
26025 9月15日 曇 重 （30阪神4）第3日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

68 ウインバルドル 牡2黒鹿54 高倉 稜�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 428＋ 81：13．1 6．4�
812 ハクサンウェーブ 牡2青鹿54 幸 英明河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 456＋ 41：13．2� 2．4�
33 ア サ ミ ン 牝2鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 崎山 博樹 新冠 カミイスタット 434＋ 41：14．15 42．0�
67 メイショウハヤナリ 牡2鹿 54

53 ☆川又 賢治松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 454± 01：14．41� 22．8�
79 デンコウブレイブ 牡2黒鹿54 田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 446－ 2 〃 クビ 20．0�
44 メイショウペルム 牝2鹿 54

52 △富田 暁松本 好	氏 本田 優 浦河 近藤牧場 470＋ 41：14．82� 53．7

22 ニホンピロアメリア 牝2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 434－ 61：15．01 14．2�
11 アマノコマンダー 牡2鹿 54 水口 優也中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 474＋ 61：15．42� 43．7�
710 ローリンローリン 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 若林 順一 416± 01：15．6� 183．7

811 コウエイバンビーノ 牡2黒鹿54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 476＋ 21：16．02� 3．5�
55 リネンリボン 牝2鹿 54 �島 克駿戸山 光男氏 坂口 正則 新冠 芳住 鉄兵 450－ 81：16．32 9．1�
56 イエローナイフ 牡2青 54 城戸 義政�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 B442± 01：16．61� 179．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，282，900円 複勝： 25，450，000円 枠連： 10，612，300円
馬連： 44，287，000円 馬単： 23，273，400円 ワイド： 29，986，600円
3連複： 66，437，100円 3連単： 83，406，300円 計： 303，735，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 120円 � 510円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，540円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 23，930円

票 数

単勝票数 計 202829 的中 � 26299（3番人気）
複勝票数 計 254500 的中 � 35789（3番人気）� 74710（1番人気）� 8336（7番人気）
枠連票数 計 106123 的中 （6－8） 25050（1番人気）
馬連票数 計 442870 的中 �� 69358（2番人気）
馬単票数 計 232734 的中 �� 15533（4番人気）
ワイド票数 計 299866 的中 �� 27451（2番人気）�� 2759（28番人気）�� 6421（15番人気）
3連複票数 計 664371 的中 ��� 9577（18番人気）
3連単票数 計 834063 的中 ��� 2526（79番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．4―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―36．0―48．4―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインバルドル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．7．7 中京6着

2016．5．7生 牡2黒鹿 母 ニシノフレイア 母母 アワロイヤルブルー 3戦1勝 賞金 5，000，000円

26026 9月15日 曇 稍重 （30阪神4）第3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

44 ブリングイットオン 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 428＋ 21：10．6 6．3�

66 ウインクルマリヒメ 牝2黒鹿54 太宰 啓介�有能 高橋 亮 日高 竹島 幸治 412－ 21：10．92 4．7�
78 ジョーカリン 牝2黒鹿54 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 410－ 41：11．22 281．1�
79 キンショーダンサー 牝2栗 54 M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 浦河 大島牧場 440＋ 41：11．3クビ 3．0�
22 サ ル ー ス 牝2鹿 54

52 △富田 暁鈴木 照雄氏 加用 正 新冠 松浦牧場 432＋10 〃 ハナ 79．9�
11 ケアレスラヴ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 392＋ 41：11．51� 188．0	
810 マ ー ニ 牡2黒鹿54 藤岡 康太岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 446＋ 61：11．6クビ 55．5

55 キンイロノツバサ 牡2鹿 54 酒井 学大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 6 〃 クビ 22．6�
67 ハクサンストロング 牡2栗 54 C．ルメール 河﨑 五市氏 清水 久詞 新ひだか 田湯牧場 464＋ 61：11．81 7．3�
811 イ ノ セ ン ト 牡2栗 54 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 酒井牧場 446± 01：11．9� 22．4
33 テイエムアイガテ 牝2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 456＋ 41：12．22 4．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，198，300円 複勝： 41，653，100円 枠連： 8，724，200円
馬連： 45，840，800円 馬単： 23，166，200円 ワイド： 31，542，600円
3連複： 64，609，600円 3連単： 93，267，500円 計： 335，002，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 190円 � 5，060円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 450円 �� 17，870円 �� 15，650円

3 連 複 ��� 65，390円 3 連 単 ��� 303，220円

票 数

単勝票数 計 261983 的中 � 34426（4番人気）
複勝票数 計 416531 的中 � 53526（4番人気）� 65885（3番人気）� 1581（11番人気）
枠連票数 計 87242 的中 （4－6） 8178（4番人気）
馬連票数 計 458408 的中 �� 31243（7番人気）
馬単票数 計 231662 的中 �� 6359（15番人気）
ワイド票数 計 315426 的中 �� 20257（7番人気）�� 427（47番人気）�� 488（45番人気）
3連複票数 計 646096 的中 ��� 741（85番人気）
3連単票数 計 932675 的中 ��� 223（405番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―11．6―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．9―47．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリングイットオン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．7．14 中京6着

2016．3．6生 牝2鹿 母 ゴーファイトウィン 母母 ライラアラウィ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ジョーカリン号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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３日



26027 9月15日 曇 重 （30阪神4）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 434－ 41：53．7 24．0�
714 フ ワ ト ロ 牝3鹿 54 和田 竜二佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 478－ 4 〃 クビ 8．0�
35 カ ラ レ イ ア 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 444－ 61：54．01� 5．8�
23 フェアレディ 牝3鹿 54 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 中内田充正 新ひだか 服部 牧場 490＋ 81：54．53 5．6�
612 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 福永 祐一奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 460－ 61：54．6� 9．6	
59 テーオーパートナー 牝3栗 54 小牧 太小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 476－ 81：54．7� 5．6

48 ワンソックス 牝3栃栗54 中井 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか 中田 浩美 484＋ 21：54．8クビ 339．6�
815 ヒデノトパーズ 牝3黒鹿54 浜中 俊大石 秀夫氏 庄野 靖志 浦河 グラストレーニ

ングセンター 448＋ 6 〃 アタマ 14．1�
12 ピ リ カ ク ル 牝3鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482＋ 21：55．54 4．9
11 モ ス ロ ー ズ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 406－ 81：55．6� 201．1�
713 ウォーターロゼッタ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治山岡 良一氏 吉村 圭司 浦河 畔高牧場 422＋101：55．81 173．3�
47 フィナリザール 牝3栃栗54 C．ルメール �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：56．01� 8．3�
510 エイカイビクトリア 牝3鹿 54 岡田 祥嗣二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450＋161：56．32 34．3�
816 ヴィヴァルダ 牝3黒鹿54 �島 克駿ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 61：58．2大差 79．2�
24 ウォーターステラ 牝3芦 54

51 ▲服部 寿希山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 484＋ 41：59．47 366．9�
611 ワンダーザムルッド 牝3栗 54 古川 吉洋山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 432＋ 61：59．5� 426．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，776，700円 複勝： 51，239，600円 枠連： 12，055，100円
馬連： 58，878，900円 馬単： 25，601，600円 ワイド： 43，388，900円
3連複： 86，585，500円 3連単： 94，614，700円 計： 403，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 480円 � 280円 � 260円 枠 連（3－7） 2，450円

馬 連 �� 8，580円 馬 単 �� 19，160円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 2，370円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 24，100円 3 連 単 ��� 191，600円

票 数

単勝票数 計 307767 的中 � 10258（9番人気）
複勝票数 計 512396 的中 � 25381（9番人気）� 48685（7番人気）� 55377（5番人気）
枠連票数 計 120551 的中 （3－7） 3799（15番人気）
馬連票数 計 588789 的中 �� 5315（32番人気）
馬単票数 計 256016 的中 �� 1002（68番人気）
ワイド票数 計 433889 的中 �� 4428（34番人気）�� 4686（31番人気）�� 8396（25番人気）
3連複票数 計 865855 的中 ��� 2694（85番人気）
3連単票数 計 946147 的中 ��� 358（563番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．6―50．8―1：03．5―1：15．9―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスールダリア �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．1．13 中山3着

2015．4．21生 牝3栗 母 ア ス ー ル 母母 ア ロ ー ム 12戦1勝 賞金 13，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィヴァルダ号・ウォーターステラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月

15日まで平地競走に出走できない。
ワンダーザムルッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月15日まで平
地競走に出走できない。

26028 9月15日 曇 重 （30阪神4）第3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
1：20．3

不良
不良

48 � クーファウェヌス 牝3栗 54 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-
agement Inc 484± 01：26．1 95．6�

24 ミヤジフランガン 牡3青鹿56 川田 将雅曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 嶋田牧場 460± 0 〃 ハナ 2．3�
510 ディアブライド 牝3黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム今野 貞一 安平 ノーザンファーム 452＋101：26．2� 6．3�
59 ヒルノアルゲーロ 牡3栗 56 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 514－121：26．3	 46．2�
11 メイショウサリー 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 松下 武士 日高 高柳 隆男 452＋ 61：26．51	 24．6�
713� アンカーテソーロ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 米 Dr. Christoph

Berglar 472± 01：26．6アタマ 19．0	
714 ヒミングレーヴァ 牝3鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：26．81	 174．0

35 ピエナフラッシュ 牝3鹿 54 藤岡 康太本谷 兼三氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 24．6�
816 モンアムール 牝3黒鹿54 北村 友一平井 裕氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 434＋ 61：26．9	 33．2�
612 ベ ル リ ラ 牝3栗 54

52 △富田 暁 社台レースホース荒川 義之 安平 追分ファーム 416－ 2 〃 ハナ 109．4�
815 ビーチタイム 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 436＋ 41：27．32	 52．5�
36 メ ス カ ル 牝3栗 54 古川 吉洋下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 420－ 81：27．62 283．5�
23 ワンダーポピュレル 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 472＋101：27．7� 15．2�
611 ダンツイキオイ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太山元 哲二氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋ 41：27．91
 20．0�

47 ワンダーケーニギン 牝3鹿 54 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 城地牧場 488－ 61：28．53	 318．8�
12 オールマイハート 牝3黒鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 41：28．6クビ 3．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，819，900円 複勝： 32，459，000円 枠連： 12，595，700円
馬連： 53，193，000円 馬単： 27，169，400円 ワイド： 35，104，900円
3連複： 77，015，400円 3連単： 98，409，000円 計： 364，766，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，560円 複 勝 � 1，440円 � 130円 � 200円 枠 連（2－4） 5，610円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 38，370円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 6，730円 �� 390円

3 連 複 ��� 16，040円 3 連 単 ��� 227，940円

票 数

単勝票数 計 288199 的中 � 2411（12番人気）
複勝票数 計 324590 的中 � 3696（13番人気）� 91105（1番人気）� 40307（3番人気）
枠連票数 計 125957 的中 （2－4） 1740（17番人気）
馬連票数 計 531930 的中 �� 7167（19番人気）
馬単票数 計 271694 的中 �� 531（79番人気）
ワイド票数 計 351049 的中 �� 2646（34番人気）�� 1247（56番人気）�� 25825（2番人気）
3連複票数 計 770154 的中 ��� 3601（45番人気）
3連単票数 計 984090 的中 ��� 313（508番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．5―12．8―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―47．0―59．8―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クーファウェヌス �
�
父 Frankel �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．7．14 中京16着

2015．4．3生 牝3栗 母 Eden’s Causeway 母母 North Of Eden 2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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アンジェレッタ号・ウォーターアレグロ号・カリマ号・トランプキャンディ号
（非抽選馬） 5頭 イリアンソス号・エペルネ号・バンブトンエガオ号・メイショウワザモノ号・ヤマニンルリエ号



26029 9月15日 曇 稍重 （30阪神4）第3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）

牝，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

79 ビーチサンバ 牝2黒鹿54 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466 ―1：36．8 2．0�

811 オーロトラジェ 牝2栗 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450 ―1：37．12 2．2�
55 ナムラマッチェリ 牝2栗 54 秋山真一郎奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 454 ―1：37．52� 10．9�
44 カフジローズ 牝2鹿 54 北村 友一加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 502 ―1：37．92� 38．7�
78 クラヴィーア 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ―1：38．11� 34．9	
810 メイショウラッシュ 牝2鹿 54 和田 竜二松本 好
氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476 ―1：38．31� 21．0�
67 ユーフォニー 牝2青鹿54 福永 祐一前田 葉子氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ―1：38．83 23．5�
33 ジューンワルツ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 448 ― 〃 アタマ 53．8
66 テイエムジョーダン 牝2黒鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新冠 タニグチ牧場 448 ―1：39．11� 265．0�
22 クリノルナマヤ 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 新ひだか 秋田育成牧場 448 ―1：39．73� 215．3�
11 レッドコンシール 牝2栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 462 ―1：40．23 174．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，264，500円 複勝： 70，269，000円 枠連： 9，543，100円
馬連： 49，446，000円 馬単： 32，387，000円 ワイド： 33，238，800円
3連複： 63，206，500円 3連単： 127，397，800円 計： 430，752，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（7－8） 160円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 120円 �� 270円 �� 230円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，230円

票 数

単勝票数 計 452645 的中 � 184077（1番人気）
複勝票数 計 702690 的中 � 349254（1番人気）� 206851（2番人気）� 46476（3番人気）
枠連票数 計 95431 的中 （7－8） 43786（1番人気）
馬連票数 計 494460 的中 �� 215582（1番人気）
馬単票数 計 323870 的中 �� 71413（1番人気）
ワイド票数 計 332388 的中 �� 99923（1番人気）�� 23743（3番人気）�� 29841（2番人気）
3連複票数 計 632065 的中 ��� 111195（1番人気）
3連単票数 計1273978 的中 ��� 75046（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．7―13．1―12．9―11．4―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―37．3―50．4―1：03．3―1：14．7―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーチサンバ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．4．4生 牝2黒鹿 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クラヴィーア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26030 9月15日 曇 重 （30阪神4）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

33 ヴァルディノート 牡3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－ 81：52．1 4．2�
56 ディキディキ 牡3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 522－ 61：52．2� 1．6�
711 チャーチタウン 牡3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 B504± 01：52．3� 52．0�
44 サージュミノル 牡3黒鹿54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 61：52．62 14．7�
11 クリノピョートル 牡4栗 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 500＋ 41：52．7� 42．3�
57 ロイヤルパールス 牡3鹿 54 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B500＋ 2 〃 アタマ 213．8	
22 アドマイヤプリヴ �4青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－ 61：53．12� 17．1

710 フィールドドウサン 牡3黒鹿54 C．ルメール 地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 528－ 21：53．2� 13．3�
45 スマートウェールズ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 458－ 21：53．41	 52．8�
68 レッツゴーキティ 牡3鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD 梅田 智之 千歳 社台ファーム 438－ 21：53．5クビ 277．1�
69 サンライズローリエ 牡3青鹿54 松山 弘平松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468－ 2 〃 ハナ 8．9�
812 メイクグローリー 牡4栗 57

55 △富田 暁ライオンレースホース 武 英智 浦河 絵笛牧場 464－ 21：53．92� 131．2�
813
 インペリオアスール 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 516± 01：59．3大差 59．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，962，900円 複勝： 66，844，200円 枠連： 11，547，900円
馬連： 58，750，100円 馬単： 30，922，900円 ワイド： 44，423，600円
3連複： 79，698，800円 3連単： 123，367，000円 計： 452，517，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 � 620円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，950円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 19，130円

票 数

単勝票数 計 369629 的中 � 69107（2番人気）
複勝票数 計 668442 的中 � 98954（2番人気）� 329994（1番人気）� 11192（8番人気）
枠連票数 計 115479 的中 （3－5） 27588（1番人気）
馬連票数 計 587501 的中 �� 128485（1番人気）
馬単票数 計 309229 的中 �� 22928（3番人気）
ワイド票数 計 444236 的中 �� 76503（1番人気）�� 4879（22番人気）�� 7680（15番人気）
3連複票数 計 796988 的中 ��� 16002（12番人気）
3連単票数 計1233670 的中 ��� 4675（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．0―49．1―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4F50．6―3F38．3
1
3
7（11，4）（2，6，9）（1，10）（5，13）（8，12）3
7，11，4（2，9）（1，6，10）3，5（8，12）13

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

勝馬の
紹 介

ヴァルディノート �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．7．16 中京3着

2015．2．6生 牡3黒鹿 母 シシリアンブリーズ 母母 ブルーアヴェニュー 11戦2勝 賞金 24，270，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インペリオアスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月15日まで平

地競走に出走できない。



26031 9月15日 曇 重 （30阪神4）第3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）

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
1：20．3

不良
不良

47 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿 55
54 ☆川又 賢治佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 462＋ 61：23．9 8．3�

24 ライディングハイ 牝5鹿 55 藤懸 貴志�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 504＋ 41：25．39 118．8�
11 メリッサーニ 牝3鹿 53 福永 祐一�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 494－ 41：25．4� 9．6�
611 ヒ ワ ラ ニ 牝5鹿 55 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 484± 01：25．5� 48．1�
35 サ ン ク ラ ラ 牝4栗 55 高倉 稜�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 440＋ 41：25．6� 21．4	
36 マルクデラポム 牝5青鹿55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 496＋ 2 〃 ハナ 8．6

12 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：25．91� 20．2�
816 メイショウバーズ 牝5鹿 55 中井 裕二松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 474＋ 2 〃 アタマ 44．4
815 ララベスラーナ 牝4栗 55 �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 478＋ 8 〃 クビ 28．0�
612 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿 55

53 △富田 暁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452＋ 21：26．0� 42．8�
510 ハ ウ リ ン グ 牝3栗 53 藤岡 康太ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：26．1クビ 2．8�
59 エイシンネメシス 牝3青鹿53 和田 竜二�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 476－ 2 〃 クビ 4．0�
714 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿55 国分 恭介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 466＋ 41：26．2� 16．6�
23 ガウラミディ 牝3栗 53 松若 風馬村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 496＋ 61：26．73 44．3�
48 メイショウフレイヤ 牝5栗 55 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 454－121：27．55 112．7�
713 ピースフルウィーク 牝3栗 53

50 ▲服部 寿希小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 400－121：27．92� 71．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，289，900円 複勝： 46，024，100円 枠連： 20，272，500円
馬連： 65，627，700円 馬単： 28，896，400円 ワイド： 52，326，000円
3連複： 98，121，600円 3連単： 112，833，800円 計： 455，392，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 340円 � 2，570円 � 370円 枠 連（2－4） 8，920円

馬 連 �� 33，390円 馬 単 �� 60，030円

ワ イ ド �� 10，230円 �� 2，240円 �� 11，630円

3 連 複 ��� 120，640円 3 連 単 ��� 687，430円

票 数

単勝票数 計 312899 的中 � 30016（3番人気）
複勝票数 計 460241 的中 � 38911（4番人気）� 4093（15番人気）� 34870（5番人気）
枠連票数 計 202725 的中 （2－4） 1761（25番人気）
馬連票数 計 656277 的中 �� 1523（75番人気）
馬単票数 計 288964 的中 �� 361（133番人気）
ワイド票数 計 523260 的中 �� 1309（83番人気）�� 6132（23番人気）�� 1150（89番人気）
3連複票数 計 981216 的中 ��� 610（255番人気）
3連単票数 計1128338 的中 ��� 119（1474番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．3―12．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．5―1：00．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ー ミ ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．3．25 中京1着

2014．4．25生 牝4黒鹿 母 オリヒメチャーム 母母 ハイファッション 14戦3勝 賞金 23，000，000円
〔制裁〕 メリッサーニ号の騎手福永祐一は，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：2番・14番）

メリッサーニ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・15番）
※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 オーロスターキス号・ペプチドリリー号
（非抽選馬） 1頭 スズカシャルム号

26032 9月15日 曇 良 （30阪神4）第3日 第8競走 ��3，140�第20回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード3：24．8良

44 アップトゥデイト 牡8芦 62 白浜 雄造今西 宏枝氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 530－ 23：27．2 1．1�

89 ラヴアンドポップ 牡5鹿 60 高田 潤ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478－ 23：27．3� 14．7�

33 メイショウダッサイ 牡5黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 502－ 23：30．3大差 35．8�
22 マイネルフィエスタ 牡8芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 510＋ 23：31．25 11．4�
77 � シゲルクロカジキ 牡5鹿 60 石神 深一森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 520＋ 23：31．3� 9．6�
11 リ ノ リ オ 牡7黒鹿60 平沢 健治�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 520± 03：32．04 37．3	
55 ハルキストン 牡3鹿 58 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 436± 03：32．21� 20．7

66 サムライフォンテン 牡5黒鹿60 上野 翔吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 470－ 43：33．58 176．2�
88 シゲルスズキ 牡5栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 510＋123：33．81� 47．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，298，600円 複勝： 122，361，200円 枠連： 13，619，900円
馬連： 57，399，600円 馬単： 50，207，800円 ワイド： 44，649，800円
3連複： 85，276，400円 3連単： 275，681，100円 計： 689，494，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 200円 � 440円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 290円 �� 630円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 6，840円

票 数

単勝票数 計 402986 的中 � 277765（1番人気）
複勝票数 計1223612 的中 � 986425（1番人気）� 38127（4番人気）� 13419（8番人気）
枠連票数 計 136199 的中 （4－8） 21418（3番人気）
馬連票数 計 573996 的中 �� 71849（3番人気）
馬単票数 計 502078 的中 �� 47556（3番人気）
ワイド票数 計 446498 的中 �� 45510（3番人気）�� 17375（6番人気）�� 6056（15番人気）
3連複票数 計 852764 的中 ��� 22974（11番人気）
3連単票数 計2756811 的中 ��� 29206（22番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 52．5－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アップトゥデイト 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．7 中京1着

2010．2．18生 牡8芦 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ 障害：21戦8勝 賞金 457，157，000円
〔制裁〕 アップトゥデイト号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



26033 9月15日 曇 良 （30阪神4）第3日 第9競走 ��
��1，800�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬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 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

22 カ テ ド ラ ル 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 474＋101：48．1 3．6�
33 ヴェロックス 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488－ 41：48．2	 1．4�
11 モンテアーサー 牡2青鹿54 C．ルメール 毛利 喜昭氏 松田 国英 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 41：48．73 5．3�
55 アーデントリー 牡2鹿 54 太宰 啓介巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 438＋ 21：49．12	 41．0�
66 タガノジェロディ 牡2栗 54 
島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 456± 01：49．31� 35．7	
44 エンパイアシュアー 牡2鹿 54 北村 友一�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 462＋ 21：50．68 114．8


（6頭）

売 得 金
単勝： 83，818，600円 複勝： 96，234，300円 枠連： 発売なし
馬連： 60，815，500円 馬単： 63，284，500円 ワイド： 40，040，400円
3連複： 70，065，200円 3連単： 314，258，000円 計： 728，516，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 110円 �� 120円 �� 110円

3 連 複 ��� 130円 3 連 単 ��� 840円

票 数

単勝票数 計 838186 的中 � 192501（2番人気）
複勝票数 計 962343 的中 � 171600（2番人気）� 624307（1番人気）
馬連票数 計 608155 的中 �� 269517（1番人気）
馬単票数 計 632845 的中 �� 84025（3番人気）
ワイド票数 計 400404 的中 �� 175291（1番人気）�� 53345（3番人気）�� 74682（2番人気）
3連複票数 計 700652 的中 ��� 390568（1番人気）
3連単票数 計3142580 的中 ��� 270810（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．6―48．2―1：01．0―1：14．0―1：25．1―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ テ ド ラ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2018．7．8 中京1着

2016．2．9生 牡2鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 2戦2勝 賞金 23，147，000円

26034 9月15日 曇 良 （30阪神4）第3日 第10競走 ��
��1，400�

せ と な い か い

瀬 戸 内 海 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

58 レッドルドラ 牡4黒鹿57 北村 友一 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 508＋ 61：20．9 25．5�
23 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：21．0� 18．5�
611 ラヴィングアンサー 牡4鹿 57 C．ルメール 江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 490＋ 41：21．21	 3．8�
35 エイシンスレイマン 牡4鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 474＋ 81：21．3
 2．7�
712 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 池添 謙一�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 494－10 〃 アタマ 12．6	
47 レッドレグナント 牝3鹿 53 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470－ 41：21．4� 16．8

59 スイーズドリームス 牡4鹿 57 福永 祐一大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋ 6 〃 アタマ 7．6�
34 ラプソディーア 牝4栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：21．61 14．6�
11 キッズライトオン 牡6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 430＋ 4 〃 クビ 95．7�
22 ミトノアミーゴ 牡3栗 55 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 456＋ 4 〃 ハナ 120．8�
610 イエローマリンバ 牝3青鹿53 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 440＋ 41：21．92 11．1�
713 オールザゴー 牡4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 61：22．0クビ 12．4�
814 ジョーマイク �5栗 57 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 472－ 21：22．42� 125．9�
46 ダノンシーザー 牡6鹿 57 荻野 極�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B456－101：22．82� 215．3�
815 リンクスゼロ 牡4黒鹿57 松若 風馬目谷 一幸氏 松山 将樹 新冠 イワミ牧場 478＋ 41：25．5大差 378．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，950，600円 複勝： 103，725，700円 枠連： 33，777，000円
馬連： 151，740，600円 馬単： 62，042，900円 ワイド： 98，638，800円
3連複： 219，791，400円 3連単： 282，263，900円 計： 1，018，930，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 660円 � 460円 � 190円 枠 連（2－5） 4，150円

馬 連 �� 15，010円 馬 単 �� 37，100円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 2，090円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 31，810円 3 連 単 ��� 263，710円

票 数

単勝票数 計 669506 的中 � 20952（10番人気）
複勝票数 計1037257 的中 � 35065（10番人気）� 52895（8番人気）� 181609（2番人気）
枠連票数 計 337770 的中 （2－5） 6294（15番人気）
馬連票数 計1517406 的中 �� 7831（43番人気）
馬単票数 計 620429 的中 �� 1254（92番人気）
ワイド票数 計 986388 的中 �� 6174（44番人気）�� 12194（24番人気）�� 16547（19番人気）
3連複票数 計2197914 的中 ��� 5182（91番人気）
3連単票数 計2822639 的中 ��� 776（674番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．0―57．5―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．9
3 8（3，4，6）7（1，2，11，12，15）（5，10，13，14）－9 4 8，4（3，7）6（2，12）（1，11）（5，10，13）（15，14）9

勝馬の
紹 介

レッドルドラ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Monsun デビュー 2017．4．9 阪神6着

2014．4．8生 牡4黒鹿 母 フローリオット 母母 Fureau 13戦3勝 賞金 31，093，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リンクスゼロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月15日まで平地競走

に出走できない。



26035 9月15日 曇 稍重 （30阪神4）第3日 第11競走 ��
��1，800�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

810 チュウワウィザード 牡3青鹿54 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472± 01：50．7 2．6�
22 ダンツゴウユウ 牡4栗 57 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 474± 0 〃 クビ 16．6�
33 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム B456＋ 21：51．12� 42．9�
11 アイアンテーラー 牝4栗 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 478＋121：51．2� 4．5�
55 メイプルブラザー 牡4栗 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 470－181：51．3	 9．9�
66 モズアトラクション 牡4栗 57 M．デムーロ �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 B490＋ 21：51．93� 5．0	
89 マイネルクラース 牡4鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 61：52．0� 11．8

78 アンデスクイーン 牝4栗 55 松若 風馬 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 ハナ 17．0�
77 ブライトンロック 牡4黒鹿57 松田 大作坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 81：52．21 8．4�
44 ティーポイズン 牡7栗 57 幸 英明深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 496± 01：52．83� 212．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 88，557，400円 複勝： 111，801，300円 枠連： 38，738，900円
馬連： 244，899，700円 馬単： 102，851，700円 ワイド： 129，663，300円
3連複： 323，897，700円 3連単： 537，569，700円 計： 1，577，979，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 380円 � 630円 枠 連（2－8） 1，960円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，450円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 14，980円 3 連 単 ��� 51，860円

票 数

単勝票数 計 885574 的中 � 271004（1番人気）
複勝票数 計1118013 的中 � 296208（1番人気）� 63862（7番人気）� 34636（9番人気）
枠連票数 計 387389 的中 （2－8） 15251（8番人気）
馬連票数 計2448997 的中 �� 102709（7番人気）
馬単票数 計1028517 的中 �� 29589（8番人気）
ワイド票数 計1296633 的中 �� 54044（7番人気）�� 22759（21番人気）�� 7162（36番人気）
3連複票数 計3238977 的中 ��� 16209（55番人気）
3連単票数 計5375697 的中 ��� 7514（185番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．5―12．0―12．6―12．8―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．9―48．9―1：01．5―1：14．3―1：26．5―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チュウワウィザード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デュランダル デビュー 2018．2．17 京都1着

2015．4．19生 牡3青鹿 母 チュウワブロッサム 母母 オータムブリーズ 6戦4勝 賞金 52，903，000円

26036 9月15日 曇 良 （30阪神4）第3日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16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

811 ア シ ュ リ ン 牝3青鹿52 M．デムーロ吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 460＋101：47．2 1．4�
55 インターセクション 牡3栗 54 C．ルメールゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 61：47．62� 6．0�
11 ハギノカエラ 牝5栗 55 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 428＋ 8 〃 ハナ 7．9�
33 � ミスズメサイア 牝6鹿 55 菱田 裕二永井 啓弍氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 450＋ 61：47．81	 35．6�
79 ナリタゴールド 
6鹿 57

55 △富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 428＋ 21：47．9� 26．5�
44 エスペランサルル 牝6栗 55 �島 良太江上 幸	氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436＋ 6 〃 クビ 289．9

68 ヴォルフガング 牡3栗 54

52 △森 裕太朗 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 新ひだか 大典牧場 436－121：48．11	 162．8�

67 プ ロ キ シ マ 牝4青 55 福永 祐一�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 470＋101：48．41� 11．4�
812 メイショウタオヤカ 牝3鹿 52 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 502－ 61：48．5� 11．8
22 マーティンルナ 牝3鹿 52 藤懸 貴志大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 458± 0 〃 クビ 320．7�
710 レンジャックマン 牡4鹿 57 川島 信二田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 454＋ 61：48．82 49．3�
56 � キラキラオーラ 牝3鹿 52 荻野 琢真田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 428－101：50．07 318．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，902，800円 複勝： 202，684，700円 枠連： 24，693，000円
馬連： 110，237，800円 馬単： 68，323，000円 ワイド： 73，565，400円
3連複： 155，847，500円 3連単： 321，330，900円 計： 1，015，585，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 210円 �� 460円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，520円

票 数

単勝票数 計 589028 的中 � 322991（1番人気）
複勝票数 計2026847 的中 � 1574273（1番人気）� 108937（2番人気）� 95194（3番人気）
枠連票数 計 246930 的中 （5－8） 54892（1番人気）
馬連票数 計1102378 的中 �� 251282（1番人気）
馬単票数 計 683230 的中 �� 102143（1番人気）
ワイド票数 計 735654 的中 �� 109922（1番人気）�� 96308（2番人気）�� 33385（6番人気）
3連複票数 計1558475 的中 ��� 204211（1番人気）
3連単票数 計3213309 的中 ��� 152873（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―36．2―48．6―1：01．2―1：13．3―1：24．3―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．9
3 12，3（11，6）5（10，9）（2，1）7，4，8 4 ・（12，3）（6，9）（11，5）（10，7）（2，1）4，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア シ ュ リ ン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．1．28 京都1着

2015．4．22生 牝3青鹿 母 アンティックドール 母母 Antique Auction 5戦2勝 賞金 20，758，000円



（30阪神4）第3日 9月15日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 147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

243，570，000円
18，020，000円
1，470，000円
25，620，000円
60，613，000円
4，615，800円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
558，123，100円
970，746，200円
196，179，600円
1，001，116，700円
538，126，800円
656，569，100円
1，390，552，700円
2，464，399，700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 7，775，813，900円

総入場人員 11，617名 （有料入場人員 10，665名）
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