボニータ 牝4栗 55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 406－ 6 〃 クビ 21．5�
23 	 セプティエーム 牡3芦 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

470－222：02．92� 51．9�
610 フェイマスワーズ 牡3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サンデーレーシング 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－ 62：03．75 477．8�
713 ビクトリーミノル 牡3栗 54 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 82：03．91� 121．9�
815 パイオニアステップ 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：04．11 15．1�
814 カレンヴィットリア 牡4黒鹿57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B492－ 62：04．63 60．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，048，100円 複勝： 59，118，300円 枠連： 21，350，200円
馬連： 89，331，900円 馬単： 48，981，100円 ワイド： 50，399，500円
3連複： 110，941，700円 3連単： 184，345，500円 計： 602，516，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（2－3） 630円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 320円 �� 320円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 380481 的中 � 167832（1番人気）
複勝票数 計 591183 的中 � 232646（1番人気）� 61031（4番人気）� 65148（3番人気）
枠連票数 計 213502 的中 （2－3） 25947（3番人気）
馬連票数 計 893319 的中 �� 110521（2番人気）
馬単票数 計 489811 的中 �� 39810（2番人気）
ワイド票数 計 503995 的中 �� 42231（2番人気）�� 42108（3番人気）�� 13652（9番人気）
3連複票数 計1109417 的中 ��� 60614（3番人気）
3連単票数 計1843455 的中 ��� 31280（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．9―12．7―11．3―11．9―11．9―11．9―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．5―49．2―1：00．5―1：12．4―1：24．3―1：36．2―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ ン ト ラ ー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．6 中京6着

2012．2．14生 牡3黒鹿 母 ハートビートワルツ 母母 バウンドトゥダンス 10戦2勝 賞金 28，749，000円
※パイオニアステップ号・フェイマスワーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。


