
26001 9月9日 晴 稍重 （29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

78 ブルベアジネンジョ 牡2栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 446－ 41：54．5 251．4�
77 ビッグスモーキー 牡2鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 532－101：54．82 1．1�
89 タイセイビスタ 牡2青鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482－ 61：55．54 9．6�
22 タ ラ ニ ス 牡2黒鹿 54

51 ▲富田 暁藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 476－ 2 〃 ハナ 96．4�
11 イチネンプリンス 牡2黒鹿54 幸 英明国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 450＋ 2 〃 クビ 33．0	
44 グーテンターク 牡2鹿 54 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋141：56．24 21．5

810 グローリーグローリ 牡2黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 478－16 〃 ハナ 21．2�
66 リリーマイスター 牡2黒鹿54 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 502－ 41：56．62� 12．4�
55 スカイルーク 牡2鹿 54 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 456＋161：58．7大差 26．1
33 メイショウイズモ 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 様似 中脇 一幸 500＋ 62：02．7大差 80．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，978，600円 複勝： 103，790，700円 枠連： 7，636，500円
馬連： 38，490，000円 馬単： 29，486，700円 ワイド： 25，960，600円
3連複： 52，284，600円 3連単： 111，266，600円 計： 398，894，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 25，140円 複 勝 � 2，300円 � 100円 � 150円 枠 連（7－7） 8，070円

馬 連 �� 9，500円 馬 単 �� 34，440円

ワ イ ド �� 3，700円 �� 8，630円 �� 180円

3 連 複 ��� 12，310円 3 連 単 ��� 274，380円

票 数

単勝票数 計 299786 的中 � 1013（10番人気）
複勝票数 計1037907 的中 � 1622（10番人気）� 852584（1番人気）� 48457（2番人気）
枠連票数 計 76365 的中 （7－7） 733（15番人気）
馬連票数 計 384900 的中 �� 3139（20番人気）
馬単票数 計 294867 的中 �� 642（45番人気）
ワイド票数 計 259606 的中 �� 1475（28番人気）�� 625（38番人気）�� 50564（1番人気）
3連複票数 計 522846 的中 ��� 3184（29番人気）
3連単票数 計1112666 的中 ��� 294（283番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．6―13．1―13．0―12．9―12．5―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．1―51．2―1：04．2―1：17．1―1：29．6―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルベアジネンジョ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．8．6 小倉11着

2015．4．14生 牡2栗 母 ワイングラス 母母 ウインクルアーリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウイズモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月9日まで平地競

走に出走できない。

26002 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

55 ヤエノグラフ 牝2鹿 54 福永 祐一増田 和啓氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 430－ 41：22．9 4．2�
11 リリカルドリーム 牝2黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 434＋ 41：23．0� 7．4�
66 メイショウツバキ 牝2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 442＋ 61：23．1� 21．2�
78 ノーブルジャーニー 牝2栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 むかわ 上水牧場 430－ 8 〃 ハナ 30．8�
33 ケイココサージュ 牝2芦 54 和田 竜二 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 446＋ 61：23．31� 20．8	
811 バトルガラクシア 牝2鹿 54 国分 恭介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 482± 0 〃 ハナ 72．2

810 ロ ン ス 牝2芦 54 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 4 〃 アタマ 4．0�
22 ラペールノアール 牝2青 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 390－ 21：23．62 2．7�
79 メイショウリボベジ 牝2鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 岡部牧場 434－ 81：23．7クビ 88．9
44 ディストワルビー 牝2黒鹿54 酒井 学西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 414± 01：23．8� 92．1�
67 ミ ヤ ビ ラ ラ 牝2黒鹿54 浜中 俊村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 444－ 41：24．12 19．4�
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売 得 金
単勝： 25，296，500円 複勝： 36，410，400円 枠連： 8，086，800円
馬連： 44，298，600円 馬単： 24，592，200円 ワイド： 27，303，500円
3連複： 58，200，500円 3連単： 92，464，400円 計： 316，652，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 200円 � 440円 枠 連（1－5） 1，690円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，090円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計 252965 的中 � 49678（3番人気）
複勝票数 計 364104 的中 � 58576（3番人気）� 50822（4番人気）� 17153（7番人気）
枠連票数 計 80868 的中 （1－5） 3692（8番人気）
馬連票数 計 442986 的中 �� 23885（5番人気）
馬単票数 計 245922 的中 �� 7658（9番人気）
ワイド票数 計 273035 的中 �� 13235（6番人気）�� 6360（14番人気）�� 3917（21番人気）
3連複票数 計 582005 的中 ��� 6535（23番人気）
3連単票数 計 924644 的中 ��� 2735（78番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．1―12．4―11．9―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．0―48．4―1：00．3―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．5
3 6（1，5）（7，10）（2，4，11）（3，8）－9 4 6，5（1，10）7，11（2，4）（3，8）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤエノグラフ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2017．7．30 新潟5着

2015．2．13生 牝2鹿 母 シ ー カ ー マ 母母 C B Carm 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 リリカルドリーム号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・10

番）

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 阪神競馬 第１日



26003 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時55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
1：46．2
1：45．9

良
良

88 シースプラッシュ 牡2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 490± 01：47．4 2．0�
44 クリノダイヤモンド 牡2黒鹿 54

53 ☆荻野 極栗本 博晴氏 荒川 義之 むかわ 上水牧場 474－ 81：47．61� 4．0�
77 ル リ ジ オ ン 牡2鹿 54 和田 竜二�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 476＋ 41：48．77 9．6�
22 メイショウカラタチ 牝2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 458＋ 4 〃 アタマ 29．9�
11 サイタターフキング 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太西村 憲人氏 藤沢 則雄 平取 北島牧場 440± 01：49．12� 7．2	
66 タイセイトレイル 牡2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 61：49．31� 7．5

55 クリノセッシュウ 牡2青鹿54 幸 英明栗本 博晴氏 中村 均 日高 シンボリ牧場 432－ 41：49．4� 36．2�
33 ミトノブラック 牡2青鹿54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460± 01：49．72 43．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，209，000円 複勝： 37，057，100円 枠連： 発売なし
馬連： 39，776，600円 馬単： 25，019，500円 ワイド： 22，287，000円
3連複： 44，321，300円 3連単： 94，714，200円 計： 291，384，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 440円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，060円

票 数

単勝票数 計 282090 的中 � 114123（1番人気）
複勝票数 計 370571 的中 � 186864（1番人気）� 51368（2番人気）� 33011（4番人気）
馬連票数 計 397766 的中 �� 92331（1番人気）
馬単票数 計 250195 的中 �� 35114（1番人気）
ワイド票数 計 222870 的中 �� 40070（1番人気）�� 17643（4番人気）�� 10779（7番人気）
3連複票数 計 443213 的中 ��� 43742（3番人気）
3連単票数 計 947142 的中 ��� 33208（2番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．0―12．3―12．4―12．0―11．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．6―47．9―1：00．3―1：12．3―1：23．5―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．1
3 1，6－4（7，5）8－2，3 4 ・（1，6）4（7，5）8（2，3）

勝馬の
紹 介

シースプラッシュ 
�
父 エイシンフラッシュ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 小倉5着

2015．3．3生 牡2鹿 母 シーディザーブス 母母 ディフェレンテ 2戦1勝 賞金 5，700，000円

26004 9月9日 晴 稍重 （29阪神4）第1日 第4競走 ��1，400�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 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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 オースミベリル 牡3栗 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 490－ 41：25．5 7．3�
48 プリンセスヨウク 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 448－ 21：25．6� 2．1�
816 ワンダーリアス 牝3鹿 54 荻野 琢真山本 信行氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 448＋ 21：25．92 8．6�
35 ペプチドボンバー 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 446＋121：26．11� 27．3�
612 エイシンクリオネ 牝3芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 468－101：26．2� 18．0�
714 シャプレドサクレ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 504＋101：26．51� 4．9	
11 オースミペンタス 牝3黒鹿54 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 426－ 81：26．6� 23．5

713 ブルースガール 牝3黒鹿54 松若 風馬福井 明氏 鈴木 孝志 浦河 辻 牧場 414－121：27．02� 165．4�
815 ニホンピロメリーナ 牝3栗 54 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 452－ 81：27．1� 19．3�
59 オ ー サ ム 牡3青鹿56 川須 栄彦 �グリーンファーム中尾 秀正 千歳 社台ファーム 480－121：27．2� 27．0
36 ウインパソドブレ 牝3栗 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 472＋16 〃 ハナ 25．3�
24 フルスプレンダー 牡3栗 56 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 464＋ 21：28．05 68．5�
611 ダイシンアルド 牡3黒鹿56 国分 恭介大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 21：28．21 32．1�
23 ワールドスター 牡3栗 56 藤懸 貴志サン 安達 昭夫 新ひだか 西川富岡牧場 460－ 2 〃 クビ 236．0�
12 ユウキシャルマン 牡3鹿 56 国分 優作雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋フアーム 424＋ 51：28．73 143．6�
47 ブルベアマーテン 牡3栗 56 高倉 稜 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 秋場牧場 482＋20 〃 ハナ 131．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，252，900円 複勝： 32，261，200円 枠連： 14，963，800円
馬連： 49，584，800円 馬単： 26，152，500円 ワイド： 35，640，200円
3連複： 75，120，600円 3連単： 91，045，400円 計： 350，021，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 120円 � 200円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，060円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 252529 的中 � 27647（3番人気）
複勝票数 計 322612 的中 � 31195（4番人気）� 92513（1番人気）� 35522（3番人気）
枠連票数 計 149638 的中 （4－5） 19141（3番人気）
馬連票数 計 495848 的中 �� 45120（2番人気）
馬単票数 計 261525 的中 �� 9369（5番人気）
ワイド票数 計 356402 的中 �� 27394（2番人気）�� 7847（12番人気）�� 21771（3番人気）
3連複票数 計 751206 的中 ��� 25246（3番人気）
3連単票数 計 910454 的中 ��� 4754（25番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．5―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．6―48．1―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミベリル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．3．26 中京6着

2014．3．30生 牡3栗 母 ティティカカ 母母 キクノトップレディ 6戦1勝 賞金 5，000，000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 アイスグレー号・タイキリアリティ号



26005 9月9日 晴 良 （29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

66 � ジャンダルム 牡2黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 池江 泰寿 米 North Hills
Co. Limited 480 ―1：37．3 4．2�

78 ロードラナキラ 牡2鹿 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 446 ―1：37．51� 12．0�
67 スターリーステージ 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 アタマ 1．4�
810 サンライズナイト 牡2黒鹿54 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 478 ―1：37．71	 38．4�
79 サンライズカナロア 牡2黒鹿54 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 446 ―1：37．8	 8．7�
33 ナムラルビー 牝2栗 54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 440 ―1：38．01� 130．6	
44 ブルベアトリュフ 牡2鹿 54 高倉 稜 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 
川 啓一 440 ―1：38．21� 67．4

22 アスタービアンコ 牡2芦 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 日進牧場 466 ―1：38．3	 92．6�
11 ス ト リ 牡2黒鹿54 松山 弘平金山 敏也氏 松下 武士 安平 �橋本牧場 480 ―1：38．62 71．8�
55 メイショウヴァルス 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 424 ―1：38．7	 134．5
811 クリノユナチャン 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 飛渡牧場 458 ―1：39．65 126．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，480，500円 複勝： 105，140，700円 枠連： 13，245，300円
馬連： 47，241，700円 馬単： 41，649，000円 ワイド： 32，963，200円
3連複： 61，217，700円 3連単： 151，888，300円 計： 499，826，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 100円 � 150円 � 100円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 350円 �� 110円 �� 230円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 464805 的中 � 91878（2番人気）
複勝票数 計1051407 的中 � 105189（2番人気）� 30951（4番人気）� 826933（1番人気）
枠連票数 計 132453 的中 （6－7） 43081（2番人気）
馬連票数 計 472417 的中 �� 19625（5番人気）
馬単票数 計 416490 的中 �� 10589（9番人気）
ワイド票数 計 329632 的中 �� 15521（5番人気）�� 118281（1番人気）�� 27395（3番人気）
3連複票数 計 612177 的中 ��� 114512（2番人気）
3連単票数 計1518883 的中 ��� 21069（14番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．0―12．9―12．6―11．3―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―38．0―50．9―1：03．5―1：14．8―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャンダルム �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Sunday Silence 初出走

2015．4．25生 牡2黒鹿 母 Believe 母母 Great Christine 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サンライズカナロア号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
〔その他〕 ジャンダルム号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

26006 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：31．9
1：30．7

良
良

713 トゥザクラウン 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508－ 21：34．1 6．7�
35 ラーゴブルー 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－101：34．31� 3．7�
47 メイショウランポ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 456－ 61：34．4� 22．5�
612 ワンパーパス 牝3黒鹿54 酒井 学橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 430＋ 21：34．82	 52．1�
818 ラニカイワヒネ 牝3鹿 54 松山 弘平横瀬 兼二氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 456－ 6 〃 クビ 25．5�
48 ハービーラヴド 牝3黒鹿54 田中 健 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 亮 新冠 村上 欽哉 414± 01：34．9クビ 236．2

36 アイファーヒロイン 牝3栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 
島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 422＋101：35．0� 176．3�
816 イルーシヴハピネス 牝3鹿 54 和田 竜二 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 506－ 81：35．1� 5．1�
12 シャイニーホーム 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 422＋ 41：35．31� 12．3

611 ピンクリボン 牝3黒鹿54 
島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 厚賀古川牧場 432－ 21：35．4	 238．3�
715 プラムステッド 牝3栗 54 高倉 稜合同会社東堂 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 41：35．5クビ 205．4�
11 ウインドウイスパー 牝3栗 54 川須 栄彦福原 正博氏 森田 直行 平取 雅 牧場 442＋ 41：35．71 10．2�
510� クィーンズロード 牝3鹿 54 幸 英明林 正道氏 橋口 慎介 米 Joe Engel-

hart 500± 01：35．8	 95．1�
817 アルアンダルス 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 45．1�
24 タンバレジーナ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 山際 辰夫 446－101：36．33 201．0�
59 � ス カ イ フ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mr Hubert

Honore 458－ 81：36．72	 5．8�
23 サンマルトビー 牡3黒鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 474－ 21：37．33	 172．7�
714 パールズシャイン 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �シルクレーシング 池添 学 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－101：37．4� 7．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，533，000円 複勝： 42，179，000円 枠連： 18，522，200円
馬連： 64，966，700円 馬単： 29，706，200円 ワイド： 39，962，500円
3連複： 88，351，000円 3連単： 106，808，000円 計： 421，028，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 160円 � 520円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，680円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 30，640円

票 数

単勝票数 計 305330 的中 � 36073（4番人気）
複勝票数 計 421790 的中 � 42036（5番人気）� 86283（1番人気）� 16634（8番人気）
枠連票数 計 185222 的中 （3－7） 18443（3番人気）
馬連票数 計 649667 的中 �� 37133（3番人気）
馬単票数 計 297062 的中 �� 8107（6番人気）
ワイド票数 計 399625 的中 �� 19744（3番人気）�� 5872（25番人気）�� 8694（14番人気）
3連複票数 計 883510 的中 ��� 9692（23番人気）
3連単票数 計1068080 的中 ��� 2527（96番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．1―11．9―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．8―46．9―58．8―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥザクラウン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．23 京都9着

2014．2．12生 牡3鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルトビー号・パールズシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

10月9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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カリブハーブ号・サトノシュテルン号・スズカベローナ号・ムーンシュトラール号・ロングマリアベール号
（非抽選馬） 3頭 エイシンプレミアム号・ファイトプラス号・メイショウセトギリ号



26007 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 タイセイパルサー 牡4黒鹿 57
54 ▲森 裕太朗田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488＋ 41：50．9 16．8�

611 トウカイエクレール 牡4鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482＋ 21：52．07 7．5�
47 マイネルブロッケン 牡3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B420－ 41：52．1� 12．2�
12 ラインフィール 牡4栗 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B502＋ 4 〃 アタマ 10．9�
612 メイショウゴテツ 牡4青鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 476＋ 41：52．31� 165．4�
11 フォレストタウン 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 512＋ 21：52．51� 5．7	
24 シンゼンガンプ 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 464－ 21：52．71� 43．3

815 ダノンロッソ 牡3青鹿54 浜中 俊�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438－ 21：52．91 7．9�
48 クリノピョートル 牡3栗 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 490－101：53．43 7．4�
713 ウォーターシャウト 牡4青鹿57 福永 祐一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 B492± 01：53．5クビ 14．1
510 デューズワイルズ 牡4黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466－ 61：53．82 70．5�
35 ブルベアラクーン 牡3栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 530± 01：54．01� 46．0�
23 カフジナイサー 牡4黒鹿57 四位 洋文加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 41：54．53 7．4�
714 クリノライメイ 牡3青鹿54 池添 謙一栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 506－ 41：54．6クビ 10．0�
59 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 藤岡 康太中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B530＋101：54．81� 69．7�
816 インテグリティー 牡4鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 474± 01：55．01� 15．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，948，400円 複勝： 49，952，800円 枠連： 21，511，300円
馬連： 70，817，200円 馬単： 27，611，300円 ワイド： 46，076，400円
3連複： 101，090，000円 3連単： 107，417，400円 計： 454，424，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 510円 � 240円 � 370円 枠 連（3－6） 6，580円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 14，850円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 2，940円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 24，330円 3 連 単 ��� 140，820円

票 数

単勝票数 計 299484 的中 � 14184（11番人気）
複勝票数 計 499528 的中 � 23431（11番人気）� 61355（2番人気）� 34596（7番人気）
枠連票数 計 215113 的中 （3－6） 2533（24番人気）
馬連票数 計 708172 的中 �� 7356（45番人気）
馬単票数 計 276113 的中 �� 1394（86番人気）
ワイド票数 計 460764 的中 �� 5280（38番人気）�� 3986（51番人気）�� 8725（15番人気）
3連複票数 計1010900 的中 ��� 3116（124番人気）
3連単票数 計1074174 的中 ��� 553（713番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．1―48．6―1：01．1―1：13．6―1：26．0―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイパルサー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．19 中京1着

2013．4．15生 牡4黒鹿 母 プリモレディ 母母 アイオーユー 17戦2勝 賞金 23，425，000円
〔制裁〕 フォレストタウン号の騎手水口優也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

26008 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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

35 � ハニージェイド 牝3黒鹿53 M．デムーロ吉田 和子氏 	島 一歩 米
John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

466± 01：24．7 1．8�
611
 ペ リ コ ー ル 牝4栗 55

52 ▲富田 暁門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 452－101：24．8� 224．8�
11 
 メイショウオルソ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 500－111：25．01� 5．3�
816 コンクエストシチー �5栗 57 高倉 稜 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 460＋ 4 〃 ハナ 24．8�
23 
 エスプリゾーン 牡3栗 55

52 ▲森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 444－ 21：25．1 43．1�
48 リーサルストライク 牡5鹿 57 福永 祐一�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 514－ 61：25．41 11．8	
713
 ショウサングランド 牡4鹿 57 和田 竜二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 492＋101：25．72 28．8

12 シゲルキツネダイ �4青鹿57 酒井 学森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 藤本牧場 460＋ 21：25．8� 194．8�
47 � アイアンヒロイン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-
erson 506＋ 41：26．01� 83．8�

59 バ リ キ 牡5栗 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 454－ 4 〃 ハナ 12．4
714 ア ヴ ァ ン ト 牡3栗 55 幸 英明佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 470－ 61：26．31 8．7�
612
 ロ ワ ー ル 牝4栗 55 中井 裕二林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 426± 01：26．51� 269．4�
24 キタサンシーザー 牡3黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人�大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 498＋ 31：26．6� 18．2�
36 リアンヴェリテ 牡3鹿 55 古川 吉洋加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋101：27．55 25．9�
815 ナ イ ス ワ ン 牡4栗 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 444－101：28．45 216．4�
510 トウケイライデン 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 浩典 490－ 61：29．99 51．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，335，600円 複勝： 73，632，700円 枠連： 18，337，800円
馬連： 76，841，200円 馬単： 43，444，300円 ワイド： 45，212，900円
3連複： 100，484，600円 3連単： 155，107，800円 計： 549，396，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 2，720円 � 190円 枠 連（3－6） 6，000円

馬 連 �� 15，440円 馬 単 �� 18，560円

ワ イ ド �� 5，090円 �� 280円 �� 13，920円

3 連 複 ��� 31，270円 3 連 単 ��� 190，270円

票 数

単勝票数 計 363356 的中 � 157557（1番人気）
複勝票数 計 736327 的中 � 407195（1番人気）� 2666（14番人気）� 62196（2番人気）
枠連票数 計 183378 的中 （3－6） 2367（17番人気）
馬連票数 計 768412 的中 �� 3855（35番人気）
馬単票数 計 434443 的中 �� 1755（45番人気）
ワイド票数 計 452129 的中 �� 2054（46番人気）�� 50511（1番人気）�� 744（68番人気）
3連複票数 計1004846 的中 ��� 2410（73番人気）
3連単票数 計1551078 的中 ��� 591（446番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―12．1―12．3―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．5―46．6―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハニージェイド �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Hard Spun デビュー 2016．12．17 阪神3着

2014．2．12生 牝3黒鹿 母 Hard Hat 母母 Bright Feather 6戦2勝 賞金 17，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイライデン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月9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 スナークライデン号



26009 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第9競走 ��
��2，000�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．9．10以降29．9．3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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 ペガサスシャーイン 牡3芦 53 幸 英明田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 秋場牧場 534＋ 42：04．8 3．7�
33 ペルランヴェール 牡3鹿 53 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 516± 0 〃 クビ 2．4�
810 トミケンシェルフ 牡5栗 54 松田 大作冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 B480－ 42：04．9クビ 62．0�
66 タガノグルナ 牡3鹿 53 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 22：05．11� 5．9�
44 � サハラファイター 牡4鹿 57 松山 弘平本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 518＋ 22：05．2	 12．7�
55 ホーリーブレイズ 牡3鹿 53 和田 竜二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466－ 2 〃 アタマ 19．6�
89 サンライズレーヴ 牡6栗 54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476＋ 22：05．51	 88．3	
11 アルムチャレンジ 牡3黒鹿53 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 22：05．71� 28．5

77 ウォーターマーズ 牡3芦 54 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 518－ 42：06．55 5．8�
78 ロードプレステージ 牡5黒鹿53 北村 友一 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 458± 02：07．03 23．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，189，600円 複勝： 56，733，500円 枠連： 15，196，800円
馬連： 85，405，700円 馬単： 46，112，500円 ワイド： 46，885，200円
3連複： 107，276，800円 3連単： 207，031，400円 計： 601，831，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 110円 � 770円 枠 連（2－3） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，110円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 20，380円

票 数

単勝票数 計 371896 的中 � 79466（2番人気）
複勝票数 計 567335 的中 � 117784（2番人気）� 194198（1番人気）� 9408（9番人気）
枠連票数 計 151968 的中 （2－3） 33458（1番人気）
馬連票数 計 854057 的中 �� 173049（1番人気）
馬単票数 計 461125 的中 �� 45146（2番人気）
ワイド票数 計 468852 的中 �� 84060（1番人気）�� 4761（25番人気）�� 5376（22番人気）
3連複票数 計1072768 的中 ��� 14339（19番人気）
3連単票数 計2070314 的中 ��� 7363（69番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―13．0―12．4―13．0―12．9―12．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．5―48．5―1：00．9―1：13．9―1：26．8―1：39．5―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
6，10，2（4，8）－（3，5）1（9，7）
6，10，2（4，8）5，1，3，7，9

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

勝馬の
紹 介

ペガサスシャーイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．3．11 阪神2着

2014．4．24生 牡3芦 母 キャラメリーナ 母母 ファーイースト 6戦3勝 賞金 35，960，000円

26010 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

の わ き

野 分 特 別
発走15時00分 （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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

55 ギ モ ー ヴ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：45．3 3．0�
11 グラットシエル 牡3黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 494－ 21：45．4� 3．5�
77 フロムマイハート 牝4栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 444＋141：45．61 2．9�
89 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 武 豊 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 474＋ 21：45．81 13．9�
44 サトノグラン 牡3青鹿54 坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 41：46．12 8．6	
66 ビオラフォーエバー 	6栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468－ 2 〃 クビ 34．4

22 プレミオテーラー 牝5黒鹿55 岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 476＋ 21：46．31
 43．0�
33 トライブキング 牡4鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 430－141：46．83 23．5�
88 サウンドテーブル 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 494－ 61：47．97 40．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，891，200円 複勝： 49，235，900円 枠連： 16，763，300円
馬連： 100，816，100円 馬単： 53，095，200円 ワイド： 47，972，200円
3連複： 124，916，700円 3連単： 247，984，100円 計： 679，674，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－5） 560円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 220円 �� 170円 �� 200円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 388912 的中 � 102753（2番人気）
複勝票数 計 492359 的中 � 109411（3番人気）� 110109（2番人気）� 123398（1番人気）
枠連票数 計 167633 的中 （1－5） 23163（3番人気）
馬連票数 計1008161 的中 �� 131027（3番人気）
馬単票数 計 530952 的中 �� 35924（5番人気）
ワイド票数 計 479722 的中 �� 52108（3番人気）�� 76419（1番人気）�� 60769（2番人気）
3連複票数 計1249167 的中 ��� 246153（1番人気）
3連単票数 計2479841 的中 ��� 80593（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．3―12．1―11．8―12．0―11．4―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．0―47．1―58．9―1：10．9―1：22．3―1：33．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギ モ ー ヴ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．15 京都2着

2013．1．19生 牝4鹿 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 14戦4勝 賞金 65，399，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26011 9月9日 晴 良 （29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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

34 ウインムート 牡4青鹿56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 502＋101：23．4 3．0�
58 ゴーインググレート 牡7栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 476－ 61：23．61 18．7�
713 ラテンロック 牡6鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 500－ 41：23．81	 5．6�
11 ブライトアイディア 牡7栗 56 
島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524＋141：24．01	 14．9�
23 アールプロセス 牡6鹿 56 浜中 俊池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 504－ 8 〃 クビ 13．7�
611 スウィープアウェイ 牡6芦 56 秋山真一郎藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 476－ 41：24．1� 155．3	
815 イーデンホール 牡5栗 56 M．デムーロ�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 494＋ 81：24．2� 4．7

35 シンゼンレンジャー 牡8黒鹿56 福永 祐一原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 508－ 4 〃 ハナ 25．2�
814 タイセイファントム 牡9鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 バンダム牧場 456－111：24．41	 78．1�
59 サウンドスカイ 牡4栗 56 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム B494－ 41：24．61	 126．9
46 ピ ン ポ ン 牡7鹿 56 池添 謙一小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 470＋ 4 〃 クビ 27．3�
610 ナガラオリオン 牡8鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 472－ 2 〃 ハナ 24．3�
712 マイネルバールマン 牡3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 512－ 6 〃 ハナ 5．3�
22 キョウエイアシュラ 牡10鹿 58 小牧 太田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 466－ 61：24．7� 184．1�
47 シャトーウインド 牡7黒鹿56 北村 友一円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 466＋ 21：24．91 230．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 76，533，000円 複勝： 116，249，100円 枠連： 53，915，600円
馬連： 257，331，900円 馬単： 103，188，800円 ワイド： 125，519，200円
3連複： 373，206，200円 3連単： 526，691，900円 計： 1，632，635，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 390円 � 190円 枠 連（3－5） 2，300円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 890円 �� 370円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 17，840円

票 数

単勝票数 計 765330 的中 � 200274（1番人気）
複勝票数 計1162491 的中 � 240423（1番人気）� 59295（7番人気）� 162917（4番人気）
枠連票数 計 539156 的中 （3－5） 18137（9番人気）
馬連票数 計2573319 的中 �� 76245（9番人気）
馬単票数 計1031888 的中 �� 20329（15番人気）
ワイド票数 計1255192 的中 �� 34684（10番人気）�� 94546（1番人気）�� 26365（13番人気）
3連複票数 計3732062 的中 ��� 75986（9番人気）
3連単票数 計5266919 的中 ��� 21396（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．1―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．4―59．5―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 4，3，8（1，14，15）（2，11，12）（5，13）（7，10）6，9 4 ・（4，3，8）（1，14，15）（2，11，12，13，10）（5，7）6，9

勝馬の
紹 介

ウインムート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．8．22 札幌1着

2013．3．21生 牡4青鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 19戦6勝 賞金 103，007，000円
［他本会外：1戦0勝］

26012 9月9日 晴 良 （29阪神4）第1日 第12競走 ��
��2，000�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
1：57．6
1：56．1

良
良

79 マイネルアトゥー 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 41：59．9 22．3�

811 エアウィンザー 牡3黒鹿54 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 クビ 1．6�
55 ピスカデーラ 牝3鹿 52 福永 祐一名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－102：00．43 12．2�
11 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿52 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 486＋12 〃 クビ 10．8�
67 � ロードクロムウェル 牡5鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm

Corporation 468－202：00．61	 35．4�
33 � メ リ オ ラ 牡3鹿 54 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 418＋102：00．7
 37．4	
810 ユウチェンジ 牡4黒鹿57 菱田 裕二�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 490－ 42：01．12� 6．5

44 � アポロテキサス �4鹿 57 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 492－ 42：01．2� 12．4�
66 ローレルヴィクター 牡3鹿 54 幸 英明 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 458－ 62：01．3クビ 114．1�
22 シェアザモーメント 牡3鹿 54 浜中 俊 キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 42：01．83 10．3�
78 ユキノタイガ 牡3芦 54

51 ▲富田 暁村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 500－ 62：02．12 56．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 56，625，000円 複勝： 175，189，400円 枠連： 24，675，300円
馬連： 116，220，900円 馬単： 71，317，600円 ワイド： 68，368，200円
3連複： 144，717，800円 3連単： 305，477，300円 計： 962，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 280円 � 110円 � 250円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，820円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 32，190円

票 数

単勝票数 計 566250 的中 � 20291（7番人気）
複勝票数 計1751894 的中 � 49513（7番人気）� 1272695（1番人気）� 58166（6番人気）
枠連票数 計 246753 的中 （7－8） 26271（3番人気）
馬連票数 計1162209 的中 �� 81212（6番人気）
馬単票数 計 713176 的中 �� 12586（15番人気）
ワイド票数 計 683682 的中 �� 45202（3番人気）�� 8654（21番人気）�� 43245（5番人気）
3連複票数 計1447178 的中 ��� 37434（12番人気）
3連単票数 計3054773 的中 ��� 6878（108番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．1―12．7―12．5―12．3―12．3―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―35．2―47．9―1：00．4―1：12．7―1：25．0―1：36．6―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
8，3，4－2（1，10，11）－5－（7，9）6
8，4（3，2）（1，10，11）（7，9，5）6

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

勝馬の
紹 介

マイネルアトゥー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．9．21 阪神1着

2013．3．10生 牡4青鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 19戦2勝 賞金 25，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ナルハヤ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（29阪神4）第1日 9月9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 151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
厩務員出走奨励金

202，900，000円
2，530，000円
14，280，000円
1，070，000円
22，380，000円
62，234，000円
3，926，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
461，273，300円
877，832，500円
212，854，700円
991，791，400円
521，375，800円
564，151，100円
1，331，187，800円
2，197，896，800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 7，158，363，400円

総入場人員 14，279名 （有料入場人員 13，234名）
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