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26025 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・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
1：23．5
1：23．1

重
重

12 モ ン ロ ー 牝2芦 54 秋山真一郎 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 440＋121：26．2 7．5�

36 スマートニンバス 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 神垣 道弘 456＋ 21：26．62� 4．8�
713 ラモントルドール 牝2青鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 476＋ 41：26．91� 3．2�
35 ガールズブランド 牝2栗 54 太宰 啓介吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 434＋ 61：27．0� 39．2�
59 サンシャワー 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 456± 01：27．21� 11．9	
23 クルークハイト 牝2芦 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：27．3� 3．4

47 タムロセレッサ 牝2鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 482－ 41：27．51� 10．0�
24 ベルエスメラルダ 牝2黒鹿54 松若 風馬内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 436－ 61：27．7� 115．6�
612 ア プ リ リ ス 牝2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 432± 01：28．02 59．4
48 レイナプティ 牝2芦 54 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448＋ 41：28．21� 95．2�
611 テイエムソフィア 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 402＋101：28．41� 203．9�

714 ウインプルミエ 牝2鹿 54 高倉 稜�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 21：29．35 95．4�
510 ライスエイト 牝2黒鹿 54

52 △義 英真�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 450＋ 2 〃 アタマ 123．0�
815 ビットエポナ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太礒川 正明氏 西村 真幸 新ひだか タガミファーム 420－141：29．51� 216．7�
816 エンジェルパルフェ 牝2鹿 54 松山 弘平増山 武志氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 21：29．6クビ 22．3�
（15頭）

11 アイファーチャンス 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 元茂 義一 428－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，842，000円 複勝： 33，293，000円 枠連： 9，503，600円
馬連： 50，064，300円 馬単： 26，358，000円 ワイド： 29，584，000円
3連複： 75，243，000円 3連単： 101，365，200円 計： 348，253，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 160円 � 140円 枠 連（1－3） 1，830円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 600円 �� 620円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 16，450円

票 数

単勝票数 差引計 228420（返還計 688） 的中 � 24046（4番人気）
複勝票数 差引計 332930（返還計 1171） 的中 � 31155（5番人気）� 54904（3番人気）� 74534（2番人気）
枠連票数 差引計 95036（返還計 140） 的中 （1－3） 4006（8番人気）
馬連票数 差引計 500643（返還計 3912） 的中 �� 20894（9番人気）
馬単票数 差引計 263580（返還計 2040） 的中 �� 5819（16番人気）
ワイド票数 差引計 295840（返還計 3074） 的中 �� 12226（7番人気）�� 11786（8番人気）�� 21490（3番人気）
3連複票数 差引計 752430（返還計 10309） 的中 ��� 26574（7番人気）
3連単票数 差引計1013652（返還計 14018） 的中 ��� 4465（63番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．6―12．9―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―48．0―1：00．9―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ン ロ ー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．3 中京3着

2014．5．1生 牝2芦 母 ニフティハート 母母 ニフティニース 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 アイファーチャンス号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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 トウカイシュテルン号

26026 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第2競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

79 エリンソード 牡2青鹿54 M．デムーロ �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 432± 02：02．2 3．5�
811 エスピリトゥオーゾ 牡2栗 54 藤岡 佑介名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 444＋ 22：02．51� 14．0�
67 ス テ フ ィ ン 牡2鹿 54 藤岡 康太手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 468＋ 42：03．03 4．3�
44 マイネルシルバリー 牡2芦 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 498＋142：03．1� 14．2�
710 アスタークライ 牡2栗 54 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 438± 02：03．31	 3．7	
33 ロードゼスト 牡2鹿 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 462－ 22：03．4� 14．2

11 ナムラボンド 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 414－ 42：03．5� 35．4�
812 ハンズスミス 牡2鹿 54 松若 風馬永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B440－ 62：04．24 25．7�
55 ツーエムブルーム 牡2黒鹿54 古川 吉洋水谷 昌晃氏 本田 優 平取 北島牧場 514＋122：04．41	 95．5
68 ジューンリーザ 牝2鹿 54

52 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 日高 出口牧場 432－ 42：04．93 159．0�
22 ファイトエルフ 牡2青鹿54 C．ルメール 西村 健氏 森 秀行 むかわ 市川牧場 436＋ 2 〃 アタマ 5．9�
56 ネガエバカナイソウ 牡2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448－ 42：06．8大差 134．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，964，100円 複勝： 29，232，700円 枠連： 11，477，900円
馬連： 40，783，000円 馬単： 24，008，900円 ワイド： 25，604，700円
3連複： 57，671，400円 3連単： 85，958，800円 計： 293，701，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 300円 � 150円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 970円 �� 390円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 20，040円

票 数

単勝票数 計 189641 的中 � 43319（1番人気）
複勝票数 計 292327 的中 � 55722（3番人気）� 19055（5番人気）� 57102（2番人気）
枠連票数 計 114779 的中 （7－8） 10017（4番人気）
馬連票数 計 407830 的中 �� 10065（14番人気）
馬単票数 計 240089 的中 �� 4072（19番人気）
ワイド票数 計 256047 的中 �� 6327（15番人気）�� 17779（3番人気）�� 11301（7番人気）
3連複票数 計 576714 的中 ��� 13487（11番人気）
3連単票数 計 859588 的中 ��� 3109（66番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．3―12．5―12．3―12．3―12．7―12．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．9―48．4―1：00．7―1：13．0―1：25．7―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリンソード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 デュランダル デビュー 2016．8．20 新潟8着

2014．5．20生 牡2青鹿 母 エリンコート 母母 エリンバード 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ロードゼスト号の騎手池添謙一は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

第４回 阪神競馬 第３日



26027 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3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）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 ハギノグランコート 牡3栗 56 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ B508± 01：53．2 3．8�

12 ムーチャスエルテ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 新ひだか 矢野牧場 464± 01：53．3� 2．7�

510 ブ リ ゲ ー ド 牡3栗 56 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 460－ 81：54．04 10．7�
612 アスターオーシャン 牡3鹿 56 藤岡 佑介加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 472＋ 81：54．32 16．4�
611 ランデックアブデル 牡3鹿 56 国分 恭介簗田 満氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム B528＋ 4 〃 ハナ 122．8�
47 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 61：54．62 16．9	
35 アブソルプション �3黒鹿56 小牧 太 
キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 492－ 41：54．7クビ 21．6�
815 カイシュウキリシマ 牡3栗 56 田中 健飯村 孝男氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 486－ 4 〃 クビ 43．7�
11 ウイングダイチャン 牡3栗 56 秋山真一郎池田 實氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 474＋ 41：54．91� 43．9
714 アグネスルコリエ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 492＋ 41：55．0クビ 23．1�
59 ネオヴァモス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－10 〃 クビ 40．0�
24 ヒロノカイザー 牡3芦 56 高倉 稜サンエイ開発� 村山 明 浦河 グラストレーニ

ングセンター 488＋ 61：55．85 183．4�
816 コンパッション 牡3鹿 56 M．デムーロ 
社台レースホース藤岡 健一 浦河 酒井牧場 474± 01：55．9クビ 4．6�
48 アイヲシルニッポン 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 476＋ 31：56．21� 164．4�
713 エイシンジンセイ 牡3栗 56 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 様似 清水 誠一 484± 01：57．15 158．4�
23 ヤマニンプチサボン 牝3栗 54 藤懸 貴志土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 452－ 21：59．5大差 168．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，325，600円 複勝： 29，880，700円 枠連： 11，975，700円
馬連： 43，839，700円 馬単： 24，958，500円 ワイド： 27，720，800円
3連複： 64，684，400円 3連単： 86，862，200円 計： 313，247，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 130円 � 260円 枠 連（1－3） 410円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 220円 �� 650円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 8，540円

票 数

単勝票数 計 233256 的中 � 49051（2番人気）
複勝票数 計 298807 的中 � 68586（2番人気）� 71448（1番人気）� 20324（4番人気）
枠連票数 計 119757 的中 （1－3） 22473（1番人気）
馬連票数 計 438397 的中 �� 65489（1番人気）
馬単票数 計 249585 的中 �� 13396（3番人気）
ワイド票数 計 277208 的中 �� 38589（1番人気）�� 9783（5番人気）�� 8340（8番人気）
3連複票数 計 646844 的中 ��� 28787（2番人気）
3連単票数 計 868622 的中 ��� 7372（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．7―49．3―1：01．8―1：14．2―1：26．8―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
15（2，5）14（1，6）9（3，11，8）13（4，16）12－7－10
15（2，5）（9，10）（1，6）（11，14）（3，16）7（12，13）＝4－8

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

勝馬の
紹 介

ハギノグランコート �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．10．17 京都2着

2013．4．8生 牡3栗 母 ハギノサフィラ 母母 ハギノアウグラーレ 11戦1勝 賞金 12，750，000円
〔制裁〕 ハギノグランコート号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンプチサボン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月17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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ココアスエイト号・トモノメジェール号・トーホウリリー号
（非抽選馬） 7頭 イチザプラチナ号・ヴィリア号・エイシンウィキ号・スズカパレード号・ニホンピログレード号・ネコハーバー号・

マイネルシャウト号

26028 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

714 ナリタエイト 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 454± 01：47．3 3．1�
23 ショウナンラテール 牡3鹿 56 松田 大作国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 448－ 21：47．51� 6．8�
817 ハギノカエラ 牝3栗 54 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 418± 01：47．6	 34．8�
35 
 ソングライティング 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,

L.L.C. 488± 01：47．7� 13．7�
11 アナザーワールド 牝3鹿 54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 444± 0 〃 ハナ 17．3�
713 ラトーヌワイズ 牝3黒鹿54 岩田 康誠松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 2 〃 ハナ 39．5	
715 エクスプレスレーン 牝3青鹿54 浜中 俊 
社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 402± 01：47．8� 6．1�
24 タガノミシュラン 牡3鹿 56 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 4 〃 アタマ 13．3�
818 タガノプリンセス 牝3栗 54 国分 優作八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋101：47．9� 36．7
59 スリープレッピー �3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 430＋ 21：48．11� 30．5�
48 ブリーズリー 牡3鹿 56 武 豊中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 480＋ 6 〃 ハナ 12．9�
510 アドマイヤヒナタ 牝3鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 404± 01：48．42 136．9�
816 ゴッドテンス 牡3芦 56 幸 英明窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 514－ 41：48．5� 62．6�
611 アドルナメンテ 牝3鹿 54 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．6クビ 6．2�
47 スズカワンダー 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星永井 啓弍氏 村山 明 平取 稲原牧場 460－121：48．7	 329．1�
36 マテンロウビクサス 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 458－ 6 〃 ハナ 63．1�
12 マサハヤダイヤ 牡3栗 56 松山 弘平中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 クビ 51．5�
612
 フ サ リ ア 牡3栗 56 松若 風馬一村 哲也氏 森 秀行 米 Glendalough

LLC B444－ 21：50．18 112．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，988，200円 複勝： 41，203，800円 枠連： 18，031，200円
馬連： 54，695，100円 馬単： 25，148，900円 ワイド： 36，620，300円
3連複： 78，615，000円 3連単： 91，366，900円 計： 372，669，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 670円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，500円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 32，560円

票 数

単勝票数 計 269882 的中 � 67963（1番人気）
複勝票数 計 412038 的中 � 104497（1番人気）� 45740（3番人気）� 11214（10番人気）
枠連票数 計 180312 的中 （2－7） 25367（1番人気）
馬連票数 計 546951 的中 �� 40720（2番人気）
馬単票数 計 251489 的中 �� 9809（2番人気）
ワイド票数 計 366203 的中 �� 21534（3番人気）�� 6066（15番人気）�� 2821（35番人気）
3連複票数 計 786150 的中 ��� 6872（21番人気）
3連単票数 計 913669 的中 ��� 2034（74番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．5―12．8―12．2―11．4―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―48．3―1：01．1―1：13．3―1：24．7―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 5，18（3，14）（4，12）8（2，7，16）13（10，17）（1，11，15）6，9 4 ・（5，18）14（3，4，8，12）16（2，7）（13，17）（10，15）1（11，9）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタエイト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．1．24 中京2着

2013．3．5生 牡3鹿 母 スペシャルフロート 母母 ダイイチフローネ 11戦1勝 賞金 15，910，000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。
（非抽選馬） 2頭 サンマルゴージャス号・タガノスケルド号



26029 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

23 アグネスジュレップ 牝2鹿 54
53 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 452 ―1：22．3 3．2�

48 メイショウハガネ 牡2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 454 ―1：23．78 26．3�
12 クールファンタジー 牝2黒鹿54 福永 祐一川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 450 ―1：23．8� 5．8�
36 アラノイケアリイ 牡2栗 54 C．ルメール 守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460 ―1：23．9� 10．5�
815 ディープウィンダム 牡2鹿 54 M．デムーロ深見 敏男氏 池添 学 新ひだか 桜井牧場 476 ―1：24．0� 13．4�
817 スリーソードシチー 牡2黒鹿54 幸 英明 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 416 ―1：24．21	 15．7	
47 
 エイシンフレイヤ 牝2鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong

Eishindo 432 ―1：24．3クビ 33．8

24 キ ャ ラ バ ン 牡2栗 54 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490 ―1：24．61� 3．8�
11 トウケイシンシテイ 牡2黒鹿54 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 中田 浩美 452 ― 〃 クビ 43．2�
713 ポーラーブレイズ 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 404 ―1：24．81	 67．5
59 ブ ル ノ 牡2栗 54

52 △義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456 ―1：25．33 86．0�
816 メイショウトコシエ 牡2栗 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 458 ―1：25．4クビ 58．5�
612 ブブールチャチャ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454 ―1：25．72 8．4�
714 タイガーヴェロス 牡2黒鹿54 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 谷口牧場 444 ―1：26．23 161．9�
510 スーパーヒーロ 牡2黒鹿54 松若 風馬田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 小倉牧場 444 ―1：26．41� 63．7�
611 ブルベアバブーン 牡2栗 54 菱田 裕二 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 480 ―1：27．35 210．0�

（16頭）
35 タガノマキアート 牝2鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，387，000円 複勝： 28，819，300円 枠連： 18，071，800円
馬連： 41，858，800円 馬単： 22，702，300円 ワイド： 25，134，000円
3連複： 51，549，600円 3連単： 67，997，600円 計： 281，520，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 610円 � 190円 枠 連（2－4） 1，920円

馬 連 �� 5，950円 馬 単 �� 9，740円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 350円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 9，950円 3 連 単 ��� 63，610円

票 数

単勝票数 差引計 253870（返還計 7558） 的中 � 63105（1番人気）
複勝票数 差引計 288193（返還計 9942） 的中 � 66943（1番人気）� 8511（10番人気）� 40520（3番人気）
枠連票数 差引計 180718（返還計 913） 的中 （2－4） 7290（8番人気）
馬連票数 差引計 418588（返還計 35742） 的中 �� 5448（20番人気）
馬単票数 差引計 227023（返還計 17865） 的中 �� 1747（34番人気）
ワイド票数 差引計 251340（返還計 23250） 的中 �� 2781（23番人気）�� 20866（2番人気）�� 2335（26番人気）
3連複票数 差引計 515496（返還計 81317） 的中 ��� 3882（32番人気）
3連単票数 差引計 679976（返還計100742） 的中 ��� 775（183番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．7―11．8―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―35．0―46．8―58．7―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスジュレップ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．4．12生 牝2鹿 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外・発走状況〕 タガノマキアート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため

競走除外。発走時刻8分遅延。
キャラバン号は，枠入り不良。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 タガノマキアート号は，平成28年9月18日から平成28年10月17日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※クールファンタジー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26030 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第6競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

48 ゲ キ リ ン 牡2栗 54 C．ルメール 市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 482 ―1：53．9 2．4�

47 セルリアンアラシ 牡2栗 54 国分 優作�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 470 ―1：54．53� 89．9�
510 タスクフォース 牡2鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 544 ―1：54．6クビ 5．2�
714� タ ピ ゾ ー 牡2芦 54

53 ☆	島 克駿大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.
Rutherford 502 ―1：55．87 12．1�

24 ミキノトランペット 牡2鹿 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 516 ―1：56．11
 34．8	
611 グ ラ ン サ ラ 牝2鹿 54 浜中 俊間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 櫛桁牧場 494 ―1：57．05 8．8

11 ヴォカツィオーネ 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 446 ―1：57．53 33．7�

36 ダノンクライム 牡2芦 54 松山 弘平�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508 ―1：57．71� 6．2�
815 ビップディオス 牡2栗 54 M．デムーロ鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 488 ―1：58．02 13．5
713 シャーロック 牡2鹿 54 幸 英明薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 478 ―1：58．21� 26．8�
23 ブルベアゼブラ 牡2黒鹿54 古川 吉洋 �ブルアンドベア 木原 一良 日高 厚賀古川牧場 474 ―1：59．26 52．3�
816 ゴールドシチー 牡2黒鹿54 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 468 ―1：59．4
 17．4�
612 セイカリズヴェリオ 牡2栗 54

51 ▲坂井 瑠星久米 大氏 音無 秀孝 日高 若林 順一 450 ―2：00．67 129．6�
35 シゲルドラネコ 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 450 ―2：01．13 56．2�
59 ライヘンバッハ 牡2栗 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 418 ―2：01．41
 140．1�
12 テイエムバクショウ 牡2黒鹿 54

52 △義 英真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 日高テイエム
牧場株式会社 456 ―2：02．25 161．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，595，200円 複勝： 33，645，400円 枠連： 15，376，600円
馬連： 48，976，600円 馬単： 27，091，300円 ワイド： 29，895，000円
3連複： 61，402，900円 3連単： 81，361，100円 計： 324，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 1，560円 � 170円 枠 連（4－4） 13，600円

馬 連 �� 14，470円 馬 単 �� 18，910円

ワ イ ド �� 4，320円 �� 350円 �� 9，840円

3 連 複 ��� 25，010円 3 連 単 ��� 117，260円

票 数

単勝票数 計 265952 的中 � 87116（1番人気）
複勝票数 計 336454 的中 � 84506（1番人気）� 3507（13番人気）� 53672（2番人気）
枠連票数 計 153766 的中 （4－4） 876（29番人気）
馬連票数 計 489766 的中 �� 2623（37番人気）
馬単票数 計 270913 的中 �� 1074（57番人気）
ワイド票数 計 298950 的中 �� 1650（42番人気）�� 25105（1番人気）�� 718（64番人気）
3連複票数 計 614029 的中 ��� 1841（69番人気）
3連単票数 計 813611 的中 ��� 503（332番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．2―49．0―1：01．9―1：14．5―1：27．4―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
8，16（14，11）6－10，15（7，9）（5，13）4，1，3－2－12
8（16，11）14，6（7，10，15）4（5，9）13－（1，3）＝2，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゲ キ リ ン �
�
父 Tapizar �

�
母父 Bluegrass Cat 初出走

2014．3．26生 牡2栗 母 ブルーグラスチャッター 母母 Chatter Chatter 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時50分に変更。
〔発走状況〕 セイカリズヴェリオ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 タピゾー号の騎手	島克駿は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカリズヴェリオ号・シゲルドラネコ号・ライヘンバッハ号・テイエムバクショウ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月17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） 2頭 サトノクリエション号・ハナビ号



26031 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 グリューヴァイン 牝4栗 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：11．9 1．7�
612 オンリーワンスター 牝3鹿 53

50 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452± 0 〃 クビ 15．3�
714 ローゼンタール 牝3栗 53 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 510± 01：12．0クビ 36．5�
59 グルーヴァー 牝5青鹿 55

52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 504± 01：12．1� 11．1�
510 ノーブルヴィーナス 牝4黒鹿55 四位 洋文吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 450＋ 41：12．2クビ 18．1�
24 アナフィエル 牝3栗 53 武 豊	ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 21：12．3� 28．7

47 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B476－ 61：12．4� 14．5�
713 マートンパーク 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 482－161：12．71� 8．0�
35 タマモスズラン 牝3鹿 53 国分 恭介タマモ	 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 440－ 21：12．8� 15．1
11 � アイファーハート 牝4黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 434－ 61：13．22� 223．4�
12 ショウナンサアーダ 牝4黒鹿55 松田 大作国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 508＋ 2 〃 クビ 22．5�
611� ハワイアンローズ 牝5鹿 55 畑端 省吾吉村 敏治氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 418－ 41：13．3� 288．4�
815� メガミチャン 牝4鹿 55

54 ☆	島 克駿	イージス 小崎 憲 千歳 社台ファーム B480± 01：13．4クビ 65．0�
48 � ブライティアベル 牝3栗 53

51 △城戸 義政小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 452－131：13．61 109．0�
816 シャインダイアン 牝3黒鹿53 松若 風馬�三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 468＋101：14．98 18．2�

（15頭）
23 コウエイラブリー 牝4鹿 55 菱田 裕二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，366，900円 複勝： 68，826，500円 枠連： 14，877，100円
馬連： 58，861，200円 馬単： 37，863，700円 ワイド： 36，748，400円
3連複： 81，642，200円 3連単： 134，651，600円 計： 460，837，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 550円 枠 連（3－6） 870円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 480円 �� 930円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 20，720円

票 数

単勝票数 計 273669 的中 � 128616（1番人気）
複勝票数 計 688265 的中 � 443422（1番人気）� 25054（5番人気）� 11569（10番人気）
枠連票数 計 148771 的中 （3－6） 13179（4番人気）
馬連票数 計 588612 的中 �� 43210（5番人気）
馬単票数 計 378637 的中 �� 21022（5番人気）
ワイド票数 計 367484 的中 �� 21241（5番人気）�� 10032（9番人気）�� 3157（30番人気）
3連複票数 計 816422 的中 ��� 8115（28番人気）
3連単票数 計1346516 的中 ��� 4710（62番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリューヴァイン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．9 札幌6着

2012．3．11生 牝4栗 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 17戦3勝 賞金 35，500，000円
〔出走取消〕 コウエイラブリー号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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。
（非当選馬） 4頭 エイシンガイア号・グランドポピー号・ニホンピロヘーラー号・ラッシュストーム号
（非抽選馬） 3頭 ウェディングラン号・ジュエルメッセージ号・ライディングハイ号

26032 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第8競走 ��3，140�第18回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード3：24．8良

55 ニホンピロバロン 牡6栗 61 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 480－ 43：28．2 1．8�
811 アップトゥデイト 牡6芦 62 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528＋ 63：28．3� 3．1�
33 テイエムシシーポス 牡6鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 484＋ 43：28．4� 80．3�
22 ア ロ ヒ ラ ニ 牡7黒鹿60 石神 深一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444－ 43：29．35 6．3�
11 ツイセキシャ 牡3鹿 58 植野 貴也小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 484＋ 4 〃 ハナ 20．4�
67 リスヴェリアート 牡6鹿 60 北沢 伸也	G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 460＋ 63：29．4クビ 14．4

66 ミヤコデラックス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B478＋ 83：31．1大差 69．6�
44 ウインアーマー 牡4栗 60 熊沢 重文	ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 63：31．41� 52．1�
78 バトルボンネビル 牡4芦 60 浜野谷憲尚宮川 秋信氏 尾形 和幸 浦河 山田 昇史 452－ 23：32．99 72．7
79 ゴールデンヒーロー �6鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 23：33．21� 20．9�
810 ウメジマダイオー 牡7鹿 60 大庭 和弥村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 522－ 43：45．3大差 156．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，088，900円 複勝： 56，991，900円 枠連： 14，538，600円
馬連： 61，601，000円 馬単： 46，018，200円 ワイド： 38，835，200円
3連複： 99，831，200円 3連単： 224，326，000円 計： 577，231，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 720円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，710円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 計 350889 的中 � 151176（1番人気）
複勝票数 計 569919 的中 � 334626（1番人気）� 73152（2番人気）� 6452（8番人気）
枠連票数 計 145386 的中 （5－8） 40488（1番人気）
馬連票数 計 616010 的中 �� 172483（1番人気）
馬単票数 計 460182 的中 �� 76812（1番人気）
ワイド票数 計 388352 的中 �� 78883（1番人気）�� 4743（17番人気）�� 3543（21番人気）
3連複票数 計 998312 的中 ��� 13112（17番人気）
3連単票数 計2243260 的中 ��� 11230（39番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 50．9－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
11－1，7（3，8）－（5，9）2，4－6＝10
11，7（1，5）3－（2，4，8）－9，6＝10

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡6栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：7戦6勝 賞金 128，032，000円



26033 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第9競走 ��
��1，800�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．9

良
良

88 アメリカズカップ 牡2黒鹿54 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460± 01：48．5 4．6�
77 モーヴサファイア 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－101：48．6� 2．4�
66 ユノディエール 牡2鹿 54 C．ルメール �KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 430± 01：49．02	 10．8�
33 エスケークラウン 牡2青 54 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 488－ 41：49．1	 6．5�
44 ナムラライラ 牝2黒鹿54 池添 謙一奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 462± 0 〃 ハナ 3．1�
11 フ レ ー バ ー 牝2栗 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 41：49．52	 42．0	
55 オイカケマショウ 牡2鹿 54 武 豊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 458－ 21：49．6	 29．2

22 テイエムソッキュウ 牡2青鹿54 川島 信二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 474＋ 8 〃 クビ 66．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 47，620，000円 複勝： 44，683，400円 枠連： 発売なし
馬連： 94，408，200円 馬単： 51，779，600円 ワイド： 41，359，700円
3連複： 104，831，800円 3連単： 247，558，100円 計： 632，240，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 240円 �� 590円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 476200 的中 � 82095（3番人気）
複勝票数 計 446834 的中 � 77546（3番人気）� 139146（1番人気）� 37300（5番人気）
馬連票数 計 944082 的中 �� 132101（2番人気）
馬単票数 計 517796 的中 �� 29994（5番人気）
ワイド票数 計 413597 的中 �� 51001（2番人気）�� 16105（10番人気）�� 24894（7番人気）
3連複票数 計1048318 的中 ��� 52204（6番人気）
3連単票数 計2475581 的中 ��� 32200（20番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．5―12．4―12．5―12．1―11．2―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．4―49．8―1：02．3―1：14．4―1：25．6―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメリカズカップ �

父 マンハッタンカフェ �


母父 Coronado’s Quest デビュー 2016．7．16 中京1着

2014．2．7生 牡2黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 2戦2勝 賞金 23，189，000円

26034 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

611 オーヴィレール 牝3芦 53 福永 祐一下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 470＋ 81：20．9 16．9�
35 ピンストライプ 牡4青鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530－ 21：21．0� 3．5�
47 キアロスクーロ 	3黒鹿55 武 豊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488－ 2 〃 クビ 8．4�
713 スマートカルロス 牡4鹿 57 
島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 474＋ 61：21．1クビ 38．8�
510 マテンロウハピネス 牡4鹿 57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B442－12 〃 クビ 9．2�
12 シルヴァーグレイス 牝6鹿 55 秋山真一郎吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B474± 01：21．31� 25．0	
48 ラ ク ア ミ 牝4栗 55 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B446＋ 2 〃 クビ 32．8

612 アドマイヤゴッド 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－ 2 〃 アタマ 38．8�
23 オ ヒ ア 牝4黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 白井牧場 452＋ 41：21．61� 12．9
816 ラッフォルツァート 牝4鹿 55 高倉 稜 �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 474＋101：21．7� 35．8�
818 ペ ル フ ィ カ 牝4黒鹿55 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 434－101：21．8クビ 12．6�
59 ウェーブヒーロー 牡3鹿 55 松山 弘平万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 2 〃 クビ 67．6�
11 クールホタルビ 牝4栗 55 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 452＋ 81：21．9� 44．0�
817 ハイマウンテン 牝6鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 456－ 4 〃 ハナ 187．1�
24 メイショウシャチ 牡3鹿 55 藤岡 佑介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 474－ 21：22．64 77．1�
36 ツーエムマイスター 牡4黒鹿57 C．ルメール 水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452－101：22．91� 4．5�
714� フォンタネットポー 牝4栗 55 浜中 俊吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 512± 0 〃 ハナ 12．2�
715 レインボーラヴラヴ 牝5青鹿55 藤岡 康太飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 456－ 41：23．43 58．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，281，600円 複勝： 98，948，400円 枠連： 46，883，600円
馬連： 163，957，900円 馬単： 65，859，500円 ワイド： 90，595，500円
3連複： 237，896，000円 3連単： 292，669，900円 計： 1，049，092，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 430円 � 150円 � 260円 枠 連（3－6） 1，380円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 10，450円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，200円 �� 840円

3 連 複 ��� 12，950円 3 連 単 ��� 93，630円

票 数

単勝票数 計 522816 的中 � 24631（8番人気）
複勝票数 計 989484 的中 � 48084（8番人気）� 219970（1番人気）� 89370（3番人気）
枠連票数 計 468836 的中 （3－6） 26207（7番人気）
馬連票数 計1639579 的中 �� 31832（13番人気）
馬単票数 計 658595 的中 �� 4724（36番人気）
ワイド票数 計 905955 的中 �� 16445（12番人気）�� 10304（24番人気）�� 28635（3番人気）
3連複票数 計2378960 的中 ��� 13773（33番人気）
3連単票数 計2926699 的中 ��� 2266（264番人気）

ハロンタイム 12．1―10．1―10．6―11．4―11．9―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．2―32．8―44．2―56．1―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．7
3 14（5，8）（3，6，15）（1，11）16（7，10）（2，9）（12，4，13）（17，18） 4 ・（14，5）8，3（6，15）（1，11）（7，16，10）（2，12，13，9）18，17，4

勝馬の
紹 介

オーヴィレール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．23 小倉1着

2013．3．21生 牝3芦 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 7戦3勝 賞金 31，434，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ツーエムマイスター号は，枠内駐立不良〔突進〕。



26035 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3日 第11競走 ��
��1，800�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走15時35分 （ダート・右）
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

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

44 ミ ツ バ 牡4鹿 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B460± 01：50．8 4．5�
710 ダノンバトゥーラ 牡5黒鹿57 C．ルメール�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 488＋ 21：51．22� 2．4�
68 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 川田 将雅松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 526－ 4 〃 ハナ 11．0�
811 ヨヨギマック 牡5栗 57 岩田 康誠一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 506± 01：51．52 23．0�
79 イ ク ラ ト ロ 牡5鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 430＋ 41：51．6クビ 9．3�
11 ルファルシオン 牡5芦 57 藤岡 康太 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 ハナ 39．8	
33 エアカミュゼ 牡5黒鹿57 浜中 俊 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：51．7� 20．2

55 サージェントバッジ 牡4黒鹿57 M．デムーロ大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B504＋101：52．02 5．5�
56 タガノビリーヴィン 牡6黒鹿57 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 496＋141：52．31	 188．7�
22 アドマイヤランディ 牡5栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：52．5	 11．5
67 グッドマイスター 牡7鹿 57 
島 克駿久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 61：52．81	 51．0�
812 メイショウワコン 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 502＋ 21：53．01� 64．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，352，600円 複勝： 97，329，600円 枠連： 43，115，200円
馬連： 236，106，100円 馬単： 104，018，600円 ワイド： 107，918，800円
3連複： 337，334，400円 3連単： 548，768，700円 計： 1，540，944，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 120円 � 220円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 300円 �� 630円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 9，610円

票 数

単勝票数 計 663526 的中 � 117711（2番人気）
複勝票数 計 973296 的中 � 184967（2番人気）� 252395（1番人気）� 81974（5番人気）
枠連票数 計 431152 的中 （4－7） 67583（1番人気）
馬連票数 計2361061 的中 �� 280348（1番人気）
馬単票数 計1040186 的中 �� 50040（3番人気）
ワイド票数 計1079188 的中 �� 102733（1番人気）�� 41093（8番人気）�� 48229（6番人気）
3連複票数 計3373344 的中 ��� 145298（2番人気）
3連単票数 計5487687 的中 ��� 41360（18番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．1―12．1―12．2―11．9―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．3―49．4―1：01．6―1：13．5―1：25．9―1：38．1

コーナー
通過順位

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

2
4
1，10（2，11）3（8，12）（7，9）5（6，4）
1，10（3，11，9）8（2，12，4）5（7，6）

勝馬の
紹 介

ミ ツ バ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．3．28生 牡4鹿 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック 23戦5勝 賞金 101，307，000円

26036 9月17日 曇 良 （28阪神4）第3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

24 ヒーズインラブ 牡3鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：21．7 3．8�
818 メイショウラバンド 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 462＋ 4 〃 クビ 11．3�
817 ファンタサイズ 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 430＋ 41：21．8クビ 20．8�
816 フジクイーン 牝3栗 53 川須 栄彦平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 486＋ 41：21．9� 56．3�
612	 サダムリスペクト 牡4鹿 57 松山 弘平大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 452－ 41：22．11 42．8�
35 カノヤパリティ 牝3栗 53

52 ☆
島 克駿神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 450＋ 8 〃 クビ 57．8	
47 � スペードクイーン 牝3栗 53 川田 将雅吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 456－ 81：22．2クビ 7．9

36 タマモイヤリング 牝4黒鹿55 太宰 啓介タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 472＋20 〃 クビ 37．8�
714 サチノリーダース 牡6青鹿57 松若 風馬佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 競優牧場 462± 01：22．3� 103．3
713 サトノマイヒメ 牝3栗 53 福永 祐一里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 41：22．51� 6．5�
12 シセイカスガ 牡5黒鹿 57

54 ▲荻野 極猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 426＋22 〃 ハナ 135．3�
611 マスターリデル 牡4鹿 57 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 478＋16 〃 ハナ 142．1�
48 キョウワゼノビア 牝3黒鹿53 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 480－101：22．6 7．3�
715� エイシンカラット 牝4黒鹿55 武 豊�栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership 464＋12 〃 ハナ 20．5�
59 ゼンノトライブ 牡3黒鹿55 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 444＋20 〃 アタマ 167．6�
23 � エイシンピカソ 牝3栗 53 M．デムーロ平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

450－ 4 〃 ハナ 4．8�
510 メイショウフレイヤ 牝3栗 53

51 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 464＋ 41：22．91 55．5�
11 タガノヴィアーレ 牝3栗 53 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋121：23．0 20．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，459，000円 複勝： 84，633，700円 枠連： 48，138，700円
馬連： 161，012，600円 馬単： 60，283，300円 ワイド： 82，630，300円
3連複： 207，402，700円 3連単： 278，187，400円 計： 974，747，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 280円 � 450円 枠 連（2－8） 750円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，650円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 10，700円 3 連 単 ��� 46，840円

票 数

単勝票数 計 524590 的中 � 110353（1番人気）
複勝票数 計 846337 的中 � 139467（2番人気）� 75885（6番人気）� 41840（7番人気）
枠連票数 計 481387 的中 （2－8） 49535（3番人気）
馬連票数 計1610126 的中 �� 49599（10番人気）
馬単票数 計 602833 的中 �� 10642（16番人気）
ワイド票数 計 826303 的中 �� 23813（10番人気）�� 12690（20番人気）�� 12985（18番人気）
3連複票数 計2074027 的中 ��� 14532（31番人気）
3連単票数 計2781874 的中 ��� 4305（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．7―46．5―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 10（11，13）1（8，14）7（2，6，18）17（3，16）（5，9，15）12，4 4 ・（10，11）13（1，8，7，14）（2，18）6（17，16）（3，5）（9，15）12，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒーズインラブ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Include デビュー 2015．11．14 京都1着

2013．3．7生 牡3鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 4戦2勝 賞金 18，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エルノルテ号・クールジョーカー号・ジェスロ号・スマートスペクター号・ブルーフラッシュ号



（28阪神4）第3日 9月17日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

239，720，000円
11，540，000円
1，830，000円
26，170，000円
61，156，750円
5，520，200円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
425，271，100円
647，488，400円
251，990，000円
1，056，164，500円
516，090，800円
572，646，700円
1，458，104，600円
2，241，073，500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 7，168，829，600円

総入場人員 13，460名 （有料入場人員 12，469名）
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