
26085 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8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）

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
1：23．0
1：23．0

重
重

44 ユニオンローズ 牡2鹿 54 岩田 康誠�山紫水明 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 448－ 41：25．1 3．6�
812 ダンツタイヨウ 牡2黒鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 21：26．37 8．9�
56 ナ ム ラ キ ヌ 牝2鹿 54 秋山真一郎奈村 睦弘氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 452± 0 〃 ハナ 1．8�
811 コパノマーボー 牡2栗 54 藤岡 佑介小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 有限会社石川牧場 492＋241：27．04 9．8�
710 サイモンバイタル 牡2鹿 54 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 428－ 41：27．21� 101．4�
11 ミッキーマラン 牡2芦 54 国分 恭介三木 久史氏 中村 均 浦河 宮内牧場 462± 0 〃 ハナ 115．4	
68 ダイイチリュウ 牡2栗 54 北村 友一華山 龍一氏 作田 誠二 日高 松平牧場 490＋ 61：27．83� 34．5

67 スズカビレッジ 牡2栗 54 和田 竜二永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 448－ 41：28．22� 25．7�
33 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 468＋ 21：28．83� 38．0�
79 グリンテソーロ 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星了德寺健二氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 436－10 〃 アタマ 53．4
22 シゲルカボチャ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 406＋ 81：29．65 215．6�
55 ダ ッ チ ェ ス 牝2芦 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新冠 坂元 芳春 408－14 〃 ハナ 222．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，533，200円 複勝： 60，180，000円 枠連： 10，375，900円
馬連： 43，475，000円 馬単： 26，104，600円 ワイド： 29，318，800円
3連複： 63，420，100円 3連単： 103，575，500円 計： 363，983，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 320円 �� 140円 �� 220円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 275332 的中 � 63840（2番人気）
複勝票数 計 601800 的中 � 70748（2番人気）� 44019（3番人気）� 389376（1番人気）
枠連票数 計 103759 的中 （4－8） 11685（3番人気）
馬連票数 計 434750 的中 �� 25339（4番人気）
馬単票数 計 261046 的中 �� 10487（6番人気）
ワイド票数 計 293188 的中 �� 18571（4番人気）�� 67931（1番人気）�� 31442（2番人気）
3連複票数 計 634201 的中 ��� 93756（1番人気）
3連単票数 計1035755 的中 ��� 19502（8番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．3―12．1―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．4―47．7―59．8―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユニオンローズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．7．16 函館2着

2015．2．16生 牡2鹿 母 ランブリングローズ 母母 ホシノキンカ 3戦1勝 賞金 8，550，000円

26086 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

55 グローバルリーチ 牡2鹿 54 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 服部 牧場 452－ 41：10．3 5．2�

77 スギノアルテミス 牝2鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 406－ 41：10．51� 22．1�
44 クォーターバック 牡2黒鹿54 福永 祐一新井 康司氏 安田 隆行 新冠 ヤマタケ牧場 456± 0 〃 ハナ 1．9�
22 メイショウタンゴ 牝2黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 472－ 81：10．71� 4．2�
66 アイビリーブ 牡2鹿 54 武 豊古賀 和夫氏 森 秀行 浦河 高松牧場 450± 01：11．01	 8．3�
88 アウトバーン 牡2鹿 54 国分 優作鳴戸 雄一氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 462＋ 2 〃 クビ 86．4	
33 ビバラエポボン 牝2黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗
ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 452－ 21：11．1クビ 56．1�
11 ホ ク セ ツ 
2青鹿 54

53 ☆城戸 義政
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B466－14 〃 クビ 235．5�
89 サカショウクィーン 牝2鹿 54 酒井 学坂田 行夫氏 天間 昭一 青森 町屋 勝幸 418－ 21：11．41	 29．3
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売 得 金
単勝： 23，780，100円 複勝： 41，539，200円 枠連： 6，230，300円
馬連： 36，055，200円 馬単： 24，074，000円 ワイド： 23，326，500円
3連複： 45，905，900円 3連単： 95，399，000円 計： 296，310，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 220円 � 110円 枠 連（5－7） 3，690円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 630円 �� 210円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 237801 的中 � 38479（3番人気）
複勝票数 計 415392 的中 � 50354（3番人気）� 21197（5番人気）� 225583（1番人気）
枠連票数 計 62303 的中 （5－7） 1308（10番人気）
馬連票数 計 360552 的中 �� 8755（10番人気）
馬単票数 計 240740 的中 �� 3291（18番人気）
ワイド票数 計 233265 的中 �� 8326（8番人気）�� 34429（2番人気）�� 11200（7番人気）
3連複票数 計 459059 的中 ��� 26471（5番人気）
3連単票数 計 953990 的中 ��� 5556（43番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．4―46．8―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローバルリーチ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．6．17 阪神8着

2015．4．7生 牡2鹿 母 マスターセイレーン 母母 パ ー レ イ 4戦1勝 賞金 6，500，000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８日



26087 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8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

77 ヘンリーバローズ 牡2鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 21：47．5 1．1�
44 ショウナンマリブ 牡2芦 54 池添 謙一国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 460＋101：48．24 56．9�
89 プルンクザール 牡2栗 54 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452－ 41：48．62� 76．7�
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± 0 〃 ハナ 28．2�
88 エーティーマゼラン 牡2栗 54 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 浦河 日の出牧場 492＋101：49．02� 168．1�
33 ショウナンバローロ 牡2鹿 54 藤岡 康太国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 498＋ 41：49．1� 215．5�
66 ローズサクシード 牡2鹿 54 和田 竜二 	シルクレーシング 吉村 圭司 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 81：49．2	 133．6

22 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 468－ 6 〃 ハナ 18．1�
55 ブルベアルッコラ 牡2鹿 54 酒井 学 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 468＋201：49．73 184．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 173，839，500円 複勝： 87，518，000円 枠連： 9，301，200円
馬連： 41，719，200円 馬単： 46，527，700円 ワイド： 37，027，300円
3連複： 54，456，200円 3連単： 204，992，000円 計： 655，381，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 190円 � 250円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 260円 �� 360円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 4，670円

票 数

単勝票数 計1738395 的中 � 1525329（1番人気）
複勝票数 計 875180 的中 � 709300（1番人気）� 27126（4番人気）� 18281（5番人気）
枠連票数 計 93012 的中 （4－7） 11293（3番人気）
馬連票数 計 417192 的中 �� 47879（3番人気）
馬単票数 計 465277 的中 �� 46970（3番人気）
ワイド票数 計 370273 的中 �� 40121（3番人気）�� 26556（4番人気）�� 5691（13番人気）
3連複票数 計 544562 的中 ��� 17431（7番人気）
3連単票数 計2049920 的中 ��� 31818（15番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．0―12．3―12．5―12．4―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．5―48．8―1：01．3―1：13．7―1：24．9―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘンリーバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2017．7．16 中京2着

2015．2．5生 牡2鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 2戦1勝 賞金 7，800，000円

26088 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8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

23 ハートフルタイム 牡3黒鹿56 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500± 01：25．6 1．9�
714 アイスグレー 牝3芦 54 �島 良太 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 482＋ 41：26．34 25．2�
713 ブルーアクシス 牡3栗 56 太宰 啓介 �ブルーマネジメント奥村 豊 日高 長谷川牧場 504 ―1：26．51 83．7�
611 メイショウナンバー 牝3鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 446＋ 41：26．92� 186．1�
35 シ ャ ブ リ 牝3鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 418± 0 〃 ハナ 5．3�
815 サトノシュテルン 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B452－ 4 〃 ハナ 9．3	
11 オウケンヴィクトリ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗福井 明氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 432＋ 8 〃 クビ 100．8

816 プライムプラム 牝3栗 54 岩田 康誠長谷川守正氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：27．43 224．9�
612 メイショウタカトラ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 508－ 81：27．82� 22．0�
48 ヒルノケープタウン 牡3青鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B530＋ 81：28．54 18．3
12 プルマブランカ 牝3芦 54 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 480 ―1：28．82 8．8�
59 ワンダープトゥリ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか フクダファーム 454± 0 〃 アタマ 288．5�
24 ロックイット 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 大島牧場 460－101：28．9� 57．8�
47 レッドフィエルテ 牝3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 416± 01：29．53� 7．9�
36 エイシンプレミアム 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 木田牧場 472－ 21：29．82 203．6�
510 ミスターフウジン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 B500＋101：30．54 144．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，149，500円 複勝： 56，752，500円 枠連： 13，266，700円
馬連： 57，407，300円 馬単： 32，547，300円 ワイド： 40，030，800円
3連複： 81，724，900円 3連単： 114，454，500円 計： 429，333，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 350円 � 1，600円 枠 連（2－7） 1，900円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，230円 �� 22，750円

3 連 複 ��� 45，100円 3 連 単 ��� 125，720円

票 数

単勝票数 計 331495 的中 � 136198（1番人気）
複勝票数 計 567525 的中 � 238078（1番人気）� 28478（6番人気）� 5166（10番人気）
枠連票数 計 132667 的中 （2－7） 5387（7番人気）
馬連票数 計 574073 的中 �� 33173（5番人気）
馬単票数 計 325473 的中 �� 12172（7番人気）
ワイド票数 計 400308 的中 �� 19384（5番人気）�� 3087（29番人気）�� 430（81番人気）
3連複票数 計 817249 的中 ��� 1359（92番人気）
3連単票数 計1144545 的中 ��� 660（300番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．2―12．6―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―46．7―59．3―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．9
3 15，5，7（4，8，12）11（1，3）（9，10）（16，14）（2，6）＝13 4 15（5，12）（7，8，3）4－（1，11，14）10（16，9）2－6－13

勝馬の
紹 介

ハートフルタイム �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．12．17 阪神2着

2014．2．2生 牡3黒鹿 母 オールタイムベスト 母母 ウィルダネスストーム 10戦1勝 賞金 18，450，000円
〔制裁〕 プライムプラム号の騎手岩田康誠は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔その他〕 エイシンプレミアム号は，3コーナー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〕 ミスターフウジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月30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 シャワーブーケ号・メイショウセトギリ号



26089 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8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
1：46．2
1：45．9

良
良

811 アドマイヤキング 牡2鹿 54 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530 ―1：49．9 2．3�
66 ナンゴクアイネット 牝2鹿 54 松山 弘平渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 462 ―1：50．22 167．9�
55 メールドグラース 牡2黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 ハナ 9．3�
810 ヴ ィ グ ー ル 牝2鹿 54 浜中 俊サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 456 ― 〃 ハナ 77．0�
67 カ リ マ 牡2鹿 54 北村 友一前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480 ―1：50．41� 14．7�
78 ポジティブスタンド 牡2鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 476 ―1：50．5	 3．4	
33 レッドゼノビア 牝2栗 54 福永 祐一 
東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 452 ―1：50．6クビ 5．7�
44 キングフォルテ 牡2鹿 54 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 494 ―1：50．81� 64．1�
79 バウンスバッカー 牡2黒鹿54 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 430 ― 〃 クビ 119．6
11 サ イ ン 牡2芦 54 武 豊
ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462 ―1：51．33 16．2�
22 サトノガバナー 牡2青鹿54 岩田 康誠里見 治氏 中竹 和也 日高 チャンピオン

ズファーム 464 ― 〃 ハナ 42．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，835，100円 複勝： 45，911，000円 枠連： 10，026，000円
馬連： 53，083，700円 馬単： 33，324，900円 ワイド： 35，800，900円
3連複： 65，867，300円 3連単： 106，075，700円 計： 390，924，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 1，870円 � 190円 枠 連（6－8） 1，110円

馬 連 �� 15，950円 馬 単 �� 18，120円

ワ イ ド �� 4，200円 �� 480円 �� 5，840円

3 連 複 ��� 25，190円 3 連 単 ��� 176，380円

票 数

単勝票数 計 408351 的中 � 143777（1番人気）
複勝票数 計 459110 的中 � 124810（1番人気）� 3991（11番人気）� 60990（4番人気）
枠連票数 計 100260 的中 （6－8） 6941（5番人気）
馬連票数 計 530837 的中 �� 2579（31番人気）
馬単票数 計 333249 的中 �� 1379（43番人気）
ワイド票数 計 358009 的中 �� 2085（33番人気）�� 20939（5番人気）�� 1495（40番人気）
3連複票数 計 658673 的中 ��� 1961（63番人気）
3連単票数 計1060757 的中 ��� 436（355番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．3―12．8―13．1―12．7―11．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．2―50．0―1：03．1―1：15．8―1：26．9―1：38．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．2．8生 牡2鹿 母 アドマイヤテンバ 母母 アドマイヤグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※サイン号・メールドグラース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26090 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8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

66 メイショウワザシ 牡2栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 528 ―1：55．9 1．5�
55 カレンガリアード 牡2黒鹿54 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 466 ―1：56．53� 3．5�
22 ダージリンクーラー 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―1：56．71 7．5�
44 ミルトジョン 牡2黒鹿54 岩田 康誠永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 秋田育成牧場 482 ―1：57．44 9．9�
11 ゴッドスパロウ 牡2鹿 54 小牧 太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 528 ―1：58．14 24．1�
33 ユウクインスター 牝2黒鹿54 小林 徹弥	アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 450 ―2：03．4大差 69．3


（6頭）

売 得 金
単勝： 31，147，000円 複勝： 31，596，100円 枠連： 発売なし
馬連： 33，943，700円 馬単： 29，316，800円 ワイド： 28，091，300円
3連複： 33，116，900円 3連単： 125，480，500円 計： 312，692，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 110円 �� 180円 �� 210円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 690円

票 数

単勝票数 計 311470 的中 � 161042（1番人気）
複勝票数 計 315961 的中 � 190191（1番人気）� 54821（2番人気）
馬連票数 計 339437 的中 �� 162850（1番人気）
馬単票数 計 293168 的中 �� 88824（1番人気）
ワイド票数 計 280913 的中 �� 145064（1番人気）�� 23634（2番人気）�� 17497（4番人気）
3連複票数 計 331169 的中 ��� 72595（2番人気）
3連単票数 計1254805 的中 ��� 131679（2番人気）

ハロンタイム 13．5―12．4―14．5―13．7―12．7―12．5―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．9―40．4―54．1―1：06．8―1：19．3―1：31．5―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3
4，6，2，5，1，3・（4，6）（2，5）1－3

2
4
4，6（2，5）1－3・（4，6）5，2，1＝3

勝馬の
紹 介

メイショウワザシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2015．2．21生 牡2栗 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウクインスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月31日まで平地

競走に出走できない。



26091 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
2：40．0
2：37．3

良
良

816 メイショウカミシマ 牡3黒鹿54 松若 風馬松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 454＋ 42：40．5 5．8�
611� スティルウォーター 牝4黒鹿55 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 410± 02：40．6� 3．6�
59 ローズシュクレ 牝3栗 52

51 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 434－ 42：40．91� 11．4�
817 マイブルーヘブン 牡3鹿 54 松山 弘平三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 458＋ 42：41．11	 7．5�
47 タマモベルガモ 牡4栗 57

56 ☆
島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B476－ 2 〃 クビ 124．6	
818 メイショウキリマ 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 514＋ 82：41．2クビ 19．4

713 ロードゼスト 牡3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 450－ 2 〃 クビ 5．3�
11 レ レ オ ー ネ 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478－ 42：41．4� 12．6�
12 ワラッチャウヨネ 牝3黒鹿 52

49 ▲森 裕太朗�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 418－ 2 〃 クビ 20．2
35 ジャストコーズ �4青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506－ 42：41．61	 16．6�
36 ディスピュート 牡4鹿 57 和田 竜二畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B428－ 6 〃 アタマ 14．8�
612 ダンツペレット 牡4芦 57 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 506＋ 42：41．7� 15．7�
23 ナムラメルシー 牝3黒鹿 52

49 ▲富田 暁奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 浦河 中島牧場 476＋ 62：41．91	 251．1�
715 ヤマニンアウォーズ 牡3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 474－122：42．53� 442．6�
24 ケイアイアン 牡3鹿 54

53 ☆義 英真杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B472－ 62：42．82 357．1�
48 マジックルーラー 牝3鹿 52

51 ☆坂井 瑠星 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494－ 22：43．01	 205．8�
510 メイショウブルゴー 牡3栃栗 54

53 ☆城戸 義政松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 486＋ 22：45．2大差 323．7�
714 ストーミーワンダー 牡3栗 54 菅原 隆一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 槇本牧場 476－ 82：49．8大差 337．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，276，100円 複勝： 45，849，700円 枠連： 24，072，900円
馬連： 65，996，500円 馬単： 26，659，600円 ワイド： 43，252，800円
3連複： 94，646，600円 3連単： 102，010，400円 計： 429，764，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 160円 � 330円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，210円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 22，420円

票 数

単勝票数 計 272761 的中 � 37319（3番人気）
複勝票数 計 458497 的中 � 87683（1番人気）� 83169（2番人気）� 27254（7番人気）
枠連票数 計 240729 的中 （6－8） 43690（1番人気）
馬連票数 計 659965 的中 �� 46495（1番人気）
馬単票数 計 266596 的中 �� 7493（4番人気）
ワイド票数 計 432528 的中 �� 28652（1番人気）�� 8726（15番人気）�� 10510（10番人気）
3連複票数 計 946466 的中 ��� 15747（8番人気）
3連単票数 計1020104 的中 ��� 3298（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．5―13．5―13．4―13．1―11．8―12．2―13．0―12．3―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．7―36．2―49．7―1：03．1―1：16．2―1：28．0―1：40．2―1：53．2―2：05．5―2：16．8―2：28．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3

18，15，16（8，14）17（3，7）（5，9）2，13，6－（4，12）11（1，10）
18，16，17－（14，7）（15，9）（8，3，13）（5，6）（2，12，11）－（4，10，1）

2
4

18（15，16）－14，8，17，7，3，9（5，13）2，6（4，12，11）（1，10）・（18，16，17）7（9，13，6）（15，5，11）3，12（8，2，1）14，4－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカミシマ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．16 京都8着

2014．4．13生 牡3黒鹿 母 サンドヴィーナス 母母 サンドピアリス 10戦2勝 賞金 18，919，000円
〔制裁〕 ワラッチャウヨネ号の騎手森裕太朗は，3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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストーミーワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月31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 モズアトラクション号

26092 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8日 第8競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 セルリアンアラシ 牡3栗 54 菱田 裕二�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 482± 01：53．0 25．6�
815 マイネルブロッケン 牡3青鹿54 国分 恭介 �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 B426＋ 61：53．21� 6．0�
24 クレマンダルザス �4鹿 57

56 ☆荻野 極吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－141：53．3クビ 4．3�
816 ヤマニンシルフ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 448＋ 2 〃 アタマ 14．5�
714 ハギノグランコート 牡4栗 57 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 B530＋121：53．72� 24．7	
611 トウショウコマンチ 牡4青鹿57 �島 良太トウショウ産業� 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 510± 01：53．8	 5．9

510 スターペスユウコ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462－ 21：54．11� 16．7�
713 マンハッタンロック 牡3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 21：54．42 4．2�
11 オイカケマショウ 牡3鹿 54

51 ▲富田 暁小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 464± 01：54．71	 114．4
612 メイショウダッサイ 牡4黒鹿 57

56 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 488－181：55．01	 129．2�
47 アルマシャール 牡3鹿 54 和田 竜二コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 504＋ 41：55．1� 7．8�
59 ミスターウインディ 牡4黒鹿57 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 528＋141：55．42 110．6�
35 
 モ ー グ リ 牡5栗 57 松若 風馬大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 558－111：55．61 150．4�
23 イージーマネー 牡3芦 54 松山 弘平丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：55．81 16．5�
36 スズカチャレンジ 牡3鹿 54 古川 吉洋永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 490＋ 81：56．01 94．9�
12 ベルリンガー 牝4黒鹿55 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496± 01：56．42� 82．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，803，200円 複勝： 54，431，000円 枠連： 22，865，800円
馬連： 79，080，200円 馬単： 33，426，400円 ワイド： 53，292，400円
3連複： 108，821，600円 3連単： 124，575，400円 計： 507，296，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 580円 � 190円 � 170円 枠 連（4－8） 1，630円

馬 連 �� 7，890円 馬 単 �� 17，550円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 2，520円 �� 480円

3 連 複 ��� 11，610円 3 連 単 ��� 108，160円

票 数

単勝票数 計 308032 的中 � 9605（10番人気）
複勝票数 計 544310 的中 � 18259（10番人気）� 83713（2番人気）� 93749（1番人気）
枠連票数 計 228658 的中 （4－8） 10853（8番人気）
馬連票数 計 790802 的中 �� 7762（31番人気）
馬単票数 計 334264 的中 �� 1428（65番人気）
ワイド票数 計 532924 的中 �� 6356（30番人気）�� 5184（33番人気）�� 30933（1番人気）
3連複票数 計1088216 的中 ��� 7025（43番人気）
3連単票数 計1245754 的中 ��� 835（368番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．6―12．9―12．3―11．9―11．9―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―38．0―50．9―1：03．2―1：15．1―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セルリアンアラシ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．9．17 阪神2着

2014．5．17生 牡3栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 5戦2勝 賞金 15，800，000円
〔制裁〕 モーグリ号の調教師村山明は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 ハギノスノーボール号



26093 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8日 第9競走 ��
��1，400�ヤ マ ボ ウ シ 賞

発走14時25分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

45 ドンフォルティス 牡2栗 54 武 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 486－ 61：25．0 3．5�
68 オーロスターキス 牝2栗 54 川島 信二加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 472＋ 41：25．53 49．3�
57 テイエムオスカー 牡2黒鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 470＋ 8 〃 クビ 14．3�
812 ナムラアッパレ 牡2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 460＋ 21：25．92� 104．3�
33 レディバード 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468± 01：26．21� 2．1�
44 	 イエローブレイヴ 牡2鹿 54 菅原 隆一本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム 528－ 41：26．3クビ 27．2�
710 ハ ゼ ル 牡2栗 54 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 490＋ 41：26．62 17．2	
56 メイショウヒサカタ 牝2栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 476＋ 6 〃 クビ 18．1

22 ニシノダンテ 牡2青鹿54 高倉 稜西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 488＋10 〃 ハナ 84．7�
69 ヒロシゲゴールド 牡2青鹿54 酒井 学西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 466＋ 41：27．45 35．3�
813 ペ ガ ッ ソ 牡2黒鹿54 北村 友一ちくしCLUB 谷 潔 浦河 津島 優治 482± 01：27．93 40．0
711 サージュミノル 牡2黒鹿54 坂井 瑠星吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：28．85 10．2�
11 ブルベアジネンジョ 牡2栗 54 秋山真一郎 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 446± 01：43．8大差 51．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，555，200円 複勝： 82，084，900円 枠連： 22，160，900円
馬連： 113，559，000円 馬単： 57，574，700円 ワイド： 65，035，500円
3連複： 143，788，900円 3連単： 214，545，000円 計： 758，304，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 910円 � 320円 枠 連（4－6） 2，940円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 720円 �� 5，400円

3 連 複 ��� 23，210円 3 連 単 ��� 85，460円

票 数

単勝票数 計 595552 的中 � 141194（2番人気）
複勝票数 計 820849 的中 � 160377（2番人気）� 18516（10番人気）� 63388（3番人気）
枠連票数 計 221609 的中 （4－6） 5837（9番人気）
馬連票数 計1135590 的中 �� 15289（19番人気）
馬単票数 計 575747 的中 �� 4438（29番人気）
ワイド票数 計 650355 的中 �� 6525（25番人気）�� 24548（7番人気）�� 2988（45番人気）
3連複票数 計1437889 的中 ��� 4646（60番人気）
3連単票数 計2145450 的中 ��� 1820（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．8―47．5―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．5
3 8，13（4，10）3，7－9（2，6，5，12）－11＝1 4 8（13，10）（7，12）（4，3）5（2，9）－6＝11＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドンフォルティス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．8 中京3着

2015．4．9生 牡2栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 3戦2勝 賞金 17，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアジネンジョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月31日まで平

地競走に出走できない。

26094 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8日 第10競走 ��
��1，200�

あ し や が わ

芦 屋 川 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

815 グレイトチャーター 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋141：08．9 2．5�

59 エンゲルヘン 牝3栗 53 松若 風馬 �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 458＋14 〃 ハナ 11．4�

35 ウォーターラボ 牝5青鹿55 岩田 康誠山岡 良一氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 460－ 61：09．0
 20．1�
24 ブラッククローバー 牡5黒鹿57 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 494＋ 41：09．1
 11．6�
11 ダイトウキョウ 牡5鹿 57 武 豊市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 460－ 41：09．2クビ 7．9�
23 ラヴィングアンサー 牡3鹿 55 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 488＋ 6 〃 アタマ 18．8	
510 ヤマニンアタシャン 牝6鹿 55 岩崎 翼土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 442＋ 21：09．3� 234．1

714 ポップオーヴァー 牝5鹿 55 福永 祐一橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486＋121：09．51� 5．7�
36 キッズライトオン 牡5栗 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 2 〃 クビ 127．4
12 ニシノラディアント 牡4鹿 57 北村 友一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 492＋18 〃 ハナ 6．0�
713 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 454＋121：09．6� 35．4�
48 セレッソブランコ 牝5芦 55 荻野 極三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 488＋ 41：09．7クビ 101．8�
612 ベリースコール �4黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 486－ 61：09．91� 22．0�
816 ウインハートビート 牡4栗 57 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 500＋161：10．0� 49．7�
611 エンドレスシャイン 牡6鹿 57 森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 448＋ 21：10．63� 248．7�

（15頭）
47 サウンドテーブル 牡3黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，429，300円 複勝： 81，526，700円 枠連： 35，905，000円
馬連： 136，126，700円 馬単： 63，022，800円 ワイド： 77，518，500円
3連複： 185，861，100円 3連単： 246，508，500円 計： 877，898，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 360円 � 460円 枠 連（5－8） 1，840円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 880円 �� 970円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 32，430円

票 数

単勝票数 差引計 514293（返還計 305） 的中 � 161224（1番人気）
複勝票数 差引計 815267（返還計 635） 的中 � 212793（1番人気）� 47776（6番人気）� 36224（8番人気）
枠連票数 差引計 359050（返還計 20） 的中 （5－8） 15045（7番人気）
馬連票数 差引計1361267（返還計 2918） 的中 �� 50977（5番人気）
馬単票数 差引計 630228（返還計 1013） 的中 �� 16400（8番人気）
ワイド票数 差引計 775185（返還計 1711） 的中 �� 23131（5番人気）�� 20919（8番人気）�� 7532（35番人気）
3連複票数 差引計1858611（返還計 5944） 的中 ��� 17017（29番人気）
3連単票数 差引計2465085（返還計 7747） 的中 ��� 5510（94番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．8―46．0―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトチャーター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．7．5 中京2着

2012．3．31生 牡5鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 28戦4勝 賞金 93，462，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 サウンドテーブル号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 オフクヒメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 オフクヒメ号は，発走調教再審査。
※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 アドマイヤスカイ号・ペスカネラ号・メイショウベルボン号



26095 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8日 第11競走 ��
��2，000�第21回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，28．10．1以降29．9．24まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

24 メイショウスミトモ 牡6鹿 55 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 478＋ 62：03．9 74．2�
35 ドラゴンバローズ 牡5栗 54 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 498－ 6 〃 クビ 6．7�
713 ピ オ ネ ロ 牡6鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B500＋ 62：04．0� 5．2�
815 トップディーヴォ 牡5鹿 56 横山 典弘�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B488± 02：04．32 14．4�
510 スリータイタン �8黒鹿54 岩田 康誠永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 454＋ 42：04．4クビ 63．8	
47 タムロミラクル 牡5青鹿56 藤岡 康太谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 476＋ 42：04．61	 150．8

36 
 マ ス ク ゾ ロ 牡6黒鹿57．5 酒井 学門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

540＋ 22：04．7� 3．9�
612 ミ ツ バ 牡5鹿 57．5 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B468＋ 5 〃 ハナ 5．0�
611 マインシャッツ 牡4栗 55 武 豊吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 9．0
11 ブライトアイディア 牡7栗 54 �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 B526＋ 22：04．91	 58．6�
23 モルトベーネ 牡5栗 57．5 M．デムーロ三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 468＋ 42：05．11	 5．4�
48 キ ク ノ ソ ル 牡7鹿 54 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 510＋ 42：05．2� 162．9�
714 タガノゴールド 牡6栗 54 松若 風馬八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 42：05．4� 54．5�
59 トラキチシャチョウ 牡6鹿 55 池添 謙一 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 510－ 62：05．93 90．7�
12 メイショウイチオシ 牡6黒鹿53 秋山真一郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 538－ 22：06．0� 272．0�
816� タイニーダンサー 牝4鹿 53 浜中 俊�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496± 02：06．74 161．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 116，667，400円 複勝： 193，247，900円 枠連： 73，261，100円
馬連： 395，132，400円 馬単： 157，679，500円 ワイド： 211，416，500円
3連複： 619，740，500円 3連単： 847，991，200円 計： 2，615，136，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，420円 複 勝 � 1，110円 � 240円 � 190円 枠 連（2－3） 720円

馬 連 �� 27，130円 馬 単 �� 72，370円

ワ イ ド �� 5，490円 �� 4，530円 �� 710円

3 連 複 ��� 40，000円 3 連 単 ��� 468，950円

票 数

単勝票数 計1166674 的中 � 12572（11番人気）
複勝票数 計1932479 的中 � 34870（11番人気）� 219988（5番人気）� 322285（2番人気）
枠連票数 計 732611 的中 （2－3） 78151（2番人気）
馬連票数 計3951324 的中 �� 11287（46番人気）
馬単票数 計1576795 的中 �� 1634（116番人気）
ワイド票数 計2114165 的中 �� 9586（42番人気）�� 11642（36番人気）�� 82072（6番人気）
3連複票数 計6197405 的中 ��� 11619（93番人気）
3連単票数 計8479912 的中 ��� 1311（813番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．5―13．5―12．5―12．3―12．3―12．0―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―35．6―49．1―1：01．6―1：13．9―1：26．2―1：38．2―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
6，5（2，13）3，15（4，7）（8，16）1，11，12－10，14，9
6，5，13，3，15（2，7）16，4（1，11）8，10（12，9）14

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

勝馬の
紹 介

メイショウスミトモ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．3 函館1着

2011．4．22生 牡6鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 45戦7勝 賞金 178，450，000円
〔制裁〕 マスクゾロ号の騎手酒井学は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・2番・1番）

メイショウスミトモ号の騎手古川吉洋は，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30，000円。（被害馬：15
番・1番・11番）

※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 プリンシアコメータ号

26096 9月30日 晴 良 （29阪神4）第8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

612 ジョーマイク �4栗 57 国分 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 460＋ 41：20．5 32．9�
12 ウインソワレ 牝5鹿 55 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 61：20．71	 49．2�
714 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 442＋ 81：20．8
 7．4�
817 ダノンブライト 牡5青鹿57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466－ 41：21．01
 7．7�
36 コパノピエール 牡3鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 41：21．1
 17．7�
47 ヴィーナスフローラ 牝3栗 53 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 6 〃 ハナ 21．1	
11 � ズ ア ー 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End
Bloodstock 500＋ 81：21．2
 7．3


23 ラ グ ナ グ 牝4栗 55 四位 洋文吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 486± 01：21．3
 7．8�
510 エスカラード 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 41：21．4
 52．7�

35 サカジロテンオー 牡4鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B490＋ 21：21．5� 222．7
816 カノヤパリティ 牝4栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 468± 0 〃 ハナ 155．0�
59 サンライズマジック 牡3鹿 55 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 486＋ 2 〃 ハナ 4．8�
24 レ イ リ オ ン 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 ハナ 52．8�
715 ウェーブヒーロー 牡4鹿 57 池添 謙一万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 41：21．6
 13．4�
48 メイショウベニフジ 牝4黒鹿 55

54 ☆城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 438± 01：21．81	 288．9�
611 キラーコンテンツ 牡3鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：22．11� 5．1�
713 ウメマツサクラ 牝4鹿 55 秋山真一郎木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 472＋ 41：22．2
 69．1�
818 フ ナ ウ タ 牝3栗 53 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466± 01：22．41
 46．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 62，124，400円 複勝： 106，296，300円 枠連： 40，594，300円
馬連： 160，464，700円 馬単： 63，536，400円 ワイド： 99，701，300円
3連複： 226，572，200円 3連単： 272，085，400円 計： 1，031，375，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，290円 複 勝 � 830円 � 1，470円 � 280円 枠 連（1－6） 2，440円

馬 連 �� 54，210円 馬 単 �� 99，480円

ワ イ ド �� 13，980円 �� 3，240円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 121，720円 3 連 単 ��� 1，016，810円

票 数

単勝票数 計 621244 的中 � 15100（10番人気）
複勝票数 計1062963 的中 � 31507（10番人気）� 17187（14番人気）� 117082（4番人気）
枠連票数 計 405943 的中 （1－6） 12847（13番人気）
馬連票数 計1604647 的中 �� 2294（99番人気）
馬単票数 計 635364 的中 �� 479（196番人気）
ワイド票数 計 997013 的中 �� 1825（97番人気）�� 8020（37番人気）�� 4459（57番人気）
3連複票数 計2265722 的中 ��� 1396（295番人気）
3連単票数 計2720854 的中 ��� 194（2089番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．2―11．2―11．1―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．3―45．5―56．6―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 2，6（1，5）（13，17）（7，18）16（3，12，14）（4，8，11）9－（10，15） 4 2，6，5，1，17（13，16）（7，12）（3，14）11（4，8）（9，18，15）－10

勝馬の
紹 介

ジョーマイク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 オペラハウス デビュー 2015．8．30 札幌2着

2013．3．22生 �4栗 母 ジョーフュージョン 母母 ジョーエスペランス 23戦2勝 賞金 30，436，000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。
（非当選馬） 5頭 アルパーシャン号・ゲンパチケンシン号・ステラルージュ号・ダブルスキップ号・ミルトプリンス号



（29阪神4）第8日 9月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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
厩務員出走奨励金

223，350，000円
19，800，000円
1，760，000円
25，020，000円
65，527，000円
4，406，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
678，140，000円
886，933，300円
268，060，100円
1，216，043，600円
593，794，700円
743，812，600円
1，723，922，200円
2，557，693，100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 8，668，399，600円

総入場人員 14，064名 （有料入場人員 13，045名）
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