
26061 9月22日 曇 不良 （30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

57 メイショウソテツ 牡2青 54 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 502－ 21：52．3 18．0�
45 タイセイスキャット 牡2鹿 54 �島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 438－ 61：52．4� 55．3�
11 グレートバニヤン 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 518－ 4 〃 クビ 1．8�
711 デルマシャンティ 牡2芦 54 国分 恭介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492－ 21：53．25 115．8�
812 ペプチドフシチョウ 牝2鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 444－ 21：53．41� 12．1�
68 マイサンシャイン 牡2栗 54 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 460± 01：53．61� 3．5	
56 テーオーダンケルク 牡2栗 54 岩田 康誠小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 454＋ 61：54．45 111．5

33 ブルベアアルジェン 牡2栗 54 中井 裕二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 512－ 21：55．25 191．8�
813 ヒッチコック 牡2芦 54 小崎 綾也薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 488－ 41：55．3� 7．5
22 コ ル テ 牡2鹿 54 和田 竜二桐谷 茂氏 村山 明 浦河 加藤 重治 512－ 41：57．6大差 92．5�
69 ハ チ ヨ ウ 牡2鹿 54 秋山真一郎髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 470－ 41：57．81 47．1�
44 ロングファイナリー 牡2鹿 54 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 464－ 41：58．33 81．3�
710 カシノアペックス 牡2黒鹿54 太宰 啓介柏木 務氏 谷 潔 浦河 富塚ファーム 462± 01：58．72� 161．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，947，600円 複勝： 46，114，500円 枠連： 8，674，900円
馬連： 37，111，400円 馬単： 23，739，900円 ワイド： 27，159，500円
3連複： 56，176，700円 3連単： 91，716，300円 計： 315，640，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 330円 � 660円 � 110円 枠 連（4－5） 8，640円

馬 連 �� 21，020円 馬 単 �� 42，590円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 560円 �� 910円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 104，880円

票 数

単勝票数 計 249476 的中 � 11716（5番人気）
複勝票数 計 461145 的中 � 18609（5番人気）� 8000（6番人気）� 258719（1番人気）
枠連票数 計 86749 的中 （4－5） 778（14番人気）
馬連票数 計 371114 的中 �� 1368（31番人気）
馬単票数 計 237399 的中 �� 418（59番人気）
ワイド票数 計 271595 的中 �� 1701（31番人気）�� 13294（6番人気）�� 7663（9番人気）
3連複票数 計 561767 的中 ��� 4992（21番人気）
3連単票数 計 917163 的中 ��� 634（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．0―48．2―1：00．8―1：13．4―1：25．9―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウソテツ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．9．2 小倉9着

2016．3．4生 牡2青 母 メイショウナナボシ 母母 スプレッドウィング 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コルテ号・ハチヨウ号・ロングファイナリー号・カシノアペックス号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成30年10月22日まで平地競走に出走できない。

26062 9月22日 曇 重 （30阪神4）第6日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

79 ディープダイバー 牡2黒鹿54 和田 竜二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 446＋ 61：22．1 2．4�
33 ヘヴンリーウインド 牝2鹿 54 川田 将雅 �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＋101：22．73� 6．4�
44 アールグランツ 牡2黒鹿54 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 登別 ユートピア牧場 460＋ 6 〃 ハナ 3．2�
55 オーヴェルニュ 牡2鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 444－ 41：22．8� 70．5�
66 ハクユウフライヤー 牡2芦 54 小崎 綾也 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 426＋ 61：23．11� 248．4�
67 ミスビートリックス 牝2青鹿54 北村 友一 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋161：23．2� 9．9	
811 ヒ ラ ソ ー ル 牡2鹿 54 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 452＋ 6 〃 ハナ 10．2

22 クールリアル 牡2鹿 54 松山 弘平川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 456－ 4 〃 ハナ 15．6�
78 ビルジキール 牡2黒鹿54 高田 潤玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 468± 01：23．51� 172．0�
810 チョウヤバイ 牡2鹿 54 城戸 義政丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 金石牧場 430＋ 41：24．45 42．9
11 メイケイペガトップ 牡2鹿 54

52 △富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 450－ 21：25．14 82．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，678，700円 複勝： 33，510，000円 枠連： 8，039，100円
馬連： 41，240，300円 馬単： 23，844，000円 ワイド： 27，721，000円
3連複： 56，869，000円 3連単： 88，360，800円 計： 303，262，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（3－7） 740円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 260円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，950円

票 数

単勝票数 計 236787 的中 � 80824（1番人気）
複勝票数 計 335100 的中 � 98868（1番人気）� 46564（3番人気）� 62409（2番人気）
枠連票数 計 80391 的中 （3－7） 8419（3番人気）
馬連票数 計 412403 的中 �� 41399（3番人気）
馬単票数 計 238440 的中 �� 15810（3番人気）
ワイド票数 計 277210 的中 �� 26324（2番人気）�� 46058（1番人気）�� 15769（5番人気）
3連複票数 計 568690 的中 ��� 58148（1番人気）
3連単票数 計 883608 的中 ��� 21657（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．4―46．7―58．1―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．4
3 5（3，6）9（1，2，4）－10－7，8，11 4 5，6（3，9）（2，4）1－7（10，11）－8

勝馬の
紹 介

ディープダイバー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2018．6．10 阪神2着

2016．2．29生 牡2黒鹿 母 シ ア ー ジ ュ 母母 Dancesowell 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 チョウヤバイ号の騎手城戸義政は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・8番）

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 阪神競馬 第６日



26063 9月22日 曇 重 （30阪神4）第6日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時50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

66 アドマイヤユラナス 牡2鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－102：03．3 2．0�
33 ゴットパシオン 牝2栗 54

52 △富田 暁後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 438＋ 62：03．83 8．3�
11 ハプナビーチ 牡2青 54 中井 裕二守内 満氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 422± 02：04．01� 68．7�
22 タイセイモナーク 牡2鹿 54 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464－ 22：04．53 7．3�
44 ブラックアイドタフ 牡2黒鹿54 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 2．7�
77 エイトマイル 牡2芦 54 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 478＋ 22：04．71� 15．9	
55 ルトンセラン 牝2栗 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 406± 0 〃 アタマ 103．2

（7頭）

売 得 金
単勝： 25，345，900円 複勝： 18，784，700円 枠連： 発売なし
馬連： 33，051，400円 馬単： 23，011，900円 ワイド： 17，068，100円
3連複： 29，866，900円 3連単： 103，603，100円 計： 250，732，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，700円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 25，980円

票 数

単勝票数 計 253459 的中 � 104231（1番人気）
複勝票数 計 187847 的中 � 65204（1番人気）� 24515（4番人気）
馬連票数 計 330514 的中 �� 34412（3番人気）
馬単票数 計 230119 的中 �� 17285（4番人気）
ワイド票数 計 170681 的中 �� 20851（3番人気）�� 2326（11番人気）�� 1046（17番人気）
3連複票数 計 298669 的中 ��� 2443（16番人気）
3連単票数 計1036031 的中 ��� 2891（61番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．7―12．6―12．6―12．4―11．8―11．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．4―50．0―1：02．6―1：15．0―1：26．8―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

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

2
4
7，4（2，3，5）－（1，6）・（7，4）（3，5）6（2，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤユラナス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．18 新潟4着

2016．3．11生 牡2鹿 母 ジュエルトウショウ 母母 スイープトウショウ 2戦1勝 賞金 6，100，000円

26064 9月22日 曇 不良 （30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

23 リュニヴェール 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B452± 01：12．0 6．3�
36 ラカマロネス 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 458－ 4 〃 クビ 4．2�
11 ヤ マ ザ ク ラ 牝3黒鹿54 菱田 裕二ニッシンレーシング 飯田 雄三 日高 チャンピオン

ズファーム 494＋ 21：12．63� 25．7�
35 シップフォクイーン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 土田 扶美子 468－ 61：12．7� 11．1�
815 アドマイヤサン �3鹿 56 松若 風馬近藤 利一氏 梅田 智之 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 41：12．8クビ 141．0�
611 ハードカウント 牡3栗 56 小崎 綾也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－10 〃 クビ 5．1	
816 ラペールノアール 牝3青 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 396－ 61：12．9クビ 15．1

24 レベルドアリュール 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 浦河 谷口牧場 472＋ 61：13．11	 230．5�

714 ナリタシェリー 牝3栗 54
52 △富田 暁�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 434＋ 81：13．41� 149．0�

59 スズカベルモット 牝3鹿 54
53 ☆川又 賢治永井 啓弍氏 橋田 満 むかわ 新井牧場 438＋26 〃 ハナ 254．3

612 キョウワオルレアン 牝3鹿 54 中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 450＋10 〃 クビ 69．0�
713 ダイメイスズ 牝3鹿 54 M．デムーロ宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 430－ 81：13．5クビ 2．9�
12 ラ フ ァ イ エ 牝3鹿 54 高倉 稜寺田 寿男氏 角田 晃一 日高 田端牧場 480＋ 4 〃 クビ 92．5�
48 ダズリングジュエル 牝3栗 54 川須 栄彦岡 浩二氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 454＋ 21：13．71� 26．3�
510 ワンモアバイト 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 438－ 81：13．8クビ 29．4�
47 ヤマニンフェイト �3青鹿 56

54 △森 裕太朗土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 390－ 21：13．9� 172．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，332，300円 複勝： 38，124，800円 枠連： 12，039，100円
馬連： 48，881，300円 馬単： 24，879，400円 ワイド： 37，431，400円
3連複： 69，844，400円 3連単： 88，516，100円 計： 348，048，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 180円 � 670円 枠 連（2－3） 910円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，680円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 35，950円

票 数

単勝票数 計 283323 的中 � 35456（4番人気）
複勝票数 計 381248 的中 � 50975（4番人気）� 64209（2番人気）� 11427（9番人気）
枠連票数 計 120391 的中 （2－3） 10154（4番人気）
馬連票数 計 488813 的中 �� 27155（6番人気）
馬単票数 計 248794 的中 �� 6650（12番人気）
ワイド票数 計 374314 的中 �� 21526（4番人気）�� 5477（20番人気）�� 5709（18番人気）
3連複票数 計 698444 的中 ��� 7635（24番人気）
3連単票数 計 885161 的中 ��� 1785（118番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―11．9―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．8―46．7―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 ・（1，6）（5，11）（2，3）8（4，10）7，13，16（15，12）－9－14 4 ・（1，6）（5，11）3（2，8）（4，7，10，13）16，15（9，12，14）

勝馬の
紹 介

リュニヴェール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．2．12 東京2着

2015．6．5生 牝3黒鹿 母 アンコンソールド 母母 Uforia 9戦1勝 賞金 15，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 オーミエスティーム号・クリノシャガール号・タガノリボンチャン号・ミリラニ号・レインムーン号



26065 9月22日 曇 重 （30阪神4）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

11 ヴァンドギャルド 牡2鹿 54 北村 友一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460 ―1：36．8 2．1�
44 オメガハートクィン 牝2黒鹿54 �島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430 ―1：37．01	 22．3�
67 メイショウショウブ 牝2栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476 ― 〃 クビ 20．4�
68 ブラックバッジ 牡2鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 武 幸四郎 洞
湖 レイクヴィラファーム 490 ―1：37．1クビ 71．4�
56 リアオリヴィア 牝2青鹿54 M．デムーロ �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 450 ―1：37．52� 3．0�
79 ネルソンタッチ 牡2芦 54 幸 英明谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494 ―1：37．81� 15．5	
812 ダンサーバローズ 牡2栗 54 川田 将雅猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか ウエスタンファーム 528 ― 〃 アタマ 32．0

55 シーシャープ 牡2鹿 54 小牧 太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516 ―1：38．12 8．8�
22 ズ ラ リ 牡2栗 54 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 480 ―1：38．41� 85．6�
33 ホッコーシェルビー 牡2黒鹿54 岩田 康誠北幸商事 西浦 勝一 日高 川端 正博 488 ―1：38．71� 20．6�
710 ウインプリンツ 牡2黒鹿54 菱田 裕二ウイン 奥村 豊 浦河 大北牧場 486 ―1：40．310 262．6�
811 スーペルゴラッソ 牡2鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 498 ―1：41．15 149．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，343，900円 複勝： 42，493，200円 枠連： 11，837，900円
馬連： 45，976，500円 馬単： 28，937，500円 ワイド： 33，655，300円
3連複： 67，864，300円 3連単： 104，749，100円 計： 374，857，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 280円 � 330円 枠 連（1－4） 2，330円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 610円 �� 680円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 18，830円

票 数

単勝票数 計 393439 的中 � 156395（1番人気）
複勝票数 計 424932 的中 � 145559（1番人気）� 29315（5番人気）� 23639（7番人気）
枠連票数 計 118379 的中 （1－4） 3933（9番人気）
馬連票数 計 459765 的中 �� 17704（8番人気）
馬単票数 計 289375 的中 �� 8640（8番人気）
ワイド票数 計 336553 的中 �� 14738（5番人気）�� 13053（8番人気）�� 3590（28番人気）
3連複票数 計 678643 的中 ��� 8259（22番人気）
3連単票数 計1047491 的中 ��� 4032（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．5―49．6―1：02．3―1：13．7―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．5
3 4，12，5（3，10）6（1，8，11）（7，9）＝2 4 ・（4，12）5，3（6，10）（1，8，11）（7，9）－2

勝馬の
紹 介

ヴァンドギャルド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Motivator 初出走

2016．2．20生 牡2鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 リアオリヴィア号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて平成30年9月29日から平成30年10月7日ま

で騎乗停止。（被害馬：10番・11番）
※シーシャープ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26066 9月22日 曇 不良 （30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

611 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 450－ 81：52．5 3．0�
59 アドマイヤビート 牝3鹿 54 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B472± 01：52．92� 8．6�
35 テイケイドルチェ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 418－ 4 〃 ハナ 66．6�
47 タ イ フ ー ン 牡3鹿 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 31：53．64 34．6�
24 ヴィンセント 牡3黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B420－ 2 〃 ハナ 19．0�
12 タニオブスカイ 牡3栗 56 M．デムーロ谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 498＋161：54．02� 3．1	
816 イリアンソス 牝3青鹿54 竹之下智昭ザ・ヒルズ 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 422－ 21：54．53 311．7

36 スイートレモネード 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �キャロットファーム 武 英智 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 81：54．6� 7．5�

23 エムオーマンボ 牡3黒鹿56 秋山真一郎大浅 貢氏 飯田 祐史 日高 門別牧場 484－ 61：54．7� 5．5
815 ブルックリン 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �カナヤマホール

ディングス 羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 504－ 41：55．12� 315．9�
48 ショウナンパシスタ 牝3黒鹿54 菱田 裕二国本 哲秀氏 吉村 圭司 熊本 本田 土寿 424－ 41：55．42 352．6�
713 シーダークィーン 牝3鹿 54 幸 英明杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444＋ 21：55．5クビ 17．7�
510 アンジェレッタ 牝3鹿 54 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 松田牧場 450－101：55．82 325．7�
714 パクスディオラム 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム B488－ 8 〃 クビ 65．4�
612 ベルウッドショウゴ 牡3鹿 56 荻野 琢真鈴木 照雄氏 寺島 良 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 21：58．2大差 523．7�

（15頭）
11 スモーキングガン 牡3鹿 56 小崎 綾也 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，872，500円 複勝： 42，651，500円 枠連： 12，924，400円
馬連： 55，591，600円 馬単： 27，101，000円 ワイド： 38，087，100円
3連複： 76，884，100円 3連単： 99，502，400円 計： 381，614，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 240円 � 1，040円 枠 連（5－6） 1，480円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，280円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 25，230円 3 連 単 ��� 81，880円

票 数

単勝票数 計 288725 的中 � 75691（1番人気）
複勝票数 計 426515 的中 � 98874（1番人気）� 44786（5番人気）� 7582（9番人気）
枠連票数 計 129244 的中 （5－6） 6735（7番人気）
馬連票数 計 555916 的中 �� 31031（6番人気）
馬単票数 計 271010 的中 �� 8888（10番人気）
ワイド票数 計 380871 的中 �� 20389（6番人気）�� 2872（28番人気）�� 1424（38番人気）
3連複票数 計 768841 的中 ��� 2285（62番人気）
3連単票数 計 995024 的中 ��� 881（245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．3―49．6―1：02．0―1：14．6―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンテアトロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．15 京都6着

2015．2．27生 牡3鹿 母 エルテアトロ 母母 ステラマドリッド 11戦1勝 賞金 11，500，000円
〔出走取消〕 スモーキングガン号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドショウゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月22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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アシャカファスト号・オースオブオフィス号・クェスタボルタ号・トゥンバドーラ号



26067 9月22日 曇 不良 （30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
1：20．3

不良
不良

816 グローリーグローリ 牡3黒鹿55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484＋ 41：22．8 2．4�
611 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 M．デムーロ一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 440－ 61：23．22� 4．7�
510� ト ッ プ ラ ン 牡4鹿 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 浦河 高岸 順一 488－ 81：23．41� 9．7�
12 ボ ナ パ ル ト 牡4鹿 57 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B500＋ 41：23．5� 14．3�
48 セヴィルロアー 牡4鹿 57 幸 英明北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 480－ 41：23．6� 14．1�
59 � メイショウハチク 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 B468＋ 41：23．7� 101．1�
612 コンクエストシチー 	6栗 57 松山 弘平 	友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 472＋ 41：23．8� 27．5

713� キングヴァラール 牡6黒鹿57 川須 栄彦阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 500－ 21：24．11� 147．3�
24 サンライズカラマ 牡4栗 57 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 486－ 2 〃 ハナ 75．8�
815 アストロノーティカ 牡4鹿 57 四位 洋文ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 8 〃 ハナ 7．3
714 ペプチドリリー 牝4黒鹿 55

53 △富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 440－ 81：24．31
 38．2�
11 スズノアリュール 牡3鹿 55 藤懸 貴志新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 480－ 21：24．51
 208．6�
35 � スズカファイン 牡6栗 57

55 △森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466－ 4 〃 ハナ 185．8�
23 シゲルホウレンソウ 牡3栗 55 �島 克駿森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 494＋ 21：24．71� 8．1�
47 ミッキーマラン 牡3芦 55 松若 風馬三木 久史氏 中村 均 浦河 宮内牧場 460－ 41：24．8� 72．1�
36 � スーサンブルース 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治田畑 利彦氏 石橋 守 新ひだか 片岡 博 482＋ 81：25．11� 161．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，190，700円 複勝： 56，973，100円 枠連： 19，243，600円
馬連： 70，116，300円 馬単： 31，799，000円 ワイド： 53，473，600円
3連複： 101，847，000円 3連単： 121，823，700円 計： 490，467，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 170円 � 230円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 480円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 6，880円

票 数

単勝票数 計 351907 的中 � 117243（1番人気）
複勝票数 計 569731 的中 � 187358（1番人気）� 75929（2番人気）� 44616（5番人気）
枠連票数 計 192436 的中 （6－8） 35694（1番人気）
馬連票数 計 701163 的中 �� 68457（1番人気）
馬単票数 計 317990 的中 �� 19642（1番人気）
ワイド票数 計 534736 的中 �� 44877（1番人気）�� 28575（4番人気）�� 13497（11番人気）
3連複票数 計1018470 的中 ��� 35352（4番人気）
3連単票数 計1218237 的中 ��� 12827（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．9―11．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．4―46．3―58．1―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリーグローリ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．27 小倉9着

2015．2．26生 牡3黒鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 12戦2勝 賞金 27，706，000円
〔制裁〕 ヴォーガ号の騎手M．デムーロは，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100，000円。（被害馬：10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） 3頭 アントーニオ号・サイモンゼーレ号・トーホウドミンゴ号

26068 9月22日 晴 不良 （30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

714 タガノボンバー �3鹿 54
53 ☆荻野 極八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 466＋102：03．4 8．4�

23 キタサンヴィクター 牡3鹿 54
52 △富田 暁�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 498＋ 22：03．82	 12．8�

59 マンハッタンロック 牡4鹿 57 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 456－ 2 〃 クビ 5．1�

11 ランドジュピター 牡4鹿 57
56 ☆川又 賢治木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 448－ 82：04．33 32．7�

24 ジョースターライト 牡5青鹿57 
島 克駿上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B468＋ 4 〃 ハナ 5．9�
816 トーセンブレイヴ 牡3黒鹿54 川田 将雅島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B502± 02：04．4クビ 8．7

47 サマーサプライズ 牡4鹿 57 水口 優也吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 482＋18 〃 クビ 5．9�
48 � ニシノトランザム 牡3鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

472＋ 22：04．82	 42．9�
612� アポロテネシー 牡3鹿 54

52 △森 裕太朗アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米
Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

504＋ 22：05．01 3．7
35 � 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± 02：05．31 25．2�
611 ガウラミディ 牝3栗 52 高倉 稜村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B496± 02：05．83 252．0�
815 グ ラ ウ ベ ン 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 42：06．33 57．3�

36 ローレルティーダ 牡3鹿 54 田村 太雅 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 452＋102：06．4クビ 417．6�
510 サンライズフォルテ 牡4黒鹿57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 490－ 2 〃 ハナ 170．3�
713 オースミメテオール 牡4黒鹿57 和田 竜二�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 520－ 62：06．93 92．5�
12 マ グ マ �3鹿 54 松山 弘平石川 達絵氏 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 470－ 62：10．1大差 94．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，229，800円 複勝： 56，709，000円 枠連： 19，420，800円
馬連： 82，793，500円 馬単： 33，160，700円 ワイド： 58，140，000円
3連複： 119，737，800円 3連単： 140，766，400円 計： 546，958，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 310円 � 410円 � 190円 枠 連（2－7） 2，010円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 910円 �� 980円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 56，320円

票 数

単勝票数 計 362298 的中 � 34398（5番人気）
複勝票数 計 567090 的中 � 45735（6番人気）� 32028（7番人気）� 89219（3番人気）
枠連票数 計 194208 的中 （2－7） 7479（11番人気）
馬連票数 計 827935 的中 �� 10481（21番人気）
馬単票数 計 331607 的中 �� 2426（40番人気）
ワイド票数 計 581400 的中 �� 7821（23番人気）�� 16731（10番人気）�� 15436（12番人気）
3連複票数 計1197378 的中 ��� 9808（32番人気）
3連単票数 計1407664 的中 ��� 1812（196番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．1―48．3―1：00．6―1：13．0―1：25．4―1：37．6―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
7，12（8，16）3－（2，4）－（13，15）9（1，14）5，6－11－10
7，12（8，16）3，4－9－（2，14，15）（13，5）1，6－10－11

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

勝馬の
紹 介

タガノボンバー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2018．4．22 京都11着

2015．4．3生 �3鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 5戦2勝 賞金 13，250，000円
〔制裁〕 ジョースターライト号の騎手
島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マグマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月22日まで平地競走に出

走できない。



26069 9月22日 晴 稍重 （30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，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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

11 イッツクール 牡2栗 54 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 454＋ 41：22．2 4．3�

88 ジョニーズララバイ 牡2鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 洞	湖 レイクヴィラファーム 458＋ 4 〃 クビ 4．7�
89 ジュランビル 牝2黒鹿54 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 464＋ 81：22．3クビ 5．2�
44 ロードアクア 牡2鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 452－ 8 〃 クビ 17．8�
55 ブルスクーロ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 492± 01：22．4
 3．1	
66 ブルベアオーロ 牡2黒鹿54 松山 弘平 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 448± 01：22．61� 23．0

22 マイネルアプラウス 牡2黒鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 61：22．7� 79．4�
77 アヴァンティスト 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 61：22．8クビ 8．8�
33 ナムラボーナス 牡2鹿 54 藤岡 佑介奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 422－201：24．39 43．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 59，786，100円 複勝： 67，277，100円 枠連： 18，338，500円
馬連： 101，173，300円 馬単： 51，328，200円 ワイド： 56，691，900円
3連複： 123，318，700円 3連単： 218，315，700円 計： 696，229，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 170円 � 170円 枠 連（1－8） 680円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 490円 �� 520円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 12，520円

票 数

単勝票数 計 597861 的中 � 115275（2番人気）
複勝票数 計 672771 的中 � 111615（2番人気）� 105707（3番人気）� 98119（4番人気）
枠連票数 計 183385 的中 （1－8） 20772（3番人気）
馬連票数 計1011733 的中 �� 54771（7番人気）
馬単票数 計 513282 的中 �� 15742（9番人気）
ワイド票数 計 566919 的中 �� 29740（6番人気）�� 27609（7番人気）�� 30331（5番人気）
3連複票数 計1233187 的中 ��� 38827（9番人気）
3連単票数 計2183157 的中 ��� 12638（49番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．0―11．5―11．2―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．4―46．9―58．1―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 1（2，4）9（3，5）7（6，8） 4 1，2（4，9）（5，7）（6，8）－3
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

イッツクール �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2018．6．16 阪神9着

2016．4．10生 牡2栗 母 タキオンメーカー 母母 タ ッ キ ー ナ 5戦2勝 賞金 25，589，000円

26070 9月22日 晴 稍重 （30阪神4）第6日 第10競走
ライトウインズりんくうタウン開設記念

��
��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 3，050，000
3，050，000

円
円 1，500，000円

付 加 賞 280，000円 80，000円 20，000
20，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

68 メサルティム 牝3鹿 52 荻野 極 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 430－ 21：46．5 12．5�
56 モーヴサファイア 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 512± 01：46．6� 5．4�
710 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 55 岩田 康誠土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 504＋ 61：46．7クビ 40．9�
813 リュヌルージュ 牝3鹿 52 和田 竜二窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 452± 0 〃 同着 4．1�
57 サヤカチャン 牝3鹿 52 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 444－101：46．8	 44．7	
22 ウインクルサルーテ 牝5鹿 55 秋山真一郎
有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 438＋ 4 〃 クビ 33．8�
812 エッジースタイル 牝5栗 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 480＋161：47．01 20．8�
11 カイザーバル 牝5黒鹿55 北村 友一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 アタマ 5．5
69 ウインミレーユ 牝5黒鹿55 幸 英明
ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 462－ 2 〃 クビ 43．3�
33 ペイドメルヴェイユ 牝4栗 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486＋ 41：47．21
 2．7�
711 テイケイレーヴ 牝5鹿 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 536＋221：47．3	 71．1�
45 チャレアーダ 牝4鹿 55 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 4 〃 アタマ 41．0�
44 トウカイシェーン 牝5栗 55 松山 弘平内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 474＋121：47．51
 80．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，330，600円 複勝： 87，441，100円 枠連： 29，532，800円
馬連： 130，837，600円 馬単： 56，900，400円 ワイド： 80，718，600円
3連複： 179，967，900円 3連単： 236，215，700円 計： 857，944，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 250円 � 140円 �
�

390円
140円 枠 連（5－6） 2，110円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 670円 ��
��

1，910円
560円

��
��

1，450円
330円

3 連 複 ���
���

13，400円
2，640円 3 連 単 ���

���
84，810円
18，600円

票 数

単勝票数 計 563306 的中 � 35805（5番人気）
複勝票数 計 874411 的中 �

�
55876
158580

（5番人気）
（2番人気）

� 143973（3番人気）� 30412（7番人気）

枠連票数 計 295328 的中 （5－6） 10799（9番人気）
馬連票数 計1308376 的中 �� 28955（12番人気）
馬単票数 計 569004 的中 �� 5793（27番人気）
ワイド票数 計 807186 的中 ��

��
18477
7979
（11番人気）
（27番人気）

��
��

5993
43269

（37番人気）
（4番人気）

�� 22686（8番人気）

3連複票数 計1799679 的中 ��� 4978（80番人気）��� 25790（13番人気）
3連単票数 計2362157 的中 ��� 1008（444番人気） ��� 4610（116番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．3―12．2―12．0―11．0―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．6―47．9―1：00．1―1：12．1―1：23．1―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メサルティム �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．9．18 阪神3着

2015．3．24生 牝3鹿 母 ピンクアリエス 母母 ピノシェット 6戦3勝 賞金 29，280，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26071 9月22日 晴 重 （30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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

811 ヴェンジェンス 牡5栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 484± 01：21．6 7．4�
33 カネトシビバーチェ 牝7鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 466＋ 61：22．23� 42．2�
22 ヤマニンアンプリメ 牝4鹿 55 	島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 480－ 21：22．41 7．9�
710
 コパノキッキング �3黒鹿55 M．デムーロ小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley

McDonald 466－ 4 〃 クビ 1．6�
44 マルカソレイユ 牝4栗 55 藤岡 佑介日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 21：22．72 6．0�
55 
 エルフィンコーブ 牝5鹿 55 	島 克駿吉田 和子氏 池添 学 米

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

512－ 61：22．8� 100．3�
812 チェイスダウン 牡5鹿 57 松山 弘平畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 482＋ 21：23．33 51．6	
68 トウケイワラウカド 牡5鹿 57 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 490－ 21：23．4� 43．2

11 タマモイレブン 牡6鹿 57 高倉 稜タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518－121：23．61 373．7�
67 スマートレイチェル 牝4黒鹿55 川田 将雅大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 490＋ 4 〃 アタマ 7．1
79 
 アポロテキサス �5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. 488± 0 〃 アタマ 147．3�
56 シルバードリーム 牝5栃栗55 川又 賢治南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480－ 2 〃 クビ 337．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 93，726，700円 複勝： 151，356，200円 枠連： 39，885，800円
馬連： 246，131，400円 馬単： 126，366，300円 ワイド： 123，891，600円
3連複： 353，414，900円 3連単： 630，310，300円 計： 1，765，083，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 850円 � 290円 枠 連（3－8） 6，120円

馬 連 �� 7，840円 馬 単 �� 13，690円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 760円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 90，860円

票 数

単勝票数 計 937267 的中 � 100539（4番人気）
複勝票数 計1513562 的中 � 170621（3番人気）� 39812（7番人気）� 141269（4番人気）
枠連票数 計 398858 的中 （3－8） 5044（15番人気）
馬連票数 計2461314 的中 �� 24315（19番人気）
馬単票数 計1263663 的中 �� 6920（31番人気）
ワイド票数 計1238916 的中 �� 17806（18番人気）�� 43319（9番人気）�� 19403（16番人気）
3連複票数 計3534149 的中 ��� 21896（35番人気）
3連単票数 計6303103 的中 ��� 5029（198番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．4―11．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．8―45．2―56．6―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．4
3 ・（5，10）7（9，12，11）6，2，3（4，8）－1 4 ・（5，10，11）－（9，12）7（6，2）（3，8）4－1

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．3．26生 牡5栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 16戦4勝 賞金 77，968，000円

26072 9月22日 晴 稍重 （30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
1：57．2
1：56．1

良
良

79 ダ ン サ ー ル 牝3黒鹿52 M．デムーロ�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520－ 42：01．1 3．1�
67 エクレアスパークル 牡4青鹿57 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474± 02：02．05 1．4�
22 サクセステーラー 牡3黒鹿54 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 450－ 2 〃 クビ 96．6�
11 キャンディストーム 牝4鹿 55 北村 友一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 62：02．21� 14．1�
811 モンファロン 牡3黒鹿54 松山 弘平杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 460－ 42：02．41� 44．9�
66 テイエムオスカー 牡3黒鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム
牧場株式会社 490＋ 42：02．5クビ 21．4	

33 アシャカファスト 牡3黒鹿54 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 新冠 中地 義次 462－ 62：02．92� 212．7

810 タガノシャルドネ 牡4鹿 57 �島 克駿八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 4 〃 ハナ 31．5�
55 サウンドスター 牡3黒鹿54 松田 大作増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 450± 02：03．21	 249．8�
78 ビッグウェーブ 牡3鹿 54 藤岡 佑介�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 472－ 42：03．51	 47．8
44 リーザファビュラス 牝3黒鹿 52

49 ▲服部 寿希野田 善己氏 湯窪 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 438－ 42：05．6大差 195．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 58，996，000円 複勝： 142，556，300円 枠連： 25，231，900円
馬連： 94，881，000円 馬単： 70，425，400円 ワイド： 58，855，000円
3連複： 140，580，600円 3連単： 365，030，700円 計： 956，556，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 500円 枠 連（6－7） 160円

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 120円 �� 900円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 3，900円

票 数

単勝票数 計 589960 的中 � 150921（2番人気）
複勝票数 計1425563 的中 � 136860（2番人気）� 1098250（1番人気）� 11354（8番人気）
枠連票数 計 252319 的中 （6－7） 120485（1番人気）
馬連票数 計 948810 的中 �� 460421（1番人気）
馬単票数 計 704254 的中 �� 127244（2番人気）
ワイド票数 計 588550 的中 �� 200557（1番人気）�� 11353（13番人気）�� 12579（12番人気）
3連複票数 計1405806 的中 ��� 80430（6番人気）
3連単票数 計3650307 的中 ��� 67772（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．7―12．7―12．6―12．6―11．9―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．7―49．4―1：02．0―1：14．6―1：26．5―1：38．1―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ン サ ー ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．2．18 小倉1着

2015．2．27生 牝3黒鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 4戦2勝 賞金 18，400，000円
※アシャカファスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（30阪神4）第6日 9月22日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 151頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

197，520，000円
2，590，000円
20，470，000円
1，040，000円
21，490，000円
62，277，500円
3，900，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
510，780，800円
783，991，500円
205，168，800円
987，785，600円
521，493，700円
612，893，100円
1，376，372，300円
2，288，910，300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 7，287，396，100円

総入場人員 11，006名 （有料入場人員 10，079名）
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