
26085 9月29日 雨 不良 （30阪神4）第8日 第1競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

22 レクスミノル 牡2栗 54 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：54．0 1．2�
68 ト イ ガ ー 牡2黒鹿54 和田 竜二桐谷 茂氏 村山 明 新冠 高瀬牧場 522－ 41：55．06 23．3�
11 � ノ イ ー ヴ ァ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC 466± 0 〃 アタマ 14．4�
44 ビップゼロワン 牡2鹿 54 国分 優作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 460＋ 41：55．1� 215．2�
812 シゲルクロダイヤ 牡2鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 490－ 81：55．42 98．3�
710 レオビヨンド 牡2鹿 54

53 ☆荻野 極�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 456－ 61：55．61 127．8	
56 タガノファジョーロ 牡2鹿 54 酒井 学八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 01：55．81	 26．1

711 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 514＋ 21：57．07 169．1�
45 ハイロードシチー 牡2黒鹿54 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 478－ 8 〃 アタマ 96．9�
813� ピースプレイヤー 牡2鹿 54 川田 将雅飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B476＋ 21：57．1クビ 21．7
57 リ ゴ メ ー ル 牡2栗 54 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 514－ 21：57．84 14．0�
33 ニシノクローデット 牝2鹿 54

51 ▲西村 淳也西山 茂行氏 中竹 和也 浦河 市正牧場 476－ 61：59．07 136．2�
69 � セイウンコービー 牡2鹿 54 浜中 俊西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 512＋ 82：00．27 7．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，396，700円 複勝： 103，481，300円 枠連： 9，222，800円
馬連： 40，876，700円 馬単： 30，943，400円 ワイド： 34，085，500円
3連複： 64，848，100円 3連単： 117，713，300円 計： 435，567，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 300円 � 200円 枠 連（2－6） 290円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 460円 �� 330円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 343967 的中 � 213011（1番人気）
複勝票数 計1034813 的中 � 795476（1番人気）� 21516（7番人気）� 38188（3番人気）
枠連票数 計 92228 的中 （2－6） 24448（1番人気）
馬連票数 計 408767 的中 �� 31304（5番人気）
馬単票数 計 309434 的中 �� 16480（7番人気）
ワイド票数 計 340855 的中 �� 19255（6番人気）�� 29123（2番人気）�� 3547（22番人気）
3連複票数 計 648481 的中 ��� 14878（13番人気）
3連単票数 計1177133 的中 ��� 6719（38番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．7―12．8―13．0―13．0―12．9―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．9―48．7―1：01．7―1：14．7―1：27．6―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レクスミノル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2018．9．2 小倉7着

2016．4．9生 牡2栗 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 レクスミノル号の騎手C．ルメールは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・13番）
〔その他〕 セイウンコービー号は，4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。

26086 9月29日 雨 重 （30阪神4）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

814 ドナウデルタ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 41：23．2 2．4�
69 キコクイーン 牝2青 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 446－101：23．41� 12．6�
22 ユンゲンハフト 牝2鹿 54 池添 謙一藤田 好紀氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 450－101：24．14 40．6�
711 イ ベ リ ス 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 452＋ 61：24．2� 3．1�
45 ビスタストリカ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 5．1	
57 デンコウミシオン 牝2黒鹿54 幸 英明田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 428＋ 41：24．52 12．3

58 アンラッシュ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋101：24．6クビ 43．4�
34 ドアトゥブリス 牝2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 434± 01：25．23� 36．8�
46 ア カ マ 牝2黒鹿54 川須 栄彦安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 430＋101：25．41� 192．1
33 グッドカグラ 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 406＋ 4 〃 クビ 66．4�
11 アイファープライス 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 416－ 21：25．5� 152．4�
712 シャイリースマイル 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治水上 行雄氏 杉山 晴紀 新ひだか 飛野牧場 450＋ 61：25．6クビ 382．7�
813 エターナルメモリー 牝2青 54

53 ☆荻野 極杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 B458－ 61：27．3大差 263．2�
610 ジョーノベリスタ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁上田けい子氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 438－ 2 〃 クビ 389．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，557，400円 複勝： 43，311，300円 枠連： 9，423，500円
馬連： 47，325，400円 馬単： 26，961，500円 ワイド： 37，843，700円
3連複： 73，905，900円 3連単： 106，074，400円 計： 377，403，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 270円 � 610円 枠 連（6－8） 1，320円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，460円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 35，270円

票 数

単勝票数 計 325574 的中 � 112523（1番人気）
複勝票数 計 433113 的中 � 141686（1番人気）� 33864（5番人気）� 12121（7番人気）
枠連票数 計 94235 的中 （6－8） 5520（5番人気）
馬連票数 計 473254 的中 �� 26546（4番人気）
馬単票数 計 269615 的中 �� 9096（7番人気）
ワイド票数 計 378437 的中 �� 22472（4番人気）�� 6440（13番人気）�� 2835（25番人気）
3連複票数 計 739059 的中 ��� 5297（28番人気）
3連単票数 計1060744 的中 ��� 2180（96番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．9―12．2―11．7―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―35．1―47．3―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 9（5，7）3（2，11）－（6，14）（8，13）4，12，1＝10 4 ・（9，5，7）（3，2，11）14－（6，8）（4，12，13）1＝10

勝馬の
紹 介

ドナウデルタ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．2．9生 牝2鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エターナルメモリー号・ジョーノベリスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

10月29日まで平地競走に出走できない。

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29日 雨 重 （30阪神4）第8日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時55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

57 エイティーンガール 牝2青鹿54 武 豊中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 430＋ 21：10．9 4．9�
56 エイシンオリヒメ 牝2黒鹿54 松山 弘平�栄進堂 武 幸四郎 浦河 栄進牧場 430＋ 41：11．11� 8．0�
69 グレーフィンソニア 牝2黒鹿54 C．ルメール 村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 466－ 6 〃 ハナ 3．4�
44 セデックカズマ 牡2黒鹿54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470－ 21：11．2� 13．7�
33 	 キュウドウクン 牡2鹿 54

53 ☆川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 448＋ 81：11．62� 45．4�

45 スカーヴァティ 牝2黒鹿54 北村 友一 	サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 432－ 61：11．7� 3．0

711 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 444－ 21：11．91� 49．0�
710 パーティーアニマル 牡2鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 434± 01：12．11� 330．7�
812 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± 01：12．2� 33．5
813 ニシノバモス 牡2栗 54 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 438－ 21：12．51� 13．1�
68 ヴィジョニア 牝2栗 54 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 400－121：12．81� 235．4�
11 コスモソレイユ 牡2栗 54 柴田 未崎 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 8 〃 アタマ 231．0�
22 タ ゴ ム 牡2黒鹿54 和田 竜二杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 500－ 21：14．6大差 77．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，068，700円 複勝： 40，787，300円 枠連： 10，994，700円
馬連： 43，586，500円 馬単： 25，164，500円 ワイド： 34，183，100円
3連複： 66，504，800円 3連単： 90，276，700円 計： 340，566，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 190円 � 140円 枠 連（5－5） 1，990円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 540円 �� 400円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 12，460円

票 数

単勝票数 計 290687 的中 � 48816（3番人気）
複勝票数 計 407873 的中 � 66670（3番人気）� 46877（4番人気）� 88827（2番人気）
枠連票数 計 109947 的中 （5－5） 4275（7番人気）
馬連票数 計 435865 的中 �� 17943（8番人気）
馬単票数 計 251645 的中 �� 6568（12番人気）
ワイド票数 計 341831 的中 �� 15917（6番人気）�� 22784（3番人気）�� 18087（4番人気）
3連複票数 計 665048 的中 ��� 27908（4番人気）
3連単票数 計 902767 的中 ��� 5251（40番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―11．5―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．4―46．9―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．5
3 3，5，6－9（7，11）（1，12）（4，8，13）－10＝2 4 3（5，6）9（7，11）（1，4，12）13－（8，10）＝2
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エイティーンガール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．23 阪神4着

2016．4．14生 牝2青鹿 母 センターグランタス 母母 センターライジング 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タゴム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月29日まで平地競走に出

走できない。

26088 9月29日 曇 不良 （30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
1：20．3

不良
不良

59 メ ラ ナ イ ト 牡3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 464－101：24．5 3．3�
12 ブライトパス 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－ 8 〃 クビ 8．0�
35 サハラデザート 牡3芦 56 C．ルメール�山紫水明 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：25．13� 3．0�
47 ゴールドホイッスル 牡3芦 56 松若 風馬 �社台レースホース高野 友和 安平 追分ファーム 528－ 61：25．52� 23．3�
816 リリアンローズ 牝3黒鹿54 小牧 太谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 438－ 21：25．6クビ 12．1	
36 シーシャンティ 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490± 01：25．91� 29．9

23 フ ッ フ ー ル 牝3栗 54 松田 大作広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 448 ―1：26．43 126．2�
510 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 21：26．61� 9．4�
48 リリーマーキュリー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 432＋ 41：26．81� 408．4
24 カネトシピュール 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 438－ 21：27．01� 83．7�
815 ビッグデータ 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 426± 01：27．21 6．4�
612 リリーコサージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 安平 追分ファーム 466－101：27．3� 97．8�
611 ヴ ィ ヴ 牝3青 54 和田 竜二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：27．83 71．8�
713 メイショウマキシム 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極松本 好�氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 472＋ 61：27．9� 47．9�
714 メイショウカグヤマ 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新冠 アラキフアーム 482＋181：29．7大差 130．6�
11 ワイルドアクター 牡3鹿 56 田村 太雅小川 勲氏 作田 誠二 むかわ 上水牧場 436＋ 61：32．3大差 591．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，106，300円 複勝： 48，983，300円 枠連： 16，057，300円
馬連： 53，559，700円 馬単： 26，887，800円 ワイド： 42，498，400円
3連複： 80，822，100円 3連単： 97，407，600円 計： 400，322，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（1－5） 1，100円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 520円 �� 260円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 341063 的中 � 82355（2番人気）
複勝票数 計 489833 的中 � 105322（2番人気）� 58542（4番人気）� 111339（1番人気）
枠連票数 計 160573 的中 （1－5） 11290（4番人気）
馬連票数 計 535597 的中 �� 28337（6番人気）
馬単票数 計 268878 的中 �� 9408（6番人気）
ワイド票数 計 424984 的中 �� 19246（5番人気）�� 46066（1番人気）�� 27635（3番人気）
3連複票数 計 808221 的中 ��� 48679（2番人気）
3連単票数 計 974076 的中 ��� 10484（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―47．3―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ラ ナ イ ト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．3 京都2着

2015．4．24生 牡3青鹿 母 ノータブルアート 母母 アンブロジン 8戦1勝 賞金 13，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカグヤマ号・ワイルドアクター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

10月29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 ミリラニ号



26089 9月29日 雨 重 （30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
1：45．6
1：45．6

良
良

813 ゴータイミング 牡2鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444 ―1：50．9 10．2�
57 サトノルークス 牡2鹿 54 C．ルメール �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 2．3�
58 マイネルウィルトス 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462 ― 〃 ハナ 25．3�
69 ブリッツアウェイ 牝2黒鹿54 松若 風馬吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438 ―1：51．32� 28．2�
22 ヴァリアント 牡2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 474 ―1：51．4� 7．6�
711 アールジオール 牡2栗 54 松山 弘平前原 敏行氏 中竹 和也 新ひだか チャンピオンズファーム 500 ―1：51．72 3．8	
712 タイガーアチーヴ 牡2鹿 54

52 △森 裕太朗伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 	川 啓一 444 ―1：51．8クビ 302．8

11 バーンスター 牡2鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 474 ―1：51．9� 172．6�
34 ヴァルトブルク 牡2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：52．0� 62．9
33 サ ラ ミ ス 牡2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490 ―1：52．1クビ 7．7�
45 ラッキーバローズ 牡2鹿 54 	島 克駿猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 442 ―1：52．84 92．0�
46 チャリスオブオナー 牡2黒鹿 54

53 ☆荻野 極�G1レーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 432 ―1：53．65 137．7�
610 ジ ェ ン メ オ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 448 ―1：53．7� 49．6�
814 セイウンスクープ 牡2黒鹿54 和田 竜二西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 中央牧場 516 ―1：53．8� 103．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，664，800円 複勝： 55，437，100円 枠連： 11，935，800円
馬連： 56，092，900円 馬単： 31，722，200円 ワイド： 41，258，000円
3連複： 75，260，200円 3連単： 104，395，700円 計： 424，766，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 230円 � 130円 � 400円 枠 連（5－8） 810円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，830円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 33，840円

票 数

単勝票数 計 486648 的中 � 40154（5番人気）
複勝票数 計 554371 的中 � 55112（5番人気）� 157602（1番人気）� 25616（6番人気）
枠連票数 計 119358 的中 （5－8） 11365（3番人気）
馬連票数 計 560929 的中 �� 47120（3番人気）
馬単票数 計 317222 的中 �� 9516（9番人気）
ワイド票数 計 412580 的中 �� 24850（4番人気）�� 5434（19番人気）�� 12213（9番人気）
3連複票数 計 752602 的中 ��� 8942（20番人気）
3連単票数 計1043957 的中 ��� 2236（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．3―49．3―1：02．2―1：14．9―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．0
3 8（9，10）（5，2，11）7，13（6，12）（1，4）3－14 4 8（9，10）（5，2，11）（7，13）（6，12）（3，4）1，14

勝馬の
紹 介

ゴータイミング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Refuse To Bend 初出走

2016．2．22生 牡2鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26090 9月29日 雨 不良 （30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

56 キ ン ゲ ン 牡2鹿 54 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492 ―1：54．0 11．4�

68 レオンコロナ 牡2黒鹿54 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 454 ―1：54．53 51．3�

22 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝2栗 54 北村 友一ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474 ―1：54．6� 24．2�

11 ルバクオーリ 牡2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 アタマ 4．2�
44 ショウナンマンカイ 牝2栗 54 丸山 元気国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 484 ―1：55．13 17．9�
79 ゴッドイーサン 牡2鹿 54 幸 英明中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 514 ―1：55．2� 105．9	
67 モズダッシュスター 牡2栗 54 古川 吉洋 
キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 490 ―1：55．62� 6．4�
33 グランデラクール 牡2鹿 54 松山 弘平飯田 訓大氏 浜田多実雄 日高 加藤牧場 466 ―1：55．81� 86．4�
55 ケンブリッジウルス 牡2青鹿54 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 454 ―1：56．86 284．5
812 サンライズアカシア 牡2鹿 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 482 ― 〃 アタマ 15．8�
710 コパノジョウオー 牝2栗 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 478 ―1：56．9クビ 15．3�
811 ノーヴァレンダ 牡2黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 524 ― （競走中止） 2．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，809，600円 複勝： 48，604，800円 枠連： 11，971，600円
馬連： 52，481，000円 馬単： 26，643，400円 ワイド： 37，769，000円
3連複： 68，876，200円 3連単： 94，433，300円 計： 380，588，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 300円 � 1，250円 � 580円 枠 連（5－6） 2，820円

馬 連 �� 16，790円 馬 単 �� 30，130円

ワ イ ド �� 4，000円 �� 1，810円 �� 7，410円

3 連 複 ��� 49，100円 3 連 単 ��� 318，430円

票 数

単勝票数 計 398096 的中 � 29224（4番人気）
複勝票数 計 486048 的中 � 48141（4番人気）� 9278（9番人気）� 21368（8番人気）
枠連票数 計 119716 的中 （5－6） 3282（11番人気）
馬連票数 計 524810 的中 �� 2421（36番人気）
馬単票数 計 266434 的中 �� 663（69番人気）
ワイド票数 計 377690 的中 �� 2425（35番人気）�� 5494（22番人気）�� 1298（47番人気）
3連複票数 計 688762 的中 ��� 1052（101番人気）
3連単票数 計 944333 的中 ��� 215（578番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．2―50．3―1：03．4―1：16．5―1：29．1―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

キ ン ゲ ン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Machiavellian 初出走

2016．3．14生 牡2鹿 母 ジャパニーズウィスパー 母母 Sawara 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ノーヴァレンダ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。



26091 9月29日 雨 不良 （30阪神4）第8日 第7競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 エ ッ シ ャ ー �4栗 57 幸 英明小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 478＋ 21：10．8 6．2�
23 ヌーディーカラー 牡3鹿 55 C．ルメール 吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 458－ 81：10．9	 4．7�
24 エイスノート 牝3黒鹿53 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 472－ 81：11．21
 9．1�
713 メイショウラケーテ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 460－ 81：11．3
 1．7�
510 ファビラスヒーロー �5芦 57

56 ☆義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 478＋ 4 〃 クビ 28．1	
35 イナズママンボ 牝4鹿 55

53 △富田 暁小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B454－ 41：11．4クビ 40．5

59 ピラミッドファラオ 牡3黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 484＋101：11．72 390．2�
12 ハッシュタグ 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466± 01：11．8クビ 28．8�
36 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿57 長岡 禎仁奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 476－ 2 〃 アタマ 143．0
48 � ポーラーブレイズ 牡4鹿 57 小崎 綾也�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 426－ 11：12．54 442．9�
611 ツウカイウイング 牡3鹿 55 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 454－ 41：12．6
 133．1�
47 フィールブリーズ 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 524± 01：12．81� 43．3�
815 パワーアッシュ 牡3栗 55 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 460＋ 41：12．9
 199．5�
612 スマートギャツビー �3鹿 55 和田 竜二大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 476－ 41：13．11� 168．3�
714 ヨドノナイト 牡6鹿 57

54 ▲服部 寿希海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 496＋ 21：13．2
 519．2�
816 セトノシャトル 牡3栗 55 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 512＋ 41：13．94 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，509，100円 複勝： 94，321，800円 枠連： 18，419，700円
馬連： 72，877，200円 馬単： 41，010，300円 ワイド： 53，843，300円
3連複： 102，101，300円 3連単： 161，121，100円 計： 591，203，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 240円 � 300円 枠 連（1－2） 850円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 570円 �� 640円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 18，960円

票 数

単勝票数 計 475091 的中 � 61084（3番人気）
複勝票数 計 943218 的中 � 99364（3番人気）� 109427（2番人気）� 77776（4番人気）
枠連票数 計 184197 的中 （1－2） 16771（3番人気）
馬連票数 計 728772 的中 �� 32962（5番人気）
馬単票数 計 410103 的中 �� 8125（13番人気）
ワイド票数 計 538433 的中 �� 24485（4番人気）�� 21548（7番人気）�� 22453（5番人気）
3連複票数 計1021013 的中 ��� 22439（11番人気）
3連単票数 計1611211 的中 ��� 6159（56番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．5―11．7―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．9
3 1（4，13）3（2，10）（5，11，12）－14（8，15）9（7，6，16） 4 ・（1，4，13）3（2，10）（5，11，12）－8（9，14）（15，6）－（7，16）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エ ッ シ ャ ー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．18 阪神7着

2014．3．29生 �4栗 母 グラッドリー 母母 プ チ ア ノ 19戦3勝 賞金 37，300，000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 サンマルペンダント号・ニシノダンテ号・メイショウアワジ号

26092 9月29日 小雨 重 （30阪神4）第8日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
2：39．0
2：37．3

良
良

36 ドンアルゴス 牡3黒鹿54 浜中 俊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B496－ 82：42．6 6．2�

35 ディバインブリーズ 牡3黒鹿54 川田 将雅杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 476± 02：42．7� 8．4�
816 トロピカルストーム �5黒鹿57 C．ルメール 吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 8 〃 クビ 3．0�
23 プリンスオブペスカ 牡4鹿 57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 472± 02：42．8クビ 3．8�
59 プティットクルール 牝4黒鹿55 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 446－142：43．33 69．6�
510 マサハヤスター 牡4栗 57 武 豊中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476＋ 22：43．4� 11．5�
611 エンドゲーム 牡4鹿 57 中井 裕二ゴドルフィン 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 480－202：43．72 101．4	
11 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 藤岡 康太前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 02：43．8� 23．6

48 エールブリリアンツ 牡4芦 57 松若 風馬佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 488－ 42：44．01� 96．1�
612 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± 02：44．1� 144．0�
713 ニッポンテイオー 牡3鹿 54 和田 竜二新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 464－ 62：44．2クビ 7．8
714 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 504－ 22：45．15 16．2�
12 
 ファイナンス 牡4黒鹿57 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B486－ 22：45．31� 107．5�
47 ケンイーサリアム 牡3鹿 54

52 △富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 482－ 62：48．2大差 139．8�
（14頭）

24 クェスタボルタ 牝3黒鹿52 菱田 裕二幅田 昌伸氏 中竹 和也 浦河 有限会社
吉田ファーム ― （出走取消）

815 イージーマネー 牡4芦 57
56 ☆川又 賢治丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，220，000円 複勝： 60，210，700円 枠連： 20，339，700円
馬連： 78，961，100円 馬単： 35，438，500円 ワイド： 53，206，400円
3連複： 108，123，800円 3連単： 136，225，500円 計： 535，725，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 250円 � 140円 枠 連（3－3） 2，440円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 800円 �� 400円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 17，010円

票 数

単勝票数 差引計 432200（返還計 24） 的中 � 55344（3番人気）
複勝票数 差引計 602107（返還計 37） 的中 � 78357（3番人気）� 51233（5番人気）� 140826（1番人気）
枠連票数 差引計 203397（返還計 1 ） 的中 （3－3） 6434（8番人気）
馬連票数 差引計 789611（返還計 123） 的中 �� 26056（9番人気）
馬単票数 差引計 354385（返還計 54） 的中 �� 6052（18番人気）
ワイド票数 差引計 532064（返還計 70） 的中 �� 16120（9番人気）�� 35482（2番人気）�� 25225（6番人気）
3連複票数 差引計1081238（返還計 631） 的中 ��� 36246（5番人気）
3連単票数 差引計1362255（返還計 700） 的中 ��� 5805（48番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．0―13．7―13．7―12．9―13．0―12．7―12．5―12．1―11．6―11．7―12．7

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�
12．5―24．0―36．0―49．7―1：03．4―1：16．3―1：29．3―1：42．0―1：54．5―2：06．6―2：18．2―2：29．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
14－5－9（2，12）－10（7，11）8（6，16）13－1，3
14，5，9，12（2，16）10（7，6，11）8（1，13）3

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

勝馬の
紹 介

ドンアルゴス �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．9．24 阪神1着

2015．4．2生 牡3黒鹿 母 ドナフュージョン 母母 センシュアス 5戦2勝 賞金 22，088，000円
〔出走取消〕 クェスタボルタ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。

イージーマネー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンイーサリアム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月29日まで平地

競走に出走できない。
※クェスタボルタ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26093 9月29日 小雨 不良 （30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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

56 アールロッソ 牝2栗 54 松山 弘平前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 474± 01：24．0 6．2�
45 サルサレイア 牝2栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 464－ 81：24．1� 19．2�
22 ナンヨーイザヨイ 牡2黒鹿54 C．ルメール 中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456－141：24．2� 12．7�
11 チュウワフライヤー 牝2栗 54 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496－ 81：24．3� 4．1�
57 タガノカルラ 牡2鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 21：24．62 8．9�
33 プロトイチバンボシ 牡2栗 54 藤岡 佑介飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 480＋ 81：25．23� 88．7�
69 パブロフテソーロ 牡2鹿 54 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス	 武井 亮 新ひだか 木村 秀則 528－ 81：25．62� 9．2

44 ホールドユアハンド 牡2鹿 54 北村 友一山口 裕介氏 田中 博康 浦河 斉藤 政志 460－ 2 〃 クビ 19．0�
68 ジ ョ ウ ラ ン 牡2栗 54 武 豊山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 須崎牧場 466－ 41：26．02� 12．5�
711� フォートワズワース 牡2黒鹿54 松若 風馬 シルクレーシング 西村 真幸 米 Chelston 506－ 41：26．42� 4．3�
813 ア ロ ゴ 牝2黒鹿54 藤岡 康太	KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 野坂牧場 460－ 6 〃 ハナ 44．0�
710 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± 01：27．46 118．1�
812 ニシノフルバンク 牡2栗 54 幸 英明西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B488± 01：27．61� 31．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，623，700円 複勝： 78，373，800円 枠連： 25，229，800円
馬連： 117，304，400円 馬単： 49，240，900円 ワイド： 74，079，600円
3連複： 153，689，700円 3連単： 193，037，900円 計： 752，579，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 410円 � 430円 枠 連（4－5） 1，620円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 10，120円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，510円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 22，760円 3 連 単 ��� 118，900円

票 数

単勝票数 計 616237 的中 � 83291（3番人気）
複勝票数 計 783738 的中 � 101309（3番人気）� 46546（6番人気）� 44651（8番人気）
枠連票数 計 252298 的中 （4－5） 12043（7番人気）
馬連票数 計1173044 的中 �� 15358（27番人気）
馬単票数 計 492409 的中 �� 3649（47番人気）
ワイド票数 計 740796 的中 �� 11377（22番人気）�� 12761（19番人気）�� 5913（41番人気）
3連複票数 計1536897 的中 ��� 5063（88番人気）
3連単票数 計1930379 的中 ��� 1177（453番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―12．2―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．3―58．5―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールロッソ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．6．16 阪神2着

2016．4．16生 牝2栗 母 ラヴィングサンデー 母母 プリンセスシラオキ 3戦2勝 賞金 18，073，000円
〔制裁〕 パブロフテソーロ号の騎手丹内祐次は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。

26094 9月29日 曇 重 （30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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

816 メイショウカズヒメ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504－ 61：09．8 7．2�
11 ロッテンマイヤー 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－ 41：10．11� 6．8�
48 メイケイダイハード 牡3鹿 55 富田 暁名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 526－ 61：10．2	 21．2�
35 シンボリバーグ 牝4芦 55 C．ルメールシンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 494－ 2 〃 クビ 3．4�
713 エンゲルヘン 牝4栗 55 丹内 祐次 �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 464＋101：10．41
 7．1	
36 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 464－ 4 〃 ハナ 27．5

47 グランシェリー 牝7芦 55 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 524－ 41：10．5クビ 18．7�
714 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B450± 01：10．6	 48．7�
24 カネトシブレス 牝5鹿 55 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 442± 0 〃 クビ 9．0
612 ブ リ ク ス ト 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B494± 01：10．7� 74．2�
23 ニシノキントウン 牡3黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 450± 01：10．8クビ 15．0�
12 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿55 松山 弘平山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 446＋101：10．9� 12．0�
815 アドマイヤデライト 牡5黒鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 532＋101：11．11
 12．7�
59 � ベリースコール �5黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 渡辺 薫彦 仏 Mr Franck

Benillouche 488＋ 21：11．2	 76．1�
510 ク ロ ー ソ ー 牝6鹿 55 藤岡 康太大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 430± 0 〃 クビ 137．1�
611 キタサンコンサート 牡6芦 57 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B490－ 61：11．94 183．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，662，700円 複勝： 82，521，300円 枠連： 38，086，800円
馬連： 142，185，200円 馬単： 55，494，700円 ワイド： 93，221，400円
3連複： 213，442，700円 3連単： 240，258，600円 計： 919，873，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 430円 � 270円 � 610円 枠 連（1－8） 1，510円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 3，800円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 28，670円 3 連 単 ��� 158，060円

票 数

単勝票数 計 546627 的中 � 60354（4番人気）
複勝票数 計 825213 的中 � 48710（8番人気）� 90658（4番人気）� 32815（10番人気）
枠連票数 計 380868 的中 （1－8） 19455（8番人気）
馬連票数 計1421852 的中 �� 22777（22番人気）
馬単票数 計 554947 的中 �� 5860（24番人気）
ワイド票数 計 932214 的中 �� 13584（23番人気）�� 6242（49番人気）�� 11417（28番人気）
3連複票数 計2134427 的中 ��� 5583（110番人気）
3連単票数 計2402586 的中 ��� 1102（598番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．9―46．3―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．9
3 7，16，1（4，6）13（3，5，8，15）（2，9，10）12，14－11 4 7，16（1，6）（4，13）（3，5，15）8（2，9，10）12，14，11

勝馬の
紹 介

メイショウカズヒメ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．18 阪神1着

2014．2．11生 牝4鹿 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 10戦3勝 賞金 30，635，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 カフジオリオン号・キッズライトオン号・ノーブルルージュ号



26095 9月29日 曇 不良 （30阪神4）第8日 第11競走 ��
��2，000�第22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，29．9．30以降30．9．23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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

23 オメガパフューム 牡3芦 53 和田 竜二原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 450－ 32：01．5 4．8�
816 ウェスタールンド �6栗 55 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 16．1�
714 サンライズソア 牡4青鹿57．5 C．ルメール 松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 508＋ 22：01．81	 5．4�
35 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 53 池添 謙一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 526± 02：02．65 19．1�
713 コスモカナディアン 牡5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 486＋ 22：02．7クビ 154．9	
47 ナムラアラシ 牡5鹿 57 藤岡 康太奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 520－16 〃 クビ 52．7

24 ムーンクレスト 牡6鹿 54 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 22：02．8クビ 197．4�
11 ミキノトランペット 牡4鹿 54 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 526± 02：03．01
 7．4�
36 クインズサターン 牡5芦 56 藤岡 佑介 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B478＋ 22：03．32 11．1
611 ストライクイーグル 牡5青鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 506＋10 〃 ハナ 232．0�
48 グレイトパール 牡5鹿 57．5 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 534－202：03．51� 2．9�
59 コパノチャーリー 牡6栗 56 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 520± 02：03．6クビ 59．2�
510 ヒロブレイブ 牡5鹿 53 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 484－ 4 〃 アタマ 181．2�
815 ラインルーフ 牡6栗 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 518＋ 82：03．7� 8．9�
12 ヨ シ オ 牡5鹿 55 四位 洋文仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478± 02：04．23 65．0�
612 リーゼントロック 牡7黒鹿56 松山 弘平三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 518－ 22：05．47 217．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 168，589，500円 複勝： 226，909，400円 枠連： 81，490，700円
馬連： 459，258，200円 馬単： 173，629，200円 ワイド： 269，305，800円
3連複： 771，322，300円 3連単： 1，005，776，100円 計： 3，156，281，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 370円 � 190円 枠 連（2－8） 1，430円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 630円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 40，080円

票 数

単勝票数 計1685895 的中 � 277197（2番人気）
複勝票数 計2269094 的中 � 349982（2番人気）� 130619（7番人気）� 332297（3番人気）
枠連票数 計 814907 的中 （2－8） 44106（8番人気）
馬連票数 計4592582 的中 �� 101929（16番人気）
馬単票数 計1736292 的中 �� 25809（22番人気）
ワイド票数 計2693058 的中 �� 58899（16番人気）�� 115323（5番人気）�� 43301（18番人気）
3連複票数 計7713223 的中 ��� 80305（23番人気）
3連単票数 計10057761 的中 ��� 18192（131番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―13．5―12．2―12．3―12．3―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．7―48．2―1：00．4―1：12．7―1：25．0―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガパフューム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．1．14 京都1着

2015．4．6生 牡3芦 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 5戦4勝 賞金 69，613，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 カゼノコ号・シャイニービーム号・タガノグルナ号・タガノディグオ号・マイネルオフィール号

26096 9月29日 曇 重 （30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
1：19．5
1：19．0

良
良

818 ムーンチャイム 牝3栗 53 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446± 01：22．6 5．7�

714 アングルティール 牝3黒鹿53 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422＋ 2 〃 クビ 9．2�

36 カーサデルシエロ 牝3黒鹿53 北村 友一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 430－ 2 〃 ハナ 2．9�
612 メイショウツバキ 牝3黒鹿53 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 450＋ 81：22．7クビ 26．8	
48 コパノピエール 牡4鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 486－ 41：22．91� 6．9

35 グ リ エ ル マ 牝3鹿 53 小崎 綾也小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 440－ 81：23．1	 51．0�
47 ステラルージュ 牝4栗 55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 404＋ 4 〃 クビ 98．2�
817 キスミーワンス 牝4黒鹿55 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 442－ 21：23．2クビ 74．6
715 マリアバローズ 牝3黒鹿 53

52 ☆川又 賢治猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 438± 01：23．41� 15．7�
816 メイショウソウビ 
4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466－ 2 〃 アタマ 49．0�
510 ニシノエアレス 牝4栗 55 �島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 468＋ 21：23．5クビ 82．9�
59 ダンツクレイオー 牝3鹿 53 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 476－101：23．71� 22．8�
12 ウインクレド 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 488＋ 61：23．8� 33．2�
23 ナンゴクアイネット 牝3鹿 53 川田 将雅渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 458－ 4 〃 ハナ 6．8�
24 アーデルワイゼ 牝3青鹿53 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋241：23．9	 15．4�
713 メイショウドウドウ 牡3黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 462± 01：24．64 211．3�
11 エールショー 牡3芦 55 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋141：24．81� 72．8�
611 ゲイルバローズ 牡4鹿 57 松若 風馬猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 446＋121：24．9	 127．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 65，188，300円 複勝： 92，709，000円 枠連： 39，237，900円
馬連： 142，929，300円 馬単： 55，837，200円 ワイド： 101，563，600円
3連複： 220，694，200円 3連単： 255，171，900円 計： 973，331，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 250円 � 150円 枠 連（7－8） 1，040円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 850円 �� 410円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 19，760円

票 数

単勝票数 計 651883 的中 � 91305（2番人気）
複勝票数 計 927090 的中 � 133454（2番人気）� 80888（5番人気）� 189471（1番人気）
枠連票数 計 392379 的中 （7－8） 29059（4番人気）
馬連票数 計1429293 的中 �� 43043（8番人気）
馬単票数 計 558372 的中 �� 8835（15番人気）
ワイド票数 計1015636 的中 �� 29260（7番人気）�� 68422（1番人気）�� 35716（5番人気）
3連複票数 計2206942 的中 ��� 56522（3番人気）
3連単票数 計2551719 的中 ��� 9359（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．3―46．6―58．0―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 8，9－12，3（6，18）（2，4，17）（14，15，16）（5，10）（1，7）13，11 4 8，9－12（3，6）18（2，4，17）16（14，15）（5，10）（7，13）－（1，11）

勝馬の
紹 介

ムーンチャイム �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．2．13 小倉3着

2015．3．19生 牝3栗 母 チューブラーベルズ 母母 Summer Symphony 6戦2勝 賞金 19，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルパーシャン号・ギンコイエレジー号・スワーヴポルトス号



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

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 175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
22，520，000円
1，750，000円
26，490，000円
72，977，000円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
659，396，800円
975，651，100円
292，410，300円
1，307，437，600円
578，973，600円
872，857，800円
1，999，591，300円
2，601，892，100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 9，288，210，600円

総入場人員 10，081名 （有料入場人員 9，100名）
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