
2609710月1日 晴 良 （29阪神4）第9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

68 オ ノ リ ス 牡2黒鹿54 小牧 太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494－ 81：55．2 7．3�
33 ビップデヴィット 牡2栗 54

53 ☆荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 468－ 21：56．05 41．7�
69 サンライズナイト 牡2黒鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 476－ 21：56．21 2．5�
710� イ グ レ ッ ト 牝2栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 442－ 8 〃 ハナ 3．2�
56 � ニシノトランザム 牡2鹿 54 菱田 裕二西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

478＋ 21：56．62� 7．0�
11 テ ィ カ ル 牡2鹿 54

51 ▲森 裕太朗 	カナヤマホール
ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 500＋101：57．55 30．4


812 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 472－ 21：57．82 25．5�

22 マイネルサブリエ 牡2栗 54 川須 栄彦 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 B452＋ 2 〃 アタマ 68．4�

813 ミトノブラック 牡2青鹿 54
53 ☆義 英真ロイヤルパーク 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 464＋ 41：58．22� 148．9

711 ミトノアミーゴ 牡2栗 54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト
クラブ 448＋ 81：58．62� 14．5�

45 タガノイチベエ 牡2鹿 54
53 ☆加藤 祥太八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 21：59．02� 115．1�
57 ケイティノーブル 牡2栗 54 国分 優作瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 454－ 21：59．85 51．0�
44 アマノラヴィータ 牝2鹿 54 松若 風馬中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 丸村村下

ファーム 462－ 42：02．7大差 166．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，744，600円 複勝： 34，275，300円 枠連： 12，919，200円
馬連： 48，674，400円 馬単： 25，504，400円 ワイド： 31，739，500円
3連複： 70，147，600円 3連単： 93，938，000円 計： 343，943，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 700円 � 140円 枠 連（3－6） 4，450円

馬 連 �� 8，950円 馬 単 �� 15，220円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 470円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 68，440円

票 数

単勝票数 計 267446 的中 � 30707（4番人気）
複勝票数 計 342753 的中 � 34210（4番人気）� 8914（8番人気）� 89343（2番人気）
枠連票数 計 129192 的中 （3－6） 2245（10番人気）
馬連票数 計 486744 的中 �� 4213（25番人気）
馬単票数 計 255044 的中 �� 1256（40番人気）
ワイド票数 計 317395 的中 �� 3445（23番人気）�� 18837（4番人気）�� 4581（16番人気）
3連複票数 計 701476 的中 ��� 5414（31番人気）
3連単票数 計 939380 的中 ��� 995（193番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．4―13．3―12．6―13．0―13．1―12．9―13．2

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ノ リ ス �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Dansili デビュー 2017．9．17 阪神6着

2015．1．31生 牡2黒鹿 母 フェリスタス 母母 フォーシンズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマノラヴィータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月1日まで平地競

走に出走できない。

2609810月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時20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

77 シエラネバダ 牡2芦 54 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋162：02．2 5．9�

55 ゴールドフラッグ 牡2黒鹿54 北村 友一合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B492± 02：02．41� 2．9�

44 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 436－ 2 〃 アタマ 4．8�

11 ケイティクレバー 牡2鹿 54 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 千歳 社台ファーム 442＋ 42：02．71� 3．4�
88 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 444－ 22：03．34 90．7�
66 リバプールタウン 牡2鹿 54 松山 弘平薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 484＋ 42：03．72� 7．8	
33 ワールドビーター 牡2鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 82：03．8クビ 52．0


89 クリノセッシュウ 牡2青鹿54 松若 風馬栗本 博晴氏 中村 均 日高 シンボリ牧場 420－122：04．22� 42．6�
22 ディープファイヤー 牡2黒鹿 54

53 ☆荻野 極深見 敏男氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 42：04．41� 110．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 31，511，000円 複勝： 34，320，800円 枠連： 8，352，500円
馬連： 46，541，800円 馬単： 27，941，200円 ワイド： 29，283，900円
3連複： 61，180，900円 3連単： 117，822，500円 計： 356，954，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 950円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 280円 �� 480円 �� 250円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 315110 的中 � 44352（4番人気）
複勝票数 計 343208 的中 � 47934（4番人気）� 90974（1番人気）� 58257（3番人気）
枠連票数 計 83525 的中 （5－7） 6782（5番人気）
馬連票数 計 465418 的中 �� 44533（4番人気）
馬単票数 計 279412 的中 �� 10754（10番人気）
ワイド票数 計 292839 的中 �� 27194（4番人気）�� 13726（9番人気）�� 32760（2番人気）
3連複票数 計 611809 的中 ��� 46709（5番人気）
3連単票数 計1178225 的中 ��� 14686（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．5―50．3―1：02．8―1：14．6―1：26．7―1：38．5―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5
1
3
1，8，2（4，6）7，9，5，3・（1，5）8（4，2）（7，6）－（3，9）

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

勝馬の
紹 介

シエラネバダ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．6．25 阪神6着

2015．2．28生 牡2芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ケイティクレバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ケイティクレバー号は，発走調教再審査。

第４回 阪神競馬 第９日

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



2609910月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 440－ 61：54．6 5．8�
47 タガノビッググッド 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 21：55．02� 25．7�
815� ファージンゲール 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill
Farm 472－ 6 〃 アタマ 3．6�

59 キクノフェリックス 牡3黒鹿56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 486－101：55．1クビ 4．0�
48 モダンハート 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 520－ 21：55．31 12．1�
816 ディープベイ 牡3鹿 56 松山 弘平橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 492＋ 2 〃 クビ 4．3	
714 ファミリアリティ 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 21：55．62 108．1

612 メイショウゴウキ 	3黒鹿56 和田 竜二松本 和子氏 沖 芳夫 安平 
橋本牧場 480± 01：56．13 14．0�
12 � エイシンクリッパー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�栄進堂 松元 茂樹 愛 H. K. Ei-
shindo 440－101：57．16 14．9

23 リーゼントシャルフ 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466－ 61：57．2� 189．1�

11 リリーハッピー 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 420－ 41：57．3� 456．0�
24 � ユ ウ ジ 牡3鹿 56 松若 風馬稻井田安史氏 森 秀行 米 River Bend

Farm, Inc. 520＋ 21：57．51� 28．6�
35 メイショウモーント 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 420＋ 41：57．81� 320．7�
611 ト コ シ エ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490－202：00．2大差 85．6�
713� マ イ ギ フ ト 牝3黒鹿54 藤岡 康太栗山 良子氏 島 一歩 米 Double In-

finity Ranch B490＋182：00．94 285．1�
36 カネトシヴェント 牡3鹿 56 荻野 琢真兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 小泉牧場 516－ 62：09．1大差 464．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，719，800円 複勝： 46，540，900円 枠連： 21，917，200円
馬連： 62，816，000円 馬単： 31，050，400円 ワイド： 41，138，300円
3連複： 93，822，700円 3連単： 116，039，100円 計： 446，044，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 410円 � 150円 枠 連（4－5） 1，160円

馬 連 �� 6，410円 馬 単 �� 10，350円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 320円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 33，750円

票 数

単勝票数 計 327198 的中 � 44754（4番人気）
複勝票数 計 465409 的中 � 68223（3番人気）� 21944（8番人気）� 102818（1番人気）
枠連票数 計 219172 的中 （4－5） 14599（4番人気）
馬連票数 計 628160 的中 �� 7588（23番人気）
馬単票数 計 310504 的中 �� 2249（40番人気）
ワイド票数 計 411383 的中 �� 6298（21番人気）�� 37723（1番人気）�� 10986（11番人気）
3連複票数 計 938227 的中 ��� 17699（14番人気）
3連単票数 計1160391 的中 ��� 2492（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．9―50．8―1：03．8―1：16．7―1：29．2―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンゼンムサシ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．20 札幌5着

2014．3．25生 牡3黒鹿 母 モカサンデー 母母 グリュックダンク 13戦1勝 賞金 17，950，000円
〔制裁〕 モダンハート号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒

告。（被害馬：9番・15番）
〔その他〕 カネトシヴェント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トコシエ号・マイギフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月1日まで平

地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 カネトシヴェント号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年11月1日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アトラーニ号・ケングレーハウンド号
（非抽選馬） 1頭 モズキンメダリスト号

2610010月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神4）第9日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

711� ゴールドバンカー 牡5栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 448－ 63：23．1 1．9�
812� ストリートオベロン 牡5黒鹿60 草野 太郎門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 466－ 83：23．73� 9．2�
710 カタヨクノテンシ 牡4鹿 60 中村 将之�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 500－123：24．44 74．4�
57 シゲルスズキ 牡4栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 510＋103：25．03� 6．4�
813� シゲルマンタ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 496－ 8 〃 アタマ 16．7�
69 � スズカグランデ 	6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 444＋ 23：25．21
 7．1	
68 アルファヴィル 牡4芦 60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456± 03：26．37 74．4�
45 トウキョウタフガイ 牡6鹿 60 小坂 忠士市川義美ホール

ディングス
 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 472＋143：27．78 24．0�
22 モズカタクラ 牡3栗 58 高田 潤 
キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 460－ 4 〃 クビ 8．5�
56 � ディゼトワール 牡4鹿 60 大江原 圭岡田 壮史氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－123：28．87 271．9
33 コンゴウリキ 	4栗 60 五十嵐雄祐浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 444＋123：29．22� 168．7�
11 ミスターロンリー 牡3鹿 58 白浜 雄造三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456－ 83：35．1大差 26．6�
44 リッシンロケット 牡7芦 60 平沢 健治小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 476＋ 43：35．52� 22．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，905，300円 複勝： 29，852，100円 枠連： 12，357，800円
馬連： 41，960，800円 馬単： 26，795，300円 ワイド： 27，651，900円
3連複： 64，068，700円 3連単： 107，631，200円 計： 331，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 240円 � 1，360円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，800円 �� 6，080円

3 連 複 ��� 15，050円 3 連 単 ��� 49，010円

票 数

単勝票数 計 209053 的中 � 85242（1番人気）
複勝票数 計 298521 的中 � 105856（1番人気）� 26359（5番人気）� 3380（11番人気）
枠連票数 計 123578 的中 （7－8） 23006（1番人気）
馬連票数 計 419608 的中 �� 36247（4番人気）
馬単票数 計 267953 的中 �� 16640（3番人気）
ワイド票数 計 276519 的中 �� 18955（4番人気）�� 2410（30番人気）�� 1093（44番人気）
3連複票数 計 640687 的中 ��� 3192（44番人気）
3連単票数 計1076312 的中 ��� 1592（140番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 51．4－3F 38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
11－12＝7，13，8，10，3，9－2－6，5＝1－4
11－12＝7，10，13－9，5，8－3，2－6＝4＝1

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

勝馬の
紹 介

�ゴールドバンカー �
�
父 トワイニング �

�
母父 ゴールドアリュール

2012．5．26生 牡5栗 母 レ ッ ド イ オ 母母 ジュピターガール 障害：6戦1勝 賞金 14，780，000円
初出走 JRA

※出走取消馬 ブルベアバイソン号（疾病〔右前肢挫創〕のため）
※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 テイエムファンドル号・メイショウハガネ号



2610110月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第5競走 ��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

77 ア ル モ ニ カ 牝2黒鹿54 松若 風馬 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 420 ―1：22．2 2．5�
810 バレンタインジェム 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 392 ―1：22．73 4．0�
22 フェールデュビアン 牝2鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 460 ―1：23．02 4．4�
55 ブ ケ パ ロ ス 牡2黒鹿54 小牧 太小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 452 ―1：23．85 21．0�
89 クリノユメジ 牡2栗 54

53 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 山際 辰夫 426 ―1：24．01� 50．2	
66 トラストノブナガ �2鹿 54 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 444 ― 〃 ハナ 32．5

44 イ リ オ ン 牡2黒鹿 54

53 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：24．32 18．3�
78 ビナロータス 牝2青鹿 54

51 ▲三津谷隼人井之口二三雄氏 作田 誠二 新ひだか 塚田 達明 460 ―1：25．25 30．7�
11 ウインシノビ 牡2鹿 54 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 筒井 征文 500 ―1：25．51� 8．0
33 メイショウイライザ 牝2黒鹿 54

51 ▲富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 438 ―1：25．71 68．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，276，900円 複勝： 29，570，500円 枠連： 8，644，600円
馬連： 47，558，700円 馬単： 28，641，800円 ワイド： 28，590，200円
3連複： 59，709，500円 3連単： 103，987，800円 計： 335，980，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 190円 �� 220円 �� 300円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 292769 的中 � 96558（1番人気）
複勝票数 計 295705 的中 � 90660（1番人気）� 54289（3番人気）� 54341（2番人気）
枠連票数 計 86446 的中 （7－8） 17424（1番人気）
馬連票数 計 475587 的中 �� 85408（1番人気）
馬単票数 計 286418 的中 �� 29294（1番人気）
ワイド票数 計 285902 的中 �� 41498（1番人気）�� 32486（2番人気）�� 21492（4番人気）
3連複票数 計 597095 的中 ��� 79511（1番人気）
3連単票数 計1039878 的中 ��� 40290（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．3―11．8―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．5―59．3―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル モ ニ カ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2015．5．7生 牝2黒鹿 母 アフリカンピアノ 母母 マ ン デ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2610210月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 ウォーターピオニー 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 452＋221：24．4 3．6�

510 ララベスラーナ 牝3栗 53
52 ☆�島 克駿ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ B472＋ 8 〃 クビ 6．0�
714 パワフルヒロコ 牝3黒鹿53 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 438＋ 21：24．71� 14．3�
23 オールスマイル 牝4青鹿55 松若 風馬前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 21：24．91� 3．8�
47 グロリアスメーカー 牝4鹿 55 秋山真一郎 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 444－ 61：25．0クビ 15．1	
816 アオイサンライズ 牝3鹿 53

52 ☆荻野 極新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 418－ 71：25．21� 16．2

59 キタノユーリン 牝3鹿 53 和田 竜二北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 476－ 61：25．3	 18．2�
815
 アートオブダムール 牝3鹿 53

52 ☆城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 444＋ 6 〃 アタマ 145．9�
48 
 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 464＋121：25．4	 10．2
24 アマルティア 牝4黒鹿55 川須 栄彦�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 460－ 2 〃 ハナ 26．1�
36 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

52 ▲森 裕太朗ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478± 01：25．5	 45．2�
713 ライディングハイ 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 490＋141：25．6	 75．0�
35 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 水口 優也栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 462＋101：26．23	 40．0�
612
 カラフルマーメイド 牝5鹿 55 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486＋121：26．41� 28．2�
12 タガノマニカ 牝3鹿 53 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 454－ 6 〃 ハナ 23．4�
611 モ ン ロ ー 牝3芦 53 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 446＋ 21：26．61� 61．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，500，000円 複勝： 43，536，200円 枠連： 19，016，800円
馬連： 70，528，500円 馬単： 32，437，400円 ワイド： 46，996，700円
3連複： 101，127，600円 3連単： 119，605，200円 計： 460，748，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 220円 � 360円 枠 連（1－5） 920円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，220円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 25，280円

票 数

単勝票数 計 275000 的中 � 60713（1番人気）
複勝票数 計 435362 的中 � 80717（2番人気）� 51582（3番人気）� 25648（5番人気）
枠連票数 計 190168 的中 （1－5） 15995（4番人気）
馬連票数 計 705285 的中 �� 39615（3番人気）
馬単票数 計 324374 的中 �� 10357（4番人気）
ワイド票数 計 469967 的中 �� 21772（3番人気）�� 9715（9番人気）�� 8337（11番人気）
3連複票数 計1011276 的中 ��� 12938（12番人気）
3連単票数 計1196052 的中 ��� 3430（44番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．1―12．3―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．4―46．5―58．8―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターピオニー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．11．23 京都1着

2013．4．6生 牝4鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 12戦3勝 賞金 27，600，000円
〔制裁〕 パワフルヒロコ号の騎手酒井学は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12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 アイファーチェンジ号



2610310月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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
1：44．5
1：43．9

良
良

713 トレジャートローヴ 牡4芦 57
56 ☆坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448＋121：45．6 10．8�

612 アンノートル 牡3鹿 54
51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 472－ 2 〃 クビ 329．3�

818 バティスティーニ 牡4鹿 57
56 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 2．3�

35 アドマイヤアロマ 牝6栗 55 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 458－101：45．91� 72．5�
510 カレンオプシス 牝5青鹿55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：46．0� 66．2�
47 エイシンルーク 牡3黒鹿54 酒井 学	栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 492＋ 2 〃 クビ 5．8

24 ディープエクシード 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 488＋ 81：46．21� 19．3�

48 ゴールドポセイドン 牡3鹿 54 川須 栄彦 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 454－ 61：46．3� 129．0�

11 ユウチェンジ 牡4黒鹿57 松若 風馬	アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 498＋ 81：46．4クビ 17．4
817 ワンダープチュック 牡3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 492＋ 2 〃 クビ 5．2�
714 ラントシャフト 牝3栗 52 菱田 裕二 	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 448± 01：46．5クビ 60．8�
715 リリーモントルー 牡3鹿 54 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 432± 01：46．6� 85．6�
816 ファイトプラス 牡3栗 54

53 ☆城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 450－ 41：46．81� 622．1�
36 グランノーブル 牡4鹿 57 北村 友一三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 B498＋ 6 〃 アタマ 25．2�
59 デュパルクカズマ 牡3鹿 54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436＋ 8 〃 クビ 23．0�
611 ジョウショーホマレ 牝3栗 52 岡田 祥嗣熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 458± 01：47．22� 278．2�
23 カ ラ ル 牡3黒鹿54 和田 竜二 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472－ 61：47．51� 10．9�
12 アレススピアー 牡3黒鹿54 	島 良太 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－121：47．71� 168．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，853，200円 複勝： 64，358，500円 枠連： 22，784，500円
馬連： 89，068，300円 馬単： 40，862，700円 ワイド： 57，501，700円
3連複： 120，981，700円 3連単： 155，282，400円 計： 593，693，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 250円 � 4，710円 � 130円 枠 連（6－7） 23，630円

馬 連 �� 119，630円 馬 単 �� 223，700円

ワ イ ド �� 27，580円 �� 500円 �� 12，620円

3 連 複 ��� 106，120円 3 連 単 ��� 1，052，140円

票 数

単勝票数 計 428532 的中 � 31713（4番人気）
複勝票数 計 643585 的中 � 59446（4番人気）� 2254（16番人気）� 189935（1番人気）
枠連票数 計 227845 的中 （6－7） 747（28番人気）
馬連票数 計 890683 的中 �� 577（95番人気）
馬単票数 計 408627 的中 �� 137（187番人気）
ワイド票数 計 575017 的中 �� 508（99番人気）�� 32384（3番人気）�� 1114（71番人気）
3連複票数 計1209817 的中 ��� 855（180番人気）
3連単票数 計1552824 的中 ��� 107（1370番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．3―11．8―11．8―11．7―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．2―47．0―58．8―1：10．5―1：21．9―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トレジャートローヴ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．21 京都3着

2013．2．22生 牡4芦 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 14戦3勝 賞金 43，935，000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。
（非抽選馬） 3頭 グラッチェ号・スズカビーバ号・マコトステッラミラ号

2610410月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
1：08．8
1：08．7

重
重

610� テ ン モ ー ス 牝3鹿 53 秋山真一郎前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 460＋121：11．8 3．3�
59 ジュエアトゥー 	3栗 55

52 ▲森 裕太朗首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 500＋ 61：11．9
 5．7�
611 マ リ エ ラ 牡4鹿 57 菱田 裕二栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 532－ 61：12．64 14．4�
34 � ナニスンネン 牡5栗 57 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 516± 01：12．7
 13．5�
815� ボーサンシー 牡4栗 57 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

524－ 81：12．8 3．8�
58 � トッコディルーチェ 	4鹿 57

56 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

492＋ 2 〃 クビ 34．3�
814 ドンボラーレ 牡4栗 57 �島 良太山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 21：13．01 58．6	
712 タガノモーサン 牡4鹿 57

56 ☆義 英真八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 502－101：13．2 30．4

35 ス ワ ニ ル ダ 牝4芦 55 藤岡 佑介服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 4 〃 アタマ 94．2�
11 ヨドノビクトリー 牡3鹿 55 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 480－ 81：13．41
 7．8�
713 リリーメーカー 牝3鹿 53 国分 恭介阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 480± 01：13．5
 200．3
47 ローゼンタール 牝4栗 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：13．82 13．0�
23 ト キ ワ 牝5鹿 55 藤岡 康太田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 478± 01：13．9クビ 20．5�
46 テ ソ ー ロ 牡3鹿 55

54 ☆坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B496＋ 81：14．64 98．2�
22 テイエムアニマンテ 牡3青鹿 55

52 ▲富田 暁竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 486± 01：14．7
 79．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，435，300円 複勝： 52，973，100円 枠連： 19，733，500円
馬連： 89，792，700円 馬単： 38，622，900円 ワイド： 53，725，900円
3連複： 115，494，900円 3連単： 141，620，400円 計： 548，398，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 210円 � 290円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 490円 �� 920円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 16，940円

票 数

単勝票数 計 364353 的中 � 88197（1番人気）
複勝票数 計 529731 的中 � 122215（1番人気）� 61317（3番人気）� 38106（7番人気）
枠連票数 計 197335 的中 （5－6） 21078（2番人気）
馬連票数 計 897927 的中 �� 66205（2番人気）
馬単票数 計 386229 的中 �� 15089（3番人気）
ワイド票数 計 537259 的中 �� 29692（3番人気）�� 14657（8番人気）�� 10015（16番人気）
3連複票数 計1154949 的中 ��� 19149（12番人気）
3連単票数 計1416204 的中 ��� 6058（28番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．8―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．4―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．2
3 ・（1，6，7，15）（2，9，11）－（4，10）8，13（3，5，12）14 4 ・（1，6，7，15）（9，11）10（2，4）（8，13）12，14，5，3

勝馬の
紹 介

�テ ン モ ー ス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2017．1．29 京都1着

2014．2．22生 牝3鹿 母 Lemon Kiss 母母 Black Tie Kiss 5戦2勝 賞金 16，500，000円
※出走取消馬 フォーチュンキセキ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） 1頭 メイショウアバラガ号
（非抽選馬） 3頭 ヒップホップスワン号・ワンダーグロワール号・ワンダープレジール号



2610510月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第9競走 ��
��2，400�

ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．10．1以降29．9．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

77 エクセレントミスズ 牡4鹿 54 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 464± 02：25．7 12．9�
44 デンコウインパルス 牡5鹿 55 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 494＋ 42：26．01� 7．9�
55 ビップレボルシオン 牡6鹿 54 荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 520－ 22：26．63	 31．8�
66 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿56 秋山真一郎バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 ハナ 7．4�
22 ダノンディスタンス 牡3鹿 54 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 530＋ 82：26．92 1．4�
33 サトノグラン 牡3青鹿53 坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 ハナ 6．4	
11 ハイプレッシャー 牡6黒鹿54 北村 友一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518± 02：27．11
 35．0

（7頭）

売 得 金
単勝： 44，424，200円 複勝： 59，607，200円 枠連： 発売なし
馬連： 76，730，100円 馬単： 57，525，800円 ワイド： 39，776，200円
3連複： 89，746，700円 3連単： 286，316，700円 計： 654，126，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 780円 � 570円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，920円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 78，150円

票 数

単勝票数 計 444242 的中 � 27375（5番人気）
複勝票数 計 596072 的中 � 29669（5番人気）� 42157（4番人気）
馬連票数 計 767301 的中 �� 20220（12番人気）
馬単票数 計 575258 的中 �� 6080（22番人気）
ワイド票数 計 397762 的中 �� 13099（11番人気）�� 5200（18番人気）�� 8534（13番人気）
3連複票数 計 897467 的中 ��� 5575（29番人気）
3連単票数 計2863167 的中 ��� 2656（139番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．6―12．1―12．0―11．9―12．0―12．2―11．8―11．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．0―37．6―49．7―1：01．7―1：13．6―1：25．6―1：37．8―1：49．6―2：00．8―2：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．1
1
3
7，4，6－2－（3，5）－1
7＝4－5－6，2，3，1

2
4
7，4－6－2－（3，5）－1
7＝4－5－（6，2）3，1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクセレントミスズ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．1．24 中京4着

2013．3．27生 牡4鹿 母 アスクレピアス 母母 リザーブシート 15戦3勝 賞金 44，030，000円

2610610月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走14時50分 （芝・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

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

57 アットザシーサイド 牝4鹿 55 四位 洋文吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 438－ 21：08．4 1．4�
46 ナガラフラワー 牝5鹿 55 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 468－ 4 〃 クビ 12．1�
69 スマートグレイス 牝5栗 55 和田 竜二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 480－ 41：08．61 4．4�
610 テイエムゲッタドン �6栗 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B512＋ 41：08．7クビ 51．6�
712 クインズサリナ 牝3黒鹿53 藤岡 康太亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 444＋ 81：08．8	 22．8�
813 カシノピカチュウ 牡7鹿 57 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 498± 01：08．9
 139．4�
711 エリーティアラ 牝5青鹿55 �島 克駿谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B470± 01：09．0クビ 86．1	
45 モズハツコイ 牝6芦 55 北村 友一 
キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 470－ 41：09．1	 14．7�
33 オースミチャド 牡6鹿 57 酒井 学
オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 486＋ 61：09．2	 160．0�
58 ワキノヒビキ 牡5鹿 57 荻野 極脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 506± 0 〃 アタマ 44．6
22 メイショウスイヅキ 牝4鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：09．3クビ 29．2�
34 スカイパッション 牝5栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 466－ 2 〃 アタマ 28．4�
814 ナンヨーマーク �6青鹿57 加藤 祥太中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B518＋ 41：09．61	 287．3�
11 サンマルホーム 牡7栗 57 城戸 義政相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B436＋ 81：09．92 323．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 56，142，200円 複勝： 153，046，500円 枠連： 31，842，600円
馬連： 145，684，600円 馬単： 80，938，000円 ワイド： 71，773，200円
3連複： 180，419，200円 3連単： 355，259，000円 計： 1，075，105，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 160円 �� 430円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 561422 的中 � 308226（1番人気）
複勝票数 計1530465 的中 � 1086712（1番人気）� 60551（4番人気）� 155578（2番人気）
枠連票数 計 318426 的中 （4－5） 72686（2番人気）
馬連票数 計1456846 的中 �� 159707（2番人気）
馬単票数 計 809380 的中 �� 69478（3番人気）
ワイド票数 計 717732 的中 �� 64797（2番人気）�� 144670（1番人気）�� 34048（4番人気）
3連複票数 計1804192 的中 ��� 206727（1番人気）
3連単票数 計3552590 的中 ��� 106873（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．1―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．4
3 ・（5，9）－12（7，14）（2，11）6（3，10）－13，8（1，4） 4 9，5－（7，12）（2，11，14）（6，10）（3，13）4－8，1

勝馬の
紹 介

アットザシーサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．25 京都1着

2013．4．3生 牝4鹿 母 ルミナスハーバー 母母 タックスヘイブン 15戦4勝 賞金 122，957，000円

２レース目



2610710月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：31．9
1：30．7

良
良

812 ムーンクレスト 牡5鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：33．0 32．5�

68 マイネルハニー 牡4鹿 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 474－ 61：33．21	 6．3�

813 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 430＋ 6 〃 アタマ 21．1�
11 マテンロウボス 牡6黒鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B478＋121：33．41	 78．7�
711 ヴゼットジョリー 牝3黒鹿52 菱田 裕二 	社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 472＋161：33．5
 10．3

44 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466－ 21：33．6� 7．6�
33 ラ ン グ レ ー 牡6鹿 57 坂井 瑠星 	サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 ハナ 39．7�
710 サトノラーゼン 牡5鹿 57 秋山真一郎里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 3．3
22 ムーンエクスプレス 牝5鹿 54 和田 竜二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 444± 01：33．7
 47．9�
56 アメリカズカップ 牡3黒鹿55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 アタマ 11．9�
45 ミッキージョイ 牡5鹿 56 北村 友一野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 500－ 6 〃 ハナ 8．4�
57 ボンセルヴィーソ 牡3栗 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 462± 01：33．9
 4．8�
69 マイネルホウオウ 牡7栗 57 荻野 極 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 514－121：34．22 39．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 75，352，300円 複勝： 102，005，100円 枠連： 57，749，700円
馬連： 285，656，900円 馬単： 115，940，400円 ワイド： 126，581，100円
3連複： 401，124，400円 3連単： 609，585，800円 計： 1，773，995，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 810円 � 280円 � 630円 枠 連（6－8） 3，660円

馬 連 �� 9，830円 馬 単 �� 25，910円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 7，220円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 57，660円 3 連 単 ��� 451，890円

票 数

単勝票数 計 753523 的中 � 18541（9番人気）
複勝票数 計1020051 的中 � 30658（9番人気）� 108868（4番人気）� 40556（8番人気）
枠連票数 計 577497 的中 （6－8） 12198（13番人気）
馬連票数 計2856569 的中 �� 22499（31番人気）
馬単票数 計1159404 的中 �� 3355（77番人気）
ワイド票数 計1265811 的中 �� 12031（29番人気）�� 4466（57番人気）�� 14253（26番人気）
3連複票数 計4011244 的中 ��� 5217（141番人気）
3連単票数 計6095858 的中 ��� 978（897番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．9―11．7―11．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．9―46．8―58．5―1：09．5―1：21．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンクレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．11．1 京都6着

2012．5．6生 牡5鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 33戦6勝 賞金 141，808，000円

2610810月1日 晴 良 （29阪神4）第9日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ジュンスパーヒカル 牡5鹿 57 和田 竜二河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：52．2 6．7�
510 リアルプロジェクト 牡5鹿 57 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B518＋ 21：53．15 19．0�
35 シンゼンドリーム 牡4黒鹿57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 474－12 〃 クビ 3．8�
59 モズアトラクション 牡3栗 54

51 ▲富田 暁 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 474＋ 21：53．2クビ 85．8�
11 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 468＋ 4 〃 アタマ 53．3�
47 コスモボアソルテ 牡5芦 57

54 ▲三津谷隼人 	ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 502－ 21：53．73 34．2

23 アルファアリエス 牡6鹿 57

56 ☆坂井 瑠星�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 450－101：53．91	 37．8�
611 マイネルボルソー 牡6鹿 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B478－ 6 〃 クビ 104．5�
612 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 494＋ 61：54．0クビ 1．9
815 ダ ン カ ン 牡5鹿 57 藤岡 佑介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 458－ 4 〃 同着 86．5�
713
 トウシンダイヤ 牡4栗 57 松若 風馬�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 528－121：54．53 100．6�
36 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 55

54 ☆城戸 義政�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 81：54．6� 64．4�

12 スマイルフォース 牡5鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 454－ 81：54．7クビ 36．5�
714 ウエスタンオウジ �7鹿 57 国分 優作西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 472－101：54．91	 221．6�
24 � ラ テ ラ ス 牝5鹿 55

54 ☆荻野 極吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-
ald Nielsen B478－121：55．43 16．3�

48 ラヴアンドポップ 牡4鹿 57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 6 〃 アタマ 24．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，238，800円 複勝： 84，637，200円 枠連： 43，841，500円
馬連： 180，771，100円 馬単： 86，183，700円 ワイド： 98，124，400円
3連複： 248，027，300円 3連単： 394，828，100円 計： 1，208，652，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 400円 � 180円 枠 連（5－8） 3，930円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 9，120円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 520円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 40，950円

票 数

単勝票数 計 722388 的中 � 85871（3番人気）
複勝票数 計 846372 的中 � 114035（3番人気）� 45491（5番人気）� 135998（2番人気）
枠連票数 計 438415 的中 （5－8） 8635（15番人気）
馬連票数 計1807711 的中 �� 25478（17番人気）
馬単票数 計 861837 的中 �� 7083（26番人気）
ワイド票数 計 981244 的中 �� 16717（14番人気）�� 51169（3番人気）�� 23946（8番人気）
3連複票数 計2480273 的中 ��� 29715（17番人気）
3連単票数 計3948281 的中 ��� 6989（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．1―49．3―1：01．5―1：13．8―1：26．1―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンスパーヒカル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．13 阪神3着

2012．5．13生 牡5鹿 母 フラッシュウェーブ 母母 プラチナウェーブ 21戦4勝 賞金 66，039，000円
〔発走状況〕 モズアトラクション号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

タイセイパルサー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※モズアトラクション号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（29阪神4）第9日 10月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

226，650，000円
4，920，000円
15，890，000円
1，100，000円
24，110，000円
65，042，000円
4，916，600円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
496，103，600円
734，723，400円
259，159，900円
1，185，783，900円
592，444，000円
652，883，000円
1，605，851，200円
2，601，916，200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 8，128，865，200円

総入場人員 18，902名 （有料入場人員 17，714名）



平成29年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，413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

2，124，310，000円
25，160，000円
143，800，000円
15，100，000円
235，750，000円
580，776，000円
40，420，400円
13，564，800円

勝馬投票券売得金
5，099，603，800円
8，279，978，300円
2，438，260，700円
11，592，825，600円
5，742，707，000円
6，588，218，800円
16，272，552，200円
26，595，277，000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 82，609，423，400円

総入場延人員 143，406名 （有料入場延人員 133，438名）
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