
26061 9月23日 晴 稍重 （29阪神4）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時50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

812 ビッグスモーキー 牡2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 532± 01：54．7 1．1�
22 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± 01：55．55 15．4�
710 クリノカポネ 牡2鹿 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 01：55．6� 34．6�
56 ブロンズケイ 牡2黒鹿 54

51 ▲富田 暁畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 488－ 8 〃 ハナ 10．0�
67 レッドジョルト 牡2栗 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：55．81� 20．8	
55 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± 01：55．9� 29．6

811 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 474－ 81：56．21� 46．7�
79 シゲルゴボウ 牡2黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 大滝 康晴 432± 01：57．810 91．9�
11 シミズミナト 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田 猛 476± 01：57．9� 169．0
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± 01：59．49 177．0�
33 ヴィグランドアテナ 牝2黒鹿54 小牧 太大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 484＋ 82：00．57 105．9�
68 ワンダーコンセギル 牡2栗 54 古川 吉洋山本 信行氏 松永 幹夫 新ひだか 米田牧場 484－ 62：00．92� 108．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，578，700円 複勝： 95，863，400円 枠連： 9，296，500円
馬連： 39，958，100円 馬単： 32，604，400円 ワイド： 32，526，900円
3連複： 61，326，300円 3連単： 131，799，700円 計： 431，954，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 150円 � 560円 枠 連（2－8） 340円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 180円 �� 650円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 285787 的中 � 204293（1番人気）
複勝票数 計 958634 的中 � 761441（1番人気）� 50655（3番人気）� 7596（7番人気）
枠連票数 計 92965 的中 （2－8） 21037（2番人気）
馬連票数 計 399581 的中 �� 82617（2番人気）
馬単票数 計 326044 的中 �� 61421（2番人気）
ワイド票数 計 325269 的中 �� 61629（1番人気）�� 11162（8番人気）�� 4093（17番人気）
3連複票数 計 613263 的中 ��� 19395（9番人気）
3連単票数 計1317997 的中 ��� 22238（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．6―13．2―13．1―13．0―12．6―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．4―50．6―1：03．7―1：16．7―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
2（4，7）（6，12）（3，11）－1，8，9，5，10
2（4，7）（6，12）1，11（9，5）10－3，8

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

勝馬の
紹 介

ビッグスモーキー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2017．8．13 新潟2着

2015．2．24生 牡2鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィグランドアテナ号・ワンダーコンセギル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年10月23日まで平地競走に出走できない。

26062 9月23日 晴 良 （29阪神4）第6日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

44 サヤカチャン 牝2鹿 54
53 ☆坂井 瑠星瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 450＋ 61：35．9 11．5�

68 シグナライズ 牝2鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 21：36．0� 1．5�
56 オ ル ニ ス 牝2黒鹿54 福永 祐一中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 538＋ 41：36．31� 6．2�
79 ヤマニンヌヌース 牝2鹿 54 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 422－ 21：36．93� 20．4�
55 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 424－ 6 〃 クビ 8．7	
11 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 460＋ 2 〃 アタマ 83．6

22 キンショーブラック 牝2黒鹿54 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 新冠 土井牧場 460＋ 61：37．11� 38．8�
812 ウインタイムリープ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 448－ 41：37．31� 189．8�
67 カネコメハナコヨ 牝2芦 54 国分 優作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 村上牧場 468－ 21：37．4� 381．2
33 チャノカオリ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 420－101：37．61� 307．0�
811 ホウオウサンドラ 牝2栗 54 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 490－ 41：37．7� 8．5�
710 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 462＋ 41：39．18 101．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，214，000円 複勝： 111，956，000円 枠連： 9，985，000円
馬連： 44，332，400円 馬単： 28，810，400円 ワイド： 32，737，100円
3連複： 63，642，500円 3連単： 107，703，200円 計： 427，380，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 190円 � 110円 � 150円 枠 連（4－6） 630円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 300円 �� 720円 �� 210円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 8，990円

票 数

単勝票数 計 282140 的中 � 20621（5番人気）
複勝票数 計1119560 的中 � 39538（5番人気）� 848017（1番人気）� 61963（2番人気）
枠連票数 計 99850 的中 （4－6） 12133（3番人気）
馬連票数 計 443324 的中 �� 53047（4番人気）
馬単票数 計 288104 的中 �� 9646（9番人気）
ワイド票数 計 327371 的中 �� 27443（4番人気）�� 9807（10番人気）�� 45778（1番人気）
3連複票数 計 636425 的中 ��� 48348（3番人気）
3連単票数 計1077032 的中 ��� 8677（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．3―49．0―1：01．4―1：12．9―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サヤカチャン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2017．8．12 札幌2着

2015．4．29生 牝2鹿 母 アップルトウショウ 母母 ダーリントウショウ 4戦1勝 賞金 10，300，000円

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６日



26063 9月23日 曇 良 （29阪神4）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時50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

77 マイスターシャーレ 牡2鹿 54 C．ルメール�山紫水明 松田 国英 日高 下河辺牧場 474± 01：48．2 2．3�
22 ムーンレイカー 牡2鹿 54 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 2 〃 クビ 3．1�
44 ナリタブルー 牡2栗 54 福永 祐一�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 472＋101：49．37 11．5�
89 ロングランメーカー 牡2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 クビ 5．2�
78 シャンテューズ 牝2芦 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：49．51� 120．2	
55 ラストクルセイド 牡2鹿 54 幸 英明 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 468－101：49．71� 61．3

33 ウ ィ ズ 牡2鹿 54 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 474＋12 〃 アタマ 12．3�
66 フリーダムソート 牡2栗 54 国分 恭介西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド 446＋ 2 〃 ハナ 267．7�
11 キーフラッシュ 牡2栗 54 和田 竜二北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 474－ 81：49．8クビ 41．6
810 ノーブルスピリット 牡2黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 482－ 61：50．11� 22．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，369，100円 複勝： 56，556，200円 枠連： 8，956，800円
馬連： 48，518，600円 馬単： 29，487，600円 ワイド： 32，490，700円
3連複： 67，208，300円 3連単： 115，077，800円 計： 391，665，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（2－7） 330円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，810円

票 数

単勝票数 計 333691 的中 � 117964（1番人気）
複勝票数 計 565562 的中 � 227274（1番人気）� 150705（2番人気）� 44563（4番人気）
枠連票数 計 89568 的中 （2－7） 21006（1番人気）
馬連票数 計 485186 的中 �� 121524（1番人気）
馬単票数 計 294876 的中 �� 35602（1番人気）
ワイド票数 計 324907 的中 �� 66069（1番人気）�� 22440（4番人気）�� 18879（5番人気）
3連複票数 計 672083 的中 ��� 60528（2番人気）
3連単票数 計1150778 的中 ��� 29605（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．7―48．3―1：01．3―1：13．7―1：25．2―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイスターシャーレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．20 札幌3着

2015．5．19生 牡2鹿 母 ウィステリアアーチ 母母 バービキャット 2戦1勝 賞金 6，800，000円

26064 9月23日 曇 稍重 （29阪神4）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時20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
1：08．8
1：08．7

重
重

611 コンテンポラリー 牡3鹿 56 福永 祐一廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 454－101：12．5 8．1�
816 スマートサクソン 牝3芦 54 四位 洋文大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 480－ 6 〃 クビ 13．3�

713 ダノンコスモス 牝3栗 54 松山 弘平�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 466－ 81：12．71 5．1�
714 アデュラレッセンス 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム B482＋121：13．01� 11．7�
23 デンコウアリオン 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 472± 01：13．31� 9．9	
815 サンレイハリケーン 牝3栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 438－ 2 〃 クビ 41．7

47 タガノハウオリ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 454± 0 〃 アタマ 11．8�
510 クラシカルレディ 牝3黒鹿54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 408－181：13．4� 14．6�
36 アドマイヤホルン 牝3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 394－ 41：13．5� 36．4
59 メイショウルーシー 牝3青鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 412＋ 2 〃 ハナ 11．7�
24 シゲルドラネコ 牡3鹿 56 松若 風馬森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 448＋ 81：13．6� 16．2�
12 タイセイブリット 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 470＋ 21：14．02� 43．8�
48 サンブリリアント 牝3栗 54 北村 友一西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 496＋101：14．53 5．1�
612 ミスパッション 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 450－ 21：14．82 10．0�
11 ブラボーミネルバ 牝3栗 54 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 6 〃 アタマ 282．2�
35 ヤマニンゲラノス 牝3栗 54 幸 英明土井 肇氏 斉藤 崇史 浦河 廣田 伉助 478＋301：15．97 188．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，648，500円 複勝： 45，522，600円 枠連： 20，946，000円
馬連： 60，354，700円 馬単： 27，347，900円 ワイド： 46，123，700円
3連複： 96，981，600円 3連単： 104，668，500円 計： 427，593，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 350円 � 420円 � 210円 枠 連（6－8） 3，180円

馬 連 �� 7，670円 馬 単 �� 11，260円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 1，120円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 16，020円 3 連 単 ��� 116，920円

票 数

単勝票数 計 256485 的中 � 25166（3番人気）
複勝票数 計 455226 的中 � 32657（6番人気）� 25694（10番人気）� 66066（2番人気）
枠連票数 計 209460 的中 （6－8） 5092（14番人気）
馬連票数 計 603547 的中 �� 6092（38番人気）
馬単票数 計 273479 的中 �� 1820（51番人気）
ワイド票数 計 461237 的中 �� 4203（45番人気）�� 10817（7番人気）�� 9258（11番人気）
3連複票数 計 969816 的中 ��� 4538（62番人気）
3連単票数 計1046685 的中 ��� 649（461番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンテンポラリー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2017．8．6 小倉7着

2014．4．17生 牡3鹿 母 トレノトマト 母母 フューチャトマト 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 タガノハウオリ号の騎手藤懸貴志は，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：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シャブリ号・ダイシンフォルテ号・ヒルノケープタウン号・メイショウセトギリ号

追 加 記 事（第 4回阪神競馬第 3日第 4競走）
〔その他〕　　テーオーグラジア号は，競走中に疾病〔両第３手根骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



26065 9月23日 曇 良 （29阪神4）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：08．6
1：07．8

良
良

44 ト ン ボ イ 牝2栗 54 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 422 ―1：10．9 3．4�
11 アリイタヤス 牡2鹿 54 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 480 ―1：11．32� 14．2�
33 メジャーレート 牡2栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438 ―1：11．4クビ 2．3�
55 タニノビスケット 牝2黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 424 ―1：11．5� 31．8�
22 クリノルーベンス 牡2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 430 ― 〃 アタマ 42．3�
66 ヘヴンリーブライド 牝2黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470 ―1：11．92� 6．2	
77 テ オ ゲ ネ ス 牡2鹿 54 福永 祐一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 460 ―1：12．75 8．5�
78 アレキサンダー 牡2栗 54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 日高 森永牧場 456 ―1：12．8� 21．6�
810 エーティードラゴン 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 446 ―1：13．54 71．2
89 コンノートヒューズ 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星浜野順之助氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 雅樹 478 ―1：13．71	 91．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，419，900円 複勝： 31，175，200円 枠連： 9，023，600円
馬連： 38，790，800円 馬単： 25，342，400円 ワイド： 25，185，600円
3連複： 52，276，300円 3連単： 91，065，600円 計： 300，279，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（1－4） 1，880円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 410円 �� 180円 �� 400円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計 274199 的中 � 67978（2番人気）
複勝票数 計 311752 的中 � 74847（2番人気）� 25679（5番人気）� 107926（1番人気）
枠連票数 計 90236 的中 （1－4） 3703（7番人気）
馬連票数 計 387908 的中 �� 19172（6番人気）
馬単票数 計 253424 的中 �� 8192（8番人気）
ワイド票数 計 251856 的中 �� 13872（6番人気）�� 43523（1番人気）�� 14028（5番人気）
3連複票数 計 522763 的中 ��� 40695（3番人気）
3連単票数 計 910656 的中 ��� 10685（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．3―11．5―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．5―36．8―48．3―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ン ボ イ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．3．31生 牝2栗 母 ショウナンアオバ 母母 ショウナンタイム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26066 9月23日 曇 良 （29阪神4）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B456＋ 21：54．1 3．9�
12 シンボリブーケ 牝3鹿 54 福永 祐一シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 468＋ 21：54．31� 4．8�
611 ワールドヴィジョン 牡3鹿 56 C．ルメール 河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 多田 善弘 472－18 〃 アタマ 3．3�
510 ラ フ ォ リ ア 牝3黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：54．4� 5．7�
36 メイショウトコシエ 牡3栗 56 川田 将雅松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 450＋ 41：55．25 5．3�
35 メイショウスイグン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462－ 81：56．26 31．7	
47 アステロイド 牡3鹿 56 菱田 裕二 
シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518± 01：56．3� 57．7�
48 クラッチヒッター 牝3黒鹿54 小牧 太
キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 398＋ 4 〃 ハナ 61．6�
713 オウケンサクラブ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗福井 明氏 安田 隆行 新冠 高瀬牧場 438＋ 21：56．4クビ 200．8
24 ラ ラ オ ー ロ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極�G1レーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B444＋ 2 〃 ハナ 73．2�
714 プラネットナイン 牝3芦 54 小坂 忠士ライオンレースホース� 松元 茂樹 日高 Shall Farm 478＋101：57．35 166．1�
11 スズカベローナ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452－ 21：57．62 277．8�
612 ロングマリアベール 牝3黒鹿54 太宰 啓介飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 448＋16 〃 ハナ 335．5�
59 ソルエユニーク 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 
シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 380＋ 21：58．23� 156．9�
23 タガノレオナルド 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532－ 22：01．0大差 31．8�
（15頭）

815 ローゼンハイン 牝3鹿 54 川須 栄彦子安 裕樹氏 梅田 智之 平取 清水牧場 522＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，459，100円 複勝： 37，326，600円 枠連： 13，446，400円
馬連： 52，870，400円 馬単： 26，259，600円 ワイド： 31，209，100円
3連複： 63，345，400円 3連単： 82，456，600円 計： 332，373，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 160円 � 140円 枠 連（1－8） 1，060円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 330円 �� 230円 �� 340円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 差引計 254591（返還計 11209） 的中 � 52117（2番人気）
複勝票数 差引計 373266（返還計 18443） 的中 � 83310（1番人気）� 51673（4番人気）� 70392（2番人気）
枠連票数 差引計 134464（返還計 3062） 的中 （1－8） 9824（5番人気）
馬連票数 差引計 528704（返還計 55921） 的中 �� 47618（2番人気）
馬単票数 差引計 262596（返還計 26241） 的中 �� 10592（7番人気）
ワイド票数 差引計 312091（返還計 38721） 的中 �� 22694（4番人気）�� 36944（1番人気）�� 22222（5番人気）
3連複票数 差引計 633454（返還計129710） 的中 ��� 55252（2番人気）
3連単票数 差引計 824566（返還計159678） 的中 ��� 9876（15番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．5―12．8―12．8―12．3―12．2―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．0―50．8―1：03．6―1：15．9―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリスタルバブルス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．6．26 阪神6着

2014．3．1生 牡3黒鹿 母 ロッキーバッハ 母母 モコロツキー 18戦1勝 賞金 17，550，000円
〔競走除外〕 ローゼンハイン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 スズカベローナ号の騎手加藤祥太は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔その他〕 タガノレオナルド号は，1コーナー手前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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソルエユニーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月23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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アイスグレー号・エーティーライデン号・エールミニョン号・トコシエ号・ベニーニ号・メイショウタカトラ号・

メイショウモーント号・リーゼントシャルフ号
（非抽選馬） 4頭 タマモアーサー号・トウカイフォーゲル号・ファイトプラス号・ファミリアリティ号



26067 9月23日 曇 良 （29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

510 ドライヴナイト 牡4黒鹿57 藤岡 佑介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 520＋ 41：24．1 6．8�
612 ハーツジュニア 牡5鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502－ 2 〃 ハナ 10．8�
48 ダイシンカレラ 牡5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 492＋ 41：24．41� 19．2�
47 メイショウヴォルガ 牡3鹿 55 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 480＋ 4 〃 アタマ 9．0�
611 ダンツゴウユウ 牡3栗 55 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 468＋181：24．71� 218．2�
35 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± 0 〃 クビ 55．1	
23 ミッキーグッドネス 牝4鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 424＋ 81：24．8クビ 1．8

12 サクセスエナジー 牡3黒鹿55 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 520＋ 4 〃 ハナ 24．5�
713 メイショウフウシャ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 476＋14 〃 ハナ 182．3�
36 アシャカリアン 牡3栗 55 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 456－ 81：25．01� 38．3
714 レッドラシーマ 牡3芦 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋121：25．31� 95．9�
816 ハッシュタグ 牡3鹿 55 福永 祐一石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 26．5�
24 デ フ ィ 牡3鹿 55 岩田 康誠佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 510－ 41：25．4クビ 15．1�
815 テ ィ ー コ ア 牡3栗 55

54 ☆	島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B492－121：25．82
 24．8�
11 トミケンカリム 牡3栗 55 菱田 裕二冨樫 賢二氏 藤沢 則雄 浦河 信岡牧場 456± 01：26．12 458．1�
59 クインズマラクータ 牡3栗 55 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 514－ 41：26．73
 18．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，068，300円 複勝： 133，379，000円 枠連： 19，620，600円
馬連： 84，038，400円 馬単： 48，598，900円 ワイド： 59，054，200円
3連複： 122，326，700円 3連単： 173，475，600円 計： 683，561，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 500円 � 520円 � 880円 枠 連（5－6） 2，350円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，720円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 15，520円 3 連 単 ��� 66，470円

票 数

単勝票数 計 430683 的中 � 50372（2番人気）
複勝票数 計1333790 的中 � 72447（2番人気）� 69475（4番人気）� 38141（7番人気）
枠連票数 計 196206 的中 （5－6） 6454（9番人気）
馬連票数 計 840384 的中 �� 18477（12番人気）
馬単票数 計 485989 的中 �� 5760（19番人気）
ワイド票数 計 590542 的中 �� 12750（12番人気）�� 8814（16番人気）�� 6094（25番人気）
3連複票数 計1223267 的中 ��� 5908（51番人気）
3連単票数 計1734756 的中 ��� 1892（205番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．2―12．1―12．1―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドライヴナイト �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．18 新潟2着

2013．3．18生 牡4黒鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 12戦3勝 賞金 27，157，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハクサンベル号
（非抽選馬） 5頭 グロリアスメーカー号・タガノマニカ号・テイエムアニマンテ号・ティーティクイーン号・ワンダープラヤアン号

26068 9月23日 曇 良 （29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 （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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

510� アポロテキサス 	4鹿 57 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 494＋ 22：05．2 4．6�

713 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 B526－ 42：05．73 23．6�
35 モンストルコント 牡4黒鹿57 国分 恭介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 500－ 22：06．33
 6．5�
611� エクロジオン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 474± 0 〃 ハナ 19．5�
36 メイショウゴテツ 牡4青鹿57 福永 祐一松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 470－ 62：06．4
 17．9	
714 ピエナクルーズ 牡4鹿 57 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 アタマ 60．4

815� ウォータープリアム 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 520＋ 62：06．61� 143．3�
59 � タ ピ ゾ ー 牡3芦 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford 492－ 22：06．92 4．0�
24 キングレイスター 牡3鹿 54 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 478＋ 82：07．0クビ 38．3
816 マヤノパーチェム 牡5栗 57 藤岡 佑介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 480－122：07．31 338．3�
11 エンパイアブレイク 牝4鹿 55 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 500＋ 42：07．61 4．1�
48 ミスティーフリップ 牡5栗 57 武 豊吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 42：07．92 10．3�
612 クリノライメイ 牡3青鹿54 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508＋ 22：08．0 15．2�
23 スナークレッド 牡4鹿 57 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 490＋182：08．63
 264．1�
12 ウイングアクティブ 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 474＋ 82：09．34 53．0�
47 � アイアンヒロイン 牝4鹿 55 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-

erson 510＋ 42：11．7大差 220．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，172，900円 複勝： 54，420，000円 枠連： 24，389，600円
馬連： 89，309，700円 馬単： 39，547，600円 ワイド： 53，968，400円
3連複： 116，015，500円 3連単： 146，333，000円 計： 558，156，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 560円 � 190円 枠 連（5－7） 2，120円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 7，590円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 660円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 58，970円

票 数

単勝票数 計 341729 的中 � 58615（3番人気）
複勝票数 計 544200 的中 � 71828（4番人気）� 20010（9番人気）� 86284（2番人気）
枠連票数 計 243896 的中 （5－7） 8875（11番人気）
馬連票数 計 893097 的中 �� 13965（22番人気）
馬単票数 計 395476 的中 �� 3903（31番人気）
ワイド票数 計 539684 的中 �� 8271（23番人気）�� 22285（5番人気）�� 4477（35番人気）
3連複票数 計1160155 的中 ��� 6856（42番人気）
3連単票数 計1463330 的中 ��� 1799（206番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．2―13．2―12．8―13．0―13．0―12．6―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―34．7―47．9―1：00．7―1：13．7―1：26．7―1：39．3―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

�アポロテキサス �
�
父 Colonel John �

�
母父 Pulpit デビュー 2015．10．18 新潟1着

2013．3．16生 	4鹿 母 Bible Belt 母母 Buckeye Search 14戦3勝 賞金 29，248，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンヒロイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月23日まで平地

競走に出走できない。



26069 9月23日 曇 良 （29阪神4）第6日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

発走14時25分 （芝・右）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

811 タワーオブロンドン 牡2鹿 54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－101：21．7 1．8�

11 バーニングペスカ 牡2鹿 54 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 450＋ 41：22．33� 8．3�
67 イイコトズクシ 牡2鹿 54 荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478＋ 81：22．62 31．2�
78 フランシスコダイゴ 牡2鹿 54 岩田 康誠 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 442＋121：23．02� 40．2�
22 アイアンクロー 牡2栗 55 福永 祐一藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン

ズファーム 428－ 2 〃 クビ 7．7�
33 スーサンドン 牡2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 466＋ 61：23．21	 7．0�
66 リンガラポップス 牡2青鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：23．62� 36．1	
79 ナムラバンザイ 牡2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 420± 01：23．7� 139．9

55 アントルシャ 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 436± 01：24．34 6．6�
810 ジュンドリーム 牝2鹿 54 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 460－ 4 〃 ハナ 163．2
44 テイエムスグレモン 牡2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 41：25．15 266．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 65，302，600円 複勝： 117，466，600円 枠連： 17，956，900円
馬連： 107，098，800円 馬単： 61，166，200円 ワイド： 63，323，700円
3連複： 136，032，400円 3連単： 274，413，700円 計： 842，760，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 350円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 330円 �� 680円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 653026 的中 � 299520（1番人気）
複勝票数 計1174666 的中 � 648547（1番人気）� 94414（5番人気）� 38018（6番人気）
枠連票数 計 179569 的中 （1－8） 22370（4番人気）
馬連票数 計1070988 的中 �� 132818（3番人気）
馬単票数 計 611662 的中 �� 51296（3番人気）
ワイド票数 計 633237 的中 �� 54487（4番人気）�� 22986（8番人気）�� 11873（14番人気）
3連複票数 計1360324 的中 ��� 36564（8番人気）
3連単票数 計2744137 的中 ��� 26485（19番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―10．7―11．7―12．1―12．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．5―45．2―57．3―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タワーオブロンドン �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Dalakhani デビュー 2017．7．29 札幌1着

2015．2．9生 牡2鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 3戦2勝 賞金 29，710，000円

26070 9月23日 曇 良 （29阪神4）第6日 第10競走 ��
��1，800�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

710 レーヌドブリエ 牝5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋ 41：46．4 12．0�
57 エールデュレーヴ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 21：46．5	 12．0�
44 フロムマイハート 牝4栗 55 幸 英明 �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 446＋ 21：46．6
 7．6�
22 テーオービクトリー 牝3鹿 52 M．デムーロ小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 6 〃 アタマ 3．8�
813 エ マ ノ ン 牝4黒鹿55 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502＋24 〃 クビ 22．8	
68 チ ト ニ ア 牝3栗 52 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 472＋ 41：46．7クビ 8．5

56 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± 01：46．8
 202．6�
33 オリエントワークス 牝4鹿 55 菱田 裕二�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 484± 0 〃 クビ 34．0�
11 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿52 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 420－ 2 〃 ハナ 105．2
812 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 52 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：46．9
 54．2�
45 バイナリーコード 牝5栗 55 藤岡 佑介 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 44．8�
711 ラヴアンドドラゴン 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 41：47．43 2．6�
69 ナリタピクシー 牝4鹿 55 和田 竜二�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 516＋ 21：48．25 14．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，070，800円 複勝： 103，965，800円 枠連： 30，389，300円
馬連： 154，820，600円 馬単： 67，240，200円 ワイド： 87，217，700円
3連複： 206，174，900円 3連単： 293，088，100円 計： 1，000，967，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 300円 � 380円 � 250円 枠 連（5－7） 1，180円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 13，910円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 770円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 72，370円

票 数

単勝票数 計 580708 的中 � 38521（5番人気）
複勝票数 計1039658 的中 � 89303（5番人気）� 66071（6番人気）� 117905（3番人気）
枠連票数 計 303893 的中 （5－7） 19950（5番人気）
馬連票数 計1548206 的中 �� 18180（22番人気）
馬単票数 計 672402 的中 �� 3623（49番人気）
ワイド票数 計 872177 的中 �� 11910（23番人気）�� 30215（6番人気）�� 17364（15番人気）
3連複票数 計2061749 的中 ��� 14879（33番人気）
3連単票数 計2930881 的中 ��� 2936（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．6―48．4―1：00．3―1：12．1―1：23．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヌドブリエ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．10．5 新潟5着

2012．3．25生 牝5栗 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 26戦4勝 賞金 78，061，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26071 9月23日 曇 良 （29阪神4）第6日 第11競走 ��
��1，400�大阪スポーツ杯

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55�4歳
以上57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（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 336，000円 96，000円 48，000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 サトノファンタシー 牡4鹿 57 M．デムーロ里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484＋ 41：23．5 1．6�
612 カネトシビバーチェ 牝6鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 456－ 21：23．6� 10．3�
11 ダノンフェイス 牡4黒鹿57 C．ルメール�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 532＋ 21：23．7� 4．6�
59 	 エルフィンコーブ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

506－121：24．44 14．6�
510 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506＋ 8 〃 アタマ 36．7�
24 ペプチドウォヘッド 牡5鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 460－ 2 〃 ハナ 100．3	
36 エ キ マ エ 牡6鹿 57 宮崎 北斗古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム B532＋ 4 〃 アタマ 19．8

48 キープレイヤー 牝6青鹿55 荻野 極下河邉 博氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 518－ 6 〃 アタマ 275．9�
815 カネコメオスター 牡6栗 57 
島 克駿髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 498－101：24．6� 49．0�
816 ハニードント 牝6栗 55 川須 栄彦薪浦 州平氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 466± 01：24．7� 298．9
12 	 ライオンズバイツ 牡7鹿 57 北村 友一黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 470＋ 8 〃 アタマ 35．4�
611� スティンライクビー �5青鹿57 松若 風馬 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 468－181：24．91 157．3�
714 ミキノグランプリ 牡6栗 57 幸 英明谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 470＋ 21：25．0クビ 103．4�
35 リバーソウル 牡6黒鹿57 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 97．1�
713 メイショウカノン 牡6青鹿57 岩田 康誠松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468－181：26．38 273．3�
23 サクラフローラ 牝6黒鹿55 和田 竜二�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット B528－161：26．62 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，719，000円 複勝： 239，391，400円 枠連： 52，081，400円
馬連： 242，151，600円 馬単： 134，218，700円 ワイド： 121，946，800円
3連複： 362，652，100円 3連単： 707，072，300円 計： 1，928，233，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（4－6） 670円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 270円 �� 160円 �� 480円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 687190 的中 � 342909（1番人気）
複勝票数 計2393914 的中 � 1725725（1番人気）� 113736（3番人気）� 184866（2番人気）
枠連票数 計 520814 的中 （4－6） 60157（2番人気）
馬連票数 計2421516 的中 �� 266407（2番人気）
馬単票数 計1342187 的中 �� 115350（2番人気）
ワイド票数 計1219468 的中 �� 108521（2番人気）�� 240986（1番人気）�� 52162（5番人気）
3連複票数 計3626521 的中 ��� 367721（1番人気）
3連単票数 計7070723 的中 ��� 187464（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．9―46．7―58．5―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノファンタシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．12．19 阪神1着

2013．5．4生 牡4鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 10戦5勝 賞金 84，381，000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） 3頭 ゴールドスーク号・テイエムチェロキー号・フレンドスイート号

26072 9月23日 曇 良 （29阪神4）第6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

510 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± 02：02．5 1．8�
815 ナリタエイト 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 464＋ 22：02．71� 8．6�
611 ゴ ー ド ン �3黒鹿54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 472＋ 4 〃 クビ 40．3�
713 キングパール 牡5黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：02．8� 19．3�
47 シンギュラリティ 牡3鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 484－ 42：02．9� 4．9�
11 リングオブハピネス 牝4栗 55 松若 風馬五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 42：03．0	 333．3	
714 ステイキングダム 牡4鹿 57 和田 竜二 
社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424－ 62：03．31	 27．2�
48 アルティマヒート 牝4栗 55 池添 謙一 
キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 42：03．4クビ 170．3�
35 ビービーブレスユー 牡4鹿 57 幸 英明
坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 500－ 82：03．5� 15．6
23 ローズカスケイド 牝3鹿 52

51 ☆坂井 瑠星 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 426－12 〃 アタマ 400．0�
59 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± 02：03．71 141．3�
24 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480＋12 〃 ハナ 8．6�
12 ファスナハト 牡4青鹿57 岩田 康誠 
社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 534－14 〃 クビ 30．2�
612 トーホウドミンゴ 牡3青鹿54 北村 友一東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 468－ 62：03．8クビ 111．4�
36 
 スリープレッピー �4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 448＋ 8 〃 ハナ 87．9�
816 テイエムナナヒカリ 牡4青鹿57 菱田 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 504＋ 42：04．22� 73．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，203，400円 複勝： 138，144，400円 枠連： 32，955，700円
馬連： 151，551，000円 馬単： 75，889，700円 ワイド： 93，520，500円
3連複： 215，536，000円 3連単： 343，051，300円 計： 1，109，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 660円 枠 連（5－8） 620円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，020円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 17，090円

票 数

単勝票数 計 592034 的中 � 262773（1番人気）
複勝票数 計1381444 的中 � 781521（1番人気）� 95192（3番人気）� 22185（9番人気）
枠連票数 計 329557 的中 （5－8） 41167（2番人気）
馬連票数 計1515510 的中 �� 159828（2番人気）
馬単票数 計 758897 的中 �� 59453（2番人気）
ワイド票数 計 935205 的中 �� 84831（2番人気）�� 22401（11番人気）�� 6326（33番人気）
3連複票数 計2155360 的中 ��� 25047（21番人気）
3連単票数 計3430513 的中 ��� 14546（51番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．7―12．8―13．0―12．9―12．9―11．7―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．8―49．6―1：02．6―1：15．5―1：28．4―1：40．1―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．1
1
3
11，13，1，9，10（3，15）（7，12）14（8，16）2，5（4，6）
11（1，13）9，10（3，15）（8，12）（14，7）16（4，2，6，5）

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

勝馬の
紹 介

エアウィンザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 阪神2着

2014．2．15生 牡3黒鹿 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 7戦2勝 賞金 25，001，000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 グラッチェ号



（29阪神4）第6日 9月23日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 163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

197，520，000円
2，530，000円
16，890，000円
1，230，000円
21，790，000円
67，500，000円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
497，226，300円
1，165，167，200円
249，047，800円
1，113，795，100円
596，513，600円
679，304，400円
1，563，518，000円
2，570，205，400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 8，434，777，800円

総入場人員 14，058名 （有料入場人員 13，025名）
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