
26001 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走9時55分 （芝・右）
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
1：20．8
1：20．3

良
良

33 ルガーサント 牝2青鹿 54
51 ▲斎藤 新�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 422－ 41：21．4 19．0�

67 ノーブルライガー 牡2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋ 21：21．93 45．6�
11 スマートクリオス 牝2栗 54

51 ▲岩田 望来大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 静内山田牧場 472± 01：22．0� 19．3�
55 グランフェスタ 牡2黒鹿54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 430＋ 61：22．1クビ 98．0�
44 � ジェットマックス 牡2鹿 54 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 488－ 8 〃 クビ 2．3	
66 リインフォース 牡2黒鹿54 和田 竜二ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 444± 01：22．31	 9．5

22 ホッコーアカツキ 牡2鹿 54 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 506＋ 61：22．4
 10．9�
810 ビップリバプール 牡2栗 54 福永 祐一鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 4．5�
811 メイショウマサヒメ 牝2青鹿54 松山 弘平松本 好氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 464＋ 41：22．61	 4．7�
79 ステーションワン 牡2鹿 54 岩田 康誠薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 450± 01：23．02
 145．3�
78 タガノヒロライド 牝2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 61：23．74 350．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，753，500円 複勝： 48，946，000円 枠連： 10，789，700円
馬連： 48，620，600円 馬単： 26，886，100円 ワイド： 38，968，500円
3連複： 71，280，000円 3連単： 99，301，200円 計： 372，545，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 610円 � 1，050円 � 530円 枠 連（3－6） 4，530円

馬 連 �� 20，300円 馬 単 �� 38，110円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 2，540円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 56，570円 3 連 単 ��� 438，980円

票 数

単勝票数 計 277535 的中 � 12374（6番人気）
複勝票数 計 489460 的中 � 21610（7番人気）� 11841（8番人気）� 25259（6番人気）
枠連票数 計 107897 的中 （3－6） 1845（12番人気）
馬連票数 計 486206 的中 �� 1856（30番人気）
馬単票数 計 268861 的中 �� 529（58番人気）
ワイド票数 計 389685 的中 �� 2554（29番人気）�� 3977（25番人気）�� 2828（28番人気）
3連複票数 計 712800 的中 ��� 945（77番人気）
3連単票数 計 993012 的中 ��� 164（459番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―11．7―11．5―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．1―46．8―58．3―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルガーサント �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 デザートキング デビュー 2019．8．4 小倉2着

2017．4．11生 牝2青鹿 母 アワーオアシス 母母 ケ ロ メ ロ 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ジェットマックス号の騎手武豊は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）

26002 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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

66 アポロアベリア 牡2栗 54 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 520－ 21：55．3 5．5�
22 ロードグリュック 牡2鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 21：55．4� 46．9�
78 ユキノグローリー 牡2栗 54 和田 竜二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 490± 01：55．71� 10．7�
33 マ ス カ テ ル 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476－ 41：56．33� 21．9�
79 フィロロッソ 牡2鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 468＋ 81：56．4クビ 8．1	
811 サンライズミリオン 牡2黒鹿54 浜中 俊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 522＋ 21：56．5� 2．6

810 ネモフィラブルー 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 430－ 61：57．67 35．8�
67 シャイニーフック 牝2青鹿 54

51 ▲団野 大成兼松 康太氏 池添 学 日高 千葉飯田牧場 490＋ 81：58．45 128．1�
11 レッドシャドー 牡2鹿 54 福永 祐一中辻 明氏 奥村 豊 新冠 ハシモトフアーム 466－101：58．82� 7．4
44 ペルリナージュ 牡2黒鹿54 松若 風馬岩﨑 伸道氏 高柳 大輔 洞�湖 レイクヴィラファーム 510－ 61：59．12 14．8�
55 ピエナボヘミアン 牡2芦 54 柴田 未崎本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 516－ 42：00．16 8．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，186，900円 複勝： 37，163，400円 枠連： 8，670，700円
馬連： 46，118，800円 馬単： 23，330，300円 ワイド： 35，177，900円
3連複： 62，848，300円 3連単： 80，719，300円 計： 321，215，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 740円 � 330円 枠 連（2－6） 6，050円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 12，360円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 1，010円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 23，560円 3 連 単 ��� 128，050円

票 数

単勝票数 計 271869 的中 � 41620（2番人気）
複勝票数 計 371634 的中 � 55373（2番人気）� 11010（9番人気）� 29331（6番人気）
枠連票数 計 86707 的中 （2－6） 1109（22番人気）
馬連票数 計 461188 的中 �� 4790（29番人気）
馬単票数 計 233303 的中 �� 1415（53番人気）
ワイド票数 計 351779 的中 �� 5366（25番人気）�� 9267（12番人気）�� 2262（41番人気）
3連複票数 計 628483 的中 ��� 2000（74番人気）
3連単票数 計 807193 的中 ��� 457（419番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．7―50．5―1：03．6―1：16．7―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロアベリア �
�
父 アポロソニック �

�
母父 グランドオペラ デビュー 2019．8．3 小倉7着

2017．5．12生 牡2栗 母 キタノオペラ 母母 デーエスローマン 3戦1勝 賞金 5，000，000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１日



26003 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：45．6
1：45．6

良
良

77 ジュンライトボルト 牡2鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452± 01：47．5 3．6�
66 ド ゥ ー ベ 牡2栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482－ 61：47．6� 3．7�
78 ラインオブダンス 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�G1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 474－ 8 〃 ハナ 4．4�

33 リメンバーメモリー 牡2鹿 54 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 462＋ 21：47．81 10．5�
11 アジャストザルート 牡2鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 488＋ 81：47．9� 11．4	
55 サルサデスティニー 牡2栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 424－121：48．54 129．8

89 アルマフォルト 牡2黒鹿54 和田 竜二名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム 496－ 41：48．82 4．9�
810 カ ン ゼ オ ン 牝2黒鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 422＋ 4 〃 ハナ 110．8�
44 パラジウムリボン 牝2鹿 54 松若 風馬 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 404＋161：49．43� 113．9
22 メイショウタオ 牡2黒鹿54 �島 良太松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 448＋ 41：49．93 74．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，909，300円 複勝： 48，758，500円 枠連： 9，778，500円
馬連： 50，697，600円 馬単： 25，756，500円 ワイド： 34，955，900円
3連複： 64，990，600円 3連単： 100，249，700円 計： 371，096，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 350円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 359093 的中 � 82267（1番人気）
複勝票数 計 487585 的中 � 112080（1番人気）� 93124（2番人気）� 78315（4番人気）
枠連票数 計 97785 的中 （6－7） 18742（1番人気）
馬連票数 計 506976 的中 �� 60241（1番人気）
馬単票数 計 257565 的中 �� 15189（1番人気）
ワイド票数 計 349559 的中 �� 37685（2番人気）�� 28492（4番人気）�� 23965（5番人気）
3連複票数 計 649906 的中 ��� 51093（2番人気）
3連単票数 計1002497 的中 ��� 15109（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．5―12．7―12．6―12．2―11．5―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―49．0―1：01．6―1：13．8―1：25．3―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．7
3 2，4（3，6，9）（1，7）10（5，8） 4 ・（2，4）6（3，9，7）（1，10）（5，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジュンライトボルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．21 中京3着

2017．4．27生 牡2鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ラインオブダンス号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

アジャストザルート号の騎手池添謙一は，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。

26004 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時25分 （芝・右）

牝；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
1：20．8
1：20．3

良
良

45 フェアレストアイル 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436 ―1：21．8 1．4�
610 ラインエンジェル 牝2栗 54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470 ―1：22．01� 15．3�
711 クリノアマリリス 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成栗本 守氏 荒川 義之 日高 下河辺牧場 418 ―1：22．31� 96．7�
46 ア カ イ イ ト 牝2青鹿54 福永 祐一岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 494 ―1：22．4� 7．2�
22 バーニングソウル 牝2芦 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 420 ―1：22．5� 170．4�
11 シ ュ ゼ ッ ト 牝2芦 54 松山 弘平杉浦 和也氏 寺島 良 日高 日高大洋牧場 448 ―1：22．6� 15．1	
69 クレドラネージュ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星
G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 482 ―1：22．7� 29．7�
58 ワークアウト 牝2黒鹿54 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 青森 石田 英機 460 ―1：22．8� 8．2�
34 フォールクヴァング 牝2鹿 54 北村 友一
G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 クビ 31．9
814 ドリームハット 牝2黒鹿54 国分 恭介小島 將之氏 安達 昭夫 日高 鹿戸 美明 450 ―1：23．33 288．3�
33 ミキノエイトビート 牝2鹿 54 岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 432 ―1：23．72� 143．6�
712 アイファーオレンジ 牝2鹿 54 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 日高 Wing Farm 428 ―1：24．01� 277．9�
813 ナ バ テ ア 牝2黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 414 ―1：25．27 47．8�
57 ラブミーアーサー 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 元道牧場 450 ―1：26．26 275．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，371，800円 複勝： 101，467，600円 枠連： 12，574，500円
馬連： 43，451，200円 馬単： 30，490，200円 ワイド： 35，022，000円
3連複： 60，522，500円 3連単： 105，377，200円 計： 425，277，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 860円 枠 連（4－6） 450円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，600円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 10，910円 3 連 単 ��� 25，000円

票 数

単勝票数 計 363718 的中 � 206254（1番人気）
複勝票数 計1014676 的中 � 775678（1番人気）� 37133（4番人気）� 6623（9番人気）
枠連票数 計 125745 的中 （4－6） 21261（3番人気）
馬連票数 計 434512 的中 �� 43729（3番人気）
馬単票数 計 304902 的中 �� 24932（3番人気）
ワイド票数 計 350220 的中 �� 32086（3番人気）�� 5280（15番人気）�� 1315（38番人気）
3連複票数 計 605225 的中 ��� 4157（30番人気）
3連単票数 計1053772 的中 ��� 3055（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―11．8―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．6―47．4―59．0―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェアレストアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2017．4．21生 牝2鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アカイイト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ミキノエイトビート号の騎手岩崎翼は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブミーアーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月7日まで平地

競走に出走できない。



26005 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右・外）
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

55 クラヴァシュドール 牝2青鹿54 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 450 ―1：35．4 2．5�
22 スターズプレミア 牡2鹿 54 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 452 ―1：35．61� 3．0�
44 ゴルトファルベン 牡2鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482 ―1：35．81 3．7�
33 フィナールショコラ 牝2黒鹿54 和田 竜二吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 424 ―1：36．12 21．7�
66 テイエムプリジャン 牡2栗 54

51 ▲岩田 望来竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 438 ―1：36．73� 57．8	
810 ウォーターモースト 牡2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 448 ―1：36．91� 134．8

67 イサチルキンノホシ 牡2栗 54 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 新冠 八島 夕起子 494 ― 〃 ハナ 83．7�
11 チ ュ ウ ア イ 牡2鹿 54 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新ひだか 原 弘之 448 ―1：37．21� 162．1�
78 ファラウェイ 牡2黒鹿54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 548 ― 〃 クビ 12．8
79 エイシンマホロバ 牝2栗 54 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 土田 扶美子 462 ―1：37．51� 33．7�
811 メモリアルロード 牡2鹿 54 松若 風馬西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 454 ― （競走中止） 69．1�
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売 得 金
単勝： 39，029，900円 複勝： 36，999，800円 枠連： 10，199，500円
馬連： 48，988，200円 馬単： 28，192，600円 ワイド： 35，918，300円
3連複： 66，592，300円 3連単： 107，704，400円 計： 373，625，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－5） 460円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 200円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 390299 的中 � 126764（1番人気）
複勝票数 計 369998 的中 � 94362（1番人気）� 78236（3番人気）� 90448（2番人気）
枠連票数 計 101995 的中 （2－5） 16889（1番人気）
馬連票数 計 489882 的中 �� 99862（1番人気）
馬単票数 計 281926 的中 �� 26991（2番人気）
ワイド票数 計 359183 的中 �� 56132（1番人気）�� 45469（2番人気）�� 43914（3番人気）
3連複票数 計 665923 的中 ��� 137791（1番人気）
3連単票数 計1077044 的中 ��� 42434（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．0―12．9―12．4―11．5―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．6―49．5―1：01．9―1：13．4―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．5
3 ・（9，10）（2，5，4）（1，3，11）（7，6，8） 4 ・（9，10）4（2，5，11）（1，3，8）（7，6）

勝馬の
紹 介

クラヴァシュドール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2017．2．1生 牝2青鹿 母 パスオブドリームズ 母母 Path of Thunder 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 メモリアルロード号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。

26006 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

56 カルカリーナ 牝3栗 53 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 430＋ 81：25．1 7．0�
45 パ レ ニ ア 牝3鹿 53

50 ▲団野 大成今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 490± 01：25．2� 3．9�
813 アオイツヤヒメ 牝3鹿 53 義 英真鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 466± 01：25．41� 7．7�
68 オーシャンズルーラ 牝3鹿 53 北村 友一一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 458＋ 41：25．5� 4．1�
711 テイエムノサッタ 牝3黒鹿53 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 476＋161：25．92� 19．1�
44 ダイシンキャラミ 牝3鹿 53 松若 風馬大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 444＋ 11：26．11� 51．0�
33 ユーフォニー 牝3青鹿 53

50 ▲斎藤 新前田 葉子氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 4 〃 ハナ 43．5	

69 レイトブルーミング 牝3青鹿53 松山 弘平
ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 440－ 4 〃 ハナ 5．1�
22 スマートモリガン 牝3青鹿 53

50 ▲岩田 望来大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 472－ 81：26．2� 15．5�
710 サンマルリトリート 牝4黒鹿55 藤岡 康太相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 530－ 61：26．3� 10．2
812 メイショウイヤサカ 牝3鹿 53

50 ▲亀田 温心松本 和子氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 434－ 41：26．61� 119．4�
57 エイシンノホシ 牝3鹿 53 浜中 俊
栄進堂 高橋 康之 浦河 栄進牧場 474＋ 21：28．19 32．3�
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11 デイジーブリランテ 牝4黒鹿55 秋山真一郎�三嶋牧場 	島 一歩 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，216，000円 複勝： 47，619，000円 枠連： 14，419，600円
馬連： 66，217，200円 馬単： 29，006，000円 ワイド： 48，189，300円
3連複： 91，631，900円 3連単： 109，894，100円 計： 438，193，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 140円 � 270円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，350円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 25，920円

票 数

単勝票数 差引計 312160（返還計 1716） 的中 � 35473（4番人気）
複勝票数 差引計 476190（返還計 2183） 的中 � 57570（4番人気）� 110473（1番人気）� 37486（6番人気）
枠連票数 差引計 144196（返還計 1831） 的中 （4－5） 13682（3番人気）
馬連票数 差引計 662172（返還計 4705） 的中 �� 44538（2番人気）
馬単票数 差引計 290060（返還計 2014） 的中 �� 8191（8番人気）
ワイド票数 差引計 481893（返還計 4399） 的中 �� 25806（3番人気）�� 8718（16番人気）�� 16539（9番人気）
3連複票数 差引計 916319（返還計 13804） 的中 ��� 16914（12番人気）
3連単票数 差引計1098941（返還計 17346） 的中 ��� 3073（82番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―11．9―12．2―12．1―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．7―47．9―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルカリーナ �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．3．23 中京4着

2016．3．2生 牝3栗 母 ジェネスタキオン 母母 コ ミ ラ ス 3戦2勝 賞金 13，250，000円
〔出走取消〕 デイジーブリランテ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。



26007 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：47．6

重
重

66 ダノンスプレンダー 牡3黒鹿54 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 41：54．8 1．4�
22 	 ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 52 浜中 俊�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC 476－ 61：54．9
 7．3�
88 シュッドヴァデル 牡3鹿 54 藤井勘一郎河合 裕明氏 友道 康夫 新冠 マリオステー

ブル 506－ 21：55．22 6．1�
89 スズカハイライト 牡4鹿 57 川島 信二永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 454－ 21：55．3クビ 92．2�
77 ワイルドシング 牡4黒鹿57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 434± 01：55．4� 15．2�
44 メイショウゴテツ 牡6青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 488－10 〃 クビ 18．9	
11 ビップデヴィット 牡4栗 57 藤岡 康太鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 466－101：55．61 26．1

55 カ リ ン カ 牝4黒鹿55 福永 祐一寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 444＋ 41：55．81� 12．9�
33 クロフネプリンセス 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 420－ 81：56．33 125．6�
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売 得 金
単勝： 33，115，000円 複勝： 122，753，800円 枠連： 8，587，300円
馬連： 48，865，900円 馬単： 36，118，400円 ワイド： 38，386，700円
3連複： 65，012，300円 3連単： 148，991，900円 計： 501，831，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 130円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 200円 �� 190円 �� 380円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，710円

票 数

単勝票数 計 331150 的中 � 185181（1番人気）
複勝票数 計1227538 的中 � 959866（1番人気）� 66772（3番人気）� 69338（2番人気）
枠連票数 計 85873 的中 （2－6） 15310（2番人気）
馬連票数 計 488659 的中 �� 79518（2番人気）
馬単票数 計 361184 的中 �� 47772（2番人気）
ワイド票数 計 383867 的中 �� 52850（2番人気）�� 57219（1番人気）�� 21244（6番人気）
3連複票数 計 650123 的中 ��� 74926（1番人気）
3連単票数 計1489919 的中 ��� 63125（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―14．0―13．6―13．3―13．4―12．6―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―38．1―51．7―1：05．0―1：18．4―1：31．0―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスプレンダー 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．28 京都1着

2016．2．26生 牡3黒鹿 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 3戦2勝 賞金 18，596，000円

26008 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時50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

79 コ ラ ー ド 牡4芦 57
54 ▲岩田 望来名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 488－ 41：11．9 4．0�

33 サンバパレード 牝3栗 53 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 450± 01：12．75 2．0�
78 � ベ ー 牡4栗 57 国分 優作北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 480－ 21：12．8� 9．7�
66 アイファーアクター 牡3鹿 55 川須 栄彦中島 稔氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 468－ 61：12．9� 29．1�
22 サイモンミラベル 牝5栗 55

52 ▲斎藤 新澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 486＋ 81：13．0� 15．0	
811 メイショウロサン 牡3黒鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 460－121：13．74 5．5

810 サンライズルーク 牡4鹿 57

54 ▲団野 大成松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 506－ 21：13．8� 20．2�
11 メイショウバンダイ 牡6栗 57 	島 良太松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 446－ 81：14．11� 72．9�
67 � グラッツェミーレ 牝4鹿 55 幸 英明杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 478± 01：14．31
 16．7
55 � クリノアパッチ �5栗 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 430－12 〃 クビ 208．7�
44 � アイファーブレーヴ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 480＋161：14．93� 204．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，933，200円 複勝： 35，722，400円 枠連： 15，651，300円
馬連： 63，965，900円 馬単： 33，176，700円 ワイド： 42，936，900円
3連複： 82，488，800円 3連単： 132，543，100円 計： 439，418，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（3－7） 340円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 240円 �� 380円 �� 350円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 329332 的中 � 65386（2番人気）
複勝票数 計 357224 的中 � 72560（2番人気）� 95738（1番人気）� 42808（4番人気）
枠連票数 計 156513 的中 （3－7） 34778（1番人気）
馬連票数 計 639659 的中 �� 103317（1番人気）
馬単票数 計 331767 的中 �� 23605（3番人気）
ワイド票数 計 429369 的中 �� 50088（1番人気）�� 27472（5番人気）�� 30063（4番人気）
3連複票数 計 824888 的中 ��� 81072（2番人気）
3連単票数 計1325431 的中 ��� 25988（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．7―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．9―35．6―47．5―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 3－2（9，11）7（4，10）6，8－（1，5） 4 ・（3，9）2，11，7，4（6，10）8－1，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ラ ー ド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．9．24 阪神5着

2015．2．17生 牡4芦 母 ソフィアルージュ 母母 ビツキーロイヤル 17戦2勝 賞金 19，450，000円



26009 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

の わ き

野 分 特 別
発走14時25分（番組第10競走を順序変更） （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

11 ゴータイミング 牡3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446± 01：44．7 3．5�
22 カ リ ボ ー ル 牡3鹿 54 川田 将雅大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：45．01� 1．7�
77 アグネスリバティ 牡6黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482＋ 21：45．31� 4．3�
33 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿54 和田 竜二中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 8 〃 アタマ 14．6�
44 リリーモントルー 牡5鹿 57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 434＋ 41：46．04 20．8�
66 スズカフューラー 牡5栗 57 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430± 01：46．21	 42．0	
55 ガンサリュート 牡5黒鹿57 北村 友一 
キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 510＋101：47．05 63．1�

（7頭）

売 得 金
単勝： 44，973，700円 複勝： 46，734，300円 枠連： 発売なし
馬連： 66，374，400円 馬単： 44，697，000円 ワイド： 40，552，000円
3連複： 77，585，900円 3連単： 230，241，000円 計： 551，158，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 130円 �� 170円 �� 140円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 449737 的中 � 102237（2番人気）
複勝票数 計 467343 的中 � 105532（2番人気）� 206681（1番人気）
馬連票数 計 663744 的中 �� 185657（1番人気）
馬単票数 計 446970 的中 �� 50843（3番人気）
ワイド票数 計 405520 的中 �� 91257（1番人気）�� 48410（3番人気）�� 74150（2番人気）
3連複票数 計 775859 的中 ��� 229217（1番人気）
3連単票数 計2302410 的中 ��� 123658（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―12．2―12．1―11．6―11．3―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．5―47．7―59．8―1：11．4―1：22．7―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．3
3 7，3，5－（2，4）1－6 4 ・（7，3）5－（1，2，4）－6

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 デビュー 2018．9．29 阪神1着

2016．2．22生 牡3鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 7戦3勝 賞金 41，249，000円
〔制裁〕 ゴータイミング号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・2番）

26010 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走15時00分（番組第9競走を順序変更） （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．9．8以降1．9．1まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

鳥取市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

510 マッスルビーチ 牡3黒鹿53 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 61：50．0 3．8�

612 サンマルエンパイア 牡5鹿 54 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 464＋ 21：50．63� 37．4�
36 ローザノワール 牝3青鹿51 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 454± 01：51．13 3．3�
47 マルヨシャバーリー 牡5栗 54 国分 恭介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B488－ 61：51．31 28．9�
24 キコクイーン 牝3青 51 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 426＋ 2 〃 ハナ 22．7�
59 ダンツチョイス 牝4栗 52 吉田 隼人山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 450－141：51．51� 19．4�
815 ホウオウライジン 牡3栗 53 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－101：51．71� 10．7	
48 ライトオブピース 牡5鹿 53 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 2 〃 アタマ 129．3

611 キングブラック 牡4鹿 54 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506± 0 〃 クビ 97．5�
816 ヒッチコック 牡3芦 53 松山 弘平薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 492± 01：51．8� 8．2�
23 ダノンスパーク 牡6鹿 54 松若 風馬ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520± 01：52．33 22．7�
714 バ ク ハ ツ 牡4栗 54 竹之下智昭キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 504＋141：52．72� 56．8�
713	 アポロテネシー 牡4鹿 55 岩田 康誠アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

514＋ 2 〃 クビ 5．7�
35 ラ イ ナ ス 牡4栗 54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 B492＋ 61：52．8
 54．8�
12 ジョースターライト 牡6青鹿54 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B460＋ 61：53．33 33．6�
11 メンターモード 牡5鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B500－ 41：54．89 55．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，907，200円 複勝： 77，272，500円 枠連： 41，738，100円
馬連： 146，803，100円 馬単： 57，610，800円 ワイド： 96，592，900円
3連複： 230，068，300円 3連単： 263，257，700円 計： 964，250，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 620円 � 160円 枠 連（5－6） 4，090円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 360円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 51，510円

票 数

単勝票数 計 509072 的中 � 104769（2番人気）
複勝票数 計 772725 的中 � 162322（1番人気）� 21846（11番人気）� 139548（2番人気）
枠連票数 計 417381 的中 （5－6） 7900（17番人気）
馬連票数 計1468031 的中 �� 16924（22番人気）
馬単票数 計 576108 的中 �� 4497（33番人気）
ワイド票数 計 965929 的中 �� 11398（24番人気）�� 77915（1番人気）�� 9212（28番人気）
3連複票数 計2300683 的中 ��� 21607（19番人気）
3連単票数 計2632577 的中 ��� 3705（135番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―12．6―12．3―12．5―12．8―12．4―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―22．7―35．3―47．6―1：00．1―1：12．9―1：25．3―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッスルビーチ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神1着

2016．5．2生 牡3黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 6戦3勝 賞金 34，998，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ダノンスパーク号・マルヨシャバーリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マルヨシャバーリー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カカアコ号・ギラーミン号・グーテンターク号・サクラアリュール号・ジャストコーズ号



26011 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・右）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

78 	 エアアルマス 牡4鹿 56 川田 将雅 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

486＋ 61：23．6 1．4�
33 ヴァニラアイス 牝3鹿 52 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 454＋10 〃 クビ 4．5�
810 ラインシュナイダー 牡7鹿 57 藤井勘一郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 468－ 61：23．7
 105．0�
11 ダノンフェイス 牡6黒鹿57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 526± 01：23．8
 25．6�
811 シ ュ ウ ジ 牡6鹿 59 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502－ 41：23．9� 13．0	
79 エ ポ ッ ク 牡6黒鹿56 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 504－ 81：24．22 46．0

66 プレスティージオ 牡6栗 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 482－ 21：24．41 13．2�
22 ドンフォルティス 牡4栗 57 武 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 B486－ 81：24．71� 22．6�
44 ブルミラコロ 牡7鹿 57 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 514± 01：24．8クビ 28．4
67 タガノディグオ 牡5黒鹿56 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526± 01：24．9� 33．1�
55 スーサンジョイ 牡7鹿 57 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 細道牧場 506－ 41：25．85 35．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 87，376，700円 複勝： 235，632，100円 枠連： 39，975，300円
馬連： 227，951，800円 馬単： 124，570，200円 ワイド： 123，678，700円
3連複： 331，198，900円 3連単： 658，274，700円 計： 1，828，658，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 1，220円 枠 連（3－7） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 160円 �� 2，630円 �� 4，840円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 22，250円

票 数

単勝票数 計 873767 的中 � 468520（1番人気）
複勝票数 計2356321 的中 � 1763156（1番人気）� 210392（2番人気）� 8685（11番人気）
枠連票数 計 399753 的中 （3－7） 111175（1番人気）
馬連票数 計2279518 的中 �� 649688（1番人気）
馬単票数 計1245702 的中 �� 262035（1番人気）
ワイド票数 計1236787 的中 �� 279565（1番人気）�� 9526（32番人気）�� 5110（45番人気）
3連複票数 計3311989 的中 ��� 28283（27番人気）
3連単票数 計6582747 的中 ��� 21444（70番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．2―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．7―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．9
3 ・（11，10）6，7（3，4）（5，9）－（1，8）－2 4 ・（11，10）－6（3，7）（5，4）9（1，8）－2

勝馬の
紹 介

	エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡4鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 13戦5勝 賞金 84，797，000円

26012 9月7日 晴 良 （1阪神4） 第1日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・右・外）（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
1：31．9
1：30．5

良
良

57 ヴァンドギャルド 牡3鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470＋ 81：33．2 1．4�
22 キングオブコージ 牡3鹿 55 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：33．52 11．9�
56 ハッピーゴラッキー 牝3鹿 53 川田 将雅ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－181：33．6クビ 15．7�
710 カ ワ イ ア ラ 牝5芦 55 和田 竜二名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 452－ 21：33．7� 39．8�
11 ミッキースピリット 牡3鹿 55 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 4．6	
812 ファクトゥーラ 牝3黒鹿 53

52 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 41：34．01� 71．8


711 セイイーグル �5鹿 57
54 ▲斎藤 新吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 アタマ 19．9�

45 キセキノカガヤキ 牝3黒鹿53 北村 友一ライオンレースホース� 小崎 憲 洞�湖 レイクヴィラファーム 432＋ 6 〃 クビ 96．6�
813 アスタービーナス 牝4鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 414－ 21：34．1� 35．5
69 キュールエミヤビ 牝3鹿 53 藤岡 佑介岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 464－ 6 〃 クビ 62．3�
33 ハーフバック 牝3黒鹿53 松若 風馬本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 460＋ 41：34．52� 16．8�
68 メジャーハリケーン 牡3青鹿55 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 462－101：35．13� 163．5�
44 タムロドリーム 牝3鹿 53

50 ▲亀田 温心谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 B476＋ 41：36．16 248．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 58，366，200円 複勝： 129，719，300円 枠連： 30，638，000円
馬連： 118，918，500円 馬単： 66，865，200円 ワイド： 80，806，100円
3連複： 172，928，900円 3連単： 317，085，600円 計： 975，327，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 230円 � 290円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 583662 的中 � 315812（1番人気）
複勝票数 計1297193 的中 � 839626（1番人気）� 62501（3番人気）� 43406（5番人気）
枠連票数 計 306380 的中 （2－5） 31369（2番人気）
馬連票数 計1189185 的中 �� 112421（2番人気）
馬単票数 計 668652 的中 �� 53431（2番人気）
ワイド票数 計 808061 的中 �� 59596（2番人気）�� 50453（4番人気）�� 11475（15番人気）
3連複票数 計1729289 的中 ��� 46180（8番人気）
3連単票数 計3170856 的中 ��� 32264（17番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．3―12．3―11．7―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．6―46．9―59．2―1：10．9―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 4（8，13）（1，3）（6，11）（5，7）10，2（9，12） 4 ・（4，8，13）（1，3，6，11）7（5，10）（2，12）9

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 デビュー 2018．9．22 阪神1着

2016．2．20生 牡3鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 7戦2勝 賞金 38，148，000円



（1阪神4）第1日 9月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 136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

213，450，000円
2，460，000円
24，450，000円
1，120，000円
22，640，000円
57，281，000円
3，536，000円
1，305，600円

勝馬投票券売得金
505，139，400円
968，788，700円
203，022，500円
976，973，200円
526，700，000円
651，185，200円
1，377，148，700円
2，353，639，900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 7，562，597，600円

総入場人員 12，715名 （有料入場人員 11，667名）
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