
26013 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走9時55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
1：23．0
1：23．0

重
重

79 メイショウカムロ 牡2鹿 54
51 ▲団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 438－ 81：26．6 28．1�

55 エターナリー 牡2栗 54 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 444＋121：26．81 34．8�
56 ホットミスト 牝2鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 61：27．01� 1．1�
811 クリノヤタガラス 牡2青鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 476－ 41：27．42� 66．4�
710 オ ッ ト 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 400± 01：27．5� 48．3�
68 ナムラタイガー 牡2鹿 54 吉田 隼人奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 506＋ 61：27．82 136．7�
67 マルカブレーブ 牡2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 452－ 41：27．9� 65．6	
33 ムーンパステイオー 牡2鹿 54 川須 栄彦木稲 安則氏 牧田 和弥 新冠 芳住 鉄兵 450－121：28．0� 242．1

11 セイヴァンキッシュ 牡2青鹿54 古川 吉洋金田 成基氏 山内 研二 日高 本間牧場 B480－ 61：28．31� 31．9�
22 メイジュシンワ 牝2鹿 54 国分 恭介荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム B462－ 21：28．72� 365．7�
44 ヤマニンベデュータ 牡2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新冠 長浜 秀昭 464－ 41：29．55 371．1
812 ル ミ タ ン 牝2芦 54 柴田 未崎�イクタ 飯田 雄三 日高 長谷川 一男 460＋ 21：30．35 416．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 67，724，400円 複勝： 118，220，800円 枠連： 10，609，200円
馬連： 39，349，400円 馬単： 37，728，500円 ワイド： 36，710，300円
3連複： 65，775，700円 3連単： 153，319，500円 計： 529，437，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 150円 � 150円 � 100円 枠 連（5－7） 260円

馬 連 �� 7，120円 馬 単 �� 20，800円

ワ イ ド �� 730円 �� 230円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 31，450円

票 数

単勝票数 計 677244 的中 � 20421（2番人気）
複勝票数 計1182208 的中 � 37870（2番人気）� 37633（3番人気）� 994600（1番人気）
枠連票数 計 106092 的中 （5－7） 30702（1番人気）
馬連票数 計 393494 的中 �� 4283（13番人気）
馬単票数 計 377285 的中 �� 1360（24番人気）
ワイド票数 計 367103 的中 �� 10515（9番人気）�� 44557（3番人気）�� 45895（2番人気）
3連複票数 計 657757 的中 ��� 47608（3番人気）
3連単票数 計1533195 的中 ��� 3534（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．5―48．3―1：00．9―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカムロ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．7．13 中京9着

2017．3．18生 牡2鹿 母 シェムリアップ 母母 フローラルレディ 4戦1勝 賞金 6，300，000円

26014 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・右・外）

牝；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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

812 イズジョーノキセキ 牝2鹿 54 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 434－ 21：33．8 30．9�
22 マドルガーダ 牝2栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 21：34．12 7．3�
67 ア ー ジ オ ン 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 396＋ 41：34．2クビ 1．7�
710 ノクターンノーツ 牝2鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 496＋ 4 〃 アタマ 26．6�
56 シンフェイス 牝2青鹿54 菱田 裕二佐々木 勉氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 450－ 6 〃 クビ 87．1	
68 スターライトジャズ 牝2鹿 54 和田 竜二犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 454＋ 61：34．41� 6．8

11 タムロシャイン 牝2芦 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 434－ 21：34．5� 31．1�
44 ノルトリヒト 牝2鹿 54 国分 優作 �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 394－ 41：35．03 475．5�
811 アイファーベイジュ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 440－ 41：35．21� 72．3
55 ホウショウエポック 牝2黒鹿54 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 452－ 41：35．41� 5．6�
33 マイファンキー 牝2青鹿54 川須 栄彦�ビリオンスター宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 450－ 41：36．14 59．2�
79 ラルーナテーラー 牝2鹿 54 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 438＋ 2 〃 クビ 487．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，705，600円 複勝： 79，611，300円 枠連： 12，159，500円
馬連： 54，242，600円 馬単： 34，348，500円 ワイド： 47，398，300円
3連複： 82，623，500円 3連単： 146，314，300円 計： 501，403，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 370円 � 170円 � 110円 枠 連（2－8） 4，660円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 16，320円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 800円 �� 280円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 52，200円

票 数

単勝票数 計 447056 的中 � 12280（6番人気）
複勝票数 計 796113 的中 � 24169（6番人気）� 78243（4番人気）� 423311（1番人気）
枠連票数 計 121595 的中 （2－8） 2019（12番人気）
馬連票数 計 542426 的中 �� 6710（20番人気）
馬単票数 計 343485 的中 �� 1578（42番人気）
ワイド票数 計 473983 的中 �� 7084（19番人気）�� 14207（8番人気）�� 50860（3番人気）
3連複票数 計 826235 的中 ��� 17783（13番人気）
3連単票数 計1463143 的中 ��� 2032（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．7―47．8―59．9―1：11．1―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イズジョーノキセキ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．30 中京6着

2017．2．16生 牝2鹿 母 キングダンサー 母母 メインタイトル 2戦1勝 賞金 5，000，000円

第４回 阪神競馬 第２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



26015 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第3競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走10時55分 （ダート・右）
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
1：23．0
1：23．0

重
重

78 アルコレーヌ 牝2栃栗54 C．ルメール �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 452 ―1：26．4 3．1�
33 サイレントスウープ 牝2黒鹿54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：27．25 1．9�
11 シゲルガリレオ 牡2鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 日高 若林 順一 450 ― 〃 クビ 52．0�
810 コアレスクイーン 牝2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 442 ―1：28．58 10．6�
55 アーサードライブ 牡2栗 54 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 466 ―1：28．92� 48．0�
79 ゴーゴーレイワ 牝2黒鹿54 幸 英明上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 460 ―1：29．11� 18．5	
44 シフクユウヒ 牡2栗 54 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 504 ―1：29．41� 174．6

811 アルムポルックス 牡2栗 54 松若 風馬﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：30．57 12．6�
22 シゲルテンノウセイ 牡2黒鹿54 松田 大作森中 蕃氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 470 ―1：31．35 90．6�
66 ゼットハクセン 牡2芦 54 中井 裕二�フォーレスト 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 B474 ― 〃 クビ 79．2
67 スマートラミア 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新大川 徹氏 石坂 公一 日高 いとう牧場 484 ―1：31．83 18．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，617，500円 複勝： 41，018，800円 枠連： 11，755，000円
馬連： 46，796，300円 馬単： 31，052，000円 ワイド： 33，998，600円
3連複： 64，228，800円 3連単： 115，572，600円 計： 379，039，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 420円 枠 連（3－7） 200円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，250円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 7，420円

票 数

単勝票数 計 346175 的中 � 90803（2番人気）
複勝票数 計 410188 的中 � 98917（2番人気）� 177049（1番人気）� 9620（7番人気）
枠連票数 計 117550 的中 （3－7） 43681（1番人気）
馬連票数 計 467963 的中 �� 161030（1番人気）
馬単票数 計 310520 的中 �� 45430（2番人気）
ワイド票数 計 339986 的中 �� 82996（1番人気）�� 5351（16番人気）�� 6743（11番人気）
3連複票数 計 642288 的中 ��� 22903（5番人気）
3連単票数 計1155726 的中 ��� 11283（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．0―48．5―1：01．1―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルコレーヌ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Kingmambo 初出走

2017．4．3生 牝2栃栗 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ゴーゴーレイワ号の調教師西浦勝一は，登録服色を使用できなかっ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〕 スマートラミア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月8日まで平地競走

に出走できない。

26016 9月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1阪神4） 第2日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

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

89 ユキノエルドール 牡5栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 460－ 43：23．7 5．8�
66 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 58 佐久間寛志�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 502－ 43：24．44 14．3�
55 � トーコーブリザード 牡6芦 60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 486± 03：25．67 25．7�
88 ワイドリーザワン 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 43：26．45 5．1�
11 トーアコルレオーネ 牡3鹿 58 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 426－ 23：26．82� 103．3�
33 ダンツカホウ 牝4黒鹿58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 492－ 63：30．3大差 34．1	
44 � シゲルアメジスト 牡3鹿 58 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 470－193：31．36 130．9

77 ビービーブレスユー 牡6鹿 60 熊沢 重文�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 506－183：37．2大差 6．6�
22 ニシノエアレス 牝5栗 58 森 一馬西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 472＋ 4 （競走中止） 1．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，220，200円 複勝： 24，998，000円 枠連： 8，776，700円
馬連： 29，391，500円 馬単： 21，675，900円 ワイド： 21，235，000円
3連複： 45，400，400円 3連単： 105，849，400円 計： 277，547，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 440円 � 700円 枠 連（6－8） 1，360円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，240円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 14，980円 3 連 単 ��� 71，180円

票 数

単勝票数 計 202202 的中 � 27697（3番人気）
複勝票数 計 249980 的中 � 29705（2番人気）� 14439（5番人気）� 8387（7番人気）
枠連票数 計 87767 的中 （6－8） 4982（6番人気）
馬連票数 計 293915 的中 �� 8840（10番人気）
馬単票数 計 216759 的中 �� 3238（17番人気）
ワイド票数 計 212350 的中 �� 7221（9番人気）�� 4394（13番人気）�� 2472（20番人気）
3連複票数 計 454004 的中 ��� 2272（34番人気）
3連単票数 計1058494 的中 ��� 1078（151番人気）
上り 1マイル 1：49．5 4F 55．9－3F 42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノエルドール �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．13 東京4着

2014．5．4生 牡5栗 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル 障害：11戦1勝 賞金 12，140，000円
〔競走中止〕 ニシノエアレス号は，競走中に疾病〔両第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



26017 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
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
2：00．8
1：59．6

良
良

22 アルジャンナ 牡2鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460 ―2：04．4 1．1�
11 タガノキングロード 牡2黒鹿54 国分 優作八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468 ―2：04．61� 24．9�
33 ミッキーノワ 牝2栃栗54 和田 竜二野田みづき氏 大久保龍志 日高 白井牧場 444 ―2：04．81� 14．1�
44 セイシェルノユウヒ 牡2芦 54 藤岡 佑介宮城 寛也氏 安田 翔伍 新冠 スカイビーチステーブル 456 ―2：05．43� 24．1�
55 テイエムタフガイ 牡2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 日高テイエム

牧場株式会社 462 ―2：07．010 58．3�
（5頭）

売 得 金
単勝： 146，440，100円 複勝： 112，804，900円 枠連： 発売なし
馬連： 27，029，500円 馬単： 40，759，900円 ワイド： 19，227，200円
3連複： 28，295，000円 3連単： 181，363，300円 計： 555，919，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 150円 �� 110円 �� 220円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 770円

票 数

単勝票数 計1464401 的中 � 1254147（1番人気）
複勝票数 計1128049 的中 � 972235（1番人気）� 41938（3番人気）
馬連票数 計 270295 的中 �� 53045（3番人気）
馬単票数 計 407599 的中 �� 65151（3番人気）
ワイド票数 計 192272 的中 �� 27852（3番人気）�� 68698（1番人気）�� 14474（5番人気）
3連複票数 計 282950 的中 ��� 82314（2番人気）
3連単票数 計1813633 的中 ��� 170537（4番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―13．5―13．3―12．9―12．7―12．5―11．5―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．5―39．0―52．3―1：05．2―1：17．9―1：30．4―1：41．9―1：53．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．0
1
3
1，3－5，4，2
1－3，5，2，4

2
4
1，3－5，4，2・（1，3）（5，2）4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルジャンナ �
	
父 ディープインパクト �

	
母父 Tiz Wonderful 初出走

2017．1．23生 牡2鹿 母 コンドコマンド 母母 Yearly Report 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 テイエムタフガイ号は，最後の直線コースで急に外側に逃避したことについて平地調教再審査。

26018 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2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）

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

813 メイショウダブル 牡4黒鹿 57
54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 504＋ 21：23．9 15．5�

11 セカンドエフォート 牡6青鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：24．64 8．8�
814� ラインジェット 牡5黒鹿 57

54 ▲団野 大成大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 41：24．7� 9．3�
45 ショウナンアンビル 牡4栗 57 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 438＋ 61：24．91� 17．7�
69 ハッシュタグ 牡5鹿 57

54 ▲斎藤 新石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 61：25．22 9．9�
610� メイショウトコシエ 牡5栗 57 中井 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 450－ 61：25．3クビ 47．2	
57 � キングヴァラール 牡7黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 バンブー牧場 496＋ 41：25．62 210．5

711 オンワードセルフ 牡3鹿 55 和田 竜二樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 466－131：26．02� 20．4�
46 タガノバルバドス 牡4鹿 57 荻野 琢真八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 6 〃 アタマ 109．3�
33 メイショウハート 牡3鹿 55

52 ▲岩田 望来松本 好氏 中内田充正 新冠 タニグチ牧場 476－ 41：26．1クビ 2．2�
712� アムロタイプ 牡6鹿 57 国分 恭介萩 英男氏 五十嵐忠男 日高 中川 哲也 468＋ 4 〃 ハナ 48．1�
22 フォリオール 牡3栗 55 岩田 康誠程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B526－ 21：26．31� 4．4�
58 パワーアッシュ 牡4栗 57 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 462＋ 41：26．4クビ 49．5�
34 タニノミステリー 	4黒鹿57 
島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 434－ 21：26．82� 203．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，398，100円 複勝： 52，693，600円 枠連： 13，843，200円
馬連： 70，195，800円 馬単： 33，424，800円 ワイド： 54，455，900円
3連複： 106，354，300円 3連単： 141，584，600円 計： 510，950，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 540円 � 290円 � 320円 枠 連（1－8） 2，470円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 13，470円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 2，180円 �� 990円

3 連 複 ��� 16，020円 3 連 単 ��� 101，130円

票 数

単勝票数 計 383981 的中 � 19764（6番人気）
複勝票数 計 526936 的中 � 23538（7番人気）� 49892（3番人気）� 44338（4番人気）
枠連票数 計 138432 的中 （1－8） 4330（12番人気）
馬連票数 計 701958 的中 �� 7387（22番人気）
馬単票数 計 334248 的中 �� 1860（43番人気）
ワイド票数 計 544559 的中 �� 6847（22番人気）�� 6332（23番人気）�� 14593（12番人気）
3連複票数 計1063543 的中 ��� 4977（53番人気）
3連単票数 計1415846 的中 ��� 1015（301番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．4―59．6―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウダブル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．10．15 京都5着

2015．5．15生 牡4黒鹿 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 18戦2勝 賞金 17，200，000円



26019 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

78 サマーセント 牝3黒鹿 52
49 ▲団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－121：58．7 15．6�
33 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿52 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 494－ 81：58．91� 7．1�
44 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 �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 454＋ 6 〃 クビ 3．1�

55 エテレインミノル 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 500＋ 81：59．11� 8．1�
22 シーリアスラブ 牡3鹿 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450－ 21：59．31	 5．6�
89 メイショウモチヅキ 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－102：00．25 108．1	
11 ワンダーアフィラド 牡3鹿 54

51 ▲亀田 温心山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B490± 0 〃 クビ 83．2

810 シャイニーピース 牡5鹿 57 和田 竜二小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 498± 02：00．83	 14．7�
66 マジストラル 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B492＋ 62：00．9	 3．0�
77 オーシャンスケイプ 牝3黒鹿 52

49 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B404－102：01．96 55．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 38，942，800円 複勝： 48，187，100円 枠連： 11，153，700円
馬連： 70，154，100円 馬単： 36，362，100円 ワイド： 50，523，000円
3連複： 93，962，300円 3連単： 156，497，900円 計： 505，783，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 380円 � 240円 � 150円 枠 連（3－7） 4，930円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 13，780円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 800円 �� 500円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 57，410円

票 数

単勝票数 計 389428 的中 � 19914（7番人気）
複勝票数 計 481871 的中 � 26080（7番人気）� 48627（5番人気）� 107986（2番人気）
枠連票数 計 111537 的中 （3－7） 1750（21番人気）
馬連票数 計 701541 的中 �� 9298（20番人気）
馬単票数 計 363621 的中 �� 1978（41番人気）
ワイド票数 計 505230 的中 �� 7580（21番人気）�� 16113（12番人気）�� 27513（6番人気）
3連複票数 計 939623 的中 ��� 12157（24番人気）
3連単票数 計1564979 的中 ��� 1976（177番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．1―12．5―11．4―11．5―11．8―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．5―48．0―59．4―1：10．9―1：22．7―1：34．7―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0
1
3
1，7（2，8）（4，5，6）（9，10）3・（1，7）（4，8）（2，6）（5，10）9，3

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

勝馬の
紹 介

サマーセント �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．27 京都9着

2016．3．20生 牝3黒鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 6戦2勝 賞金 13，550，000円

26020 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第8競走 ��1，800�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

77 クレッセントムーン 牡3栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋101：53．1 1．6�
22 カフジストーム 牡3鹿 54 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 488± 01：53．52� 5．5�
78 マンノグランプリ 牡3鹿 54 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B502－ 21：53．81� 10．3�
810� トウシンアサヒ 牡5鹿 57 川須 栄彦�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 B452± 01：54．75 78．4�
33 レクスミノル 牡3栗 54

51 ▲亀田 温心吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474－ 61：55．55 7．5	
11 メイショウウズマサ 牡3黒鹿54 中井 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 490－101：55．6� 14．6

66 サ イ ン 	4芦 57 北村 友一�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 61：55．81
 23．0�
89 タイセイグランツ 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518－ 21：56．12 13．7�
44 ダノンケンリュウ 	5黒鹿 57

54 ▲団野 大成�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 466－101：56．52� 26．3
55 メイショウフナカジ 牡3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 436－ 8 〃 クビ 157．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，563，700円 複勝： 77，771，500円 枠連： 13，242，200円
馬連： 68，831，500円 馬単： 42，491，800円 ワイド： 48，194，000円
3連複： 95，389，800円 3連単： 188，597，400円 計： 574，081，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 200円 �� 260円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 395637 的中 � 190044（1番人気）
複勝票数 計 777715 的中 � 482398（1番人気）� 70016（2番人気）� 47212（4番人気）
枠連票数 計 132422 的中 （2－7） 27739（1番人気）
馬連票数 計 688315 的中 �� 137984（1番人気）
馬単票数 計 424918 的中 �� 53834（1番人気）
ワイド票数 計 481940 的中 �� 68750（1番人気）�� 47222（3番人気）�� 16220（9番人気）
3連複票数 計 953898 的中 ��� 68895（2番人気）
3連単票数 計1885974 的中 ��� 50061（3番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―12．5―13．2―13．9―13．3―12．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―35．6―48．8―1：02．7―1：16．0―1：28．0―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

クレッセントムーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．7 中京8着

2016．2．2生 牡3栗 母 スカイクレイバー 母母 ファニングザフレイム 6戦2勝 賞金 18，050，000円
〔制裁〕 レクスミノル号の騎手亀田温心は，1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：1番）



26021 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第9競走 ��
��1，400�

せ と な い か い

瀬 戸 内 海 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

66 メモリーコロネット 牝4黒鹿55 C．ルメール �シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 452＋ 61：19．3レコード 3．3�
77 トオヤリトセイト 牡3青鹿55 福永 祐一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 474＋ 41：19．83 2．3�
44 プ リ ュ ス 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 アタマ 32．0�
89 ゼ セ ル 牡5鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B492＋ 41：20．01� 5．4�
33 アプルーヴァル 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 502－ 21：20．1クビ 12．2�
55 ラニカイサンデー 牡5鹿 57 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 470＋ 41：20．2	 199．4	
11 レッドベレーザ 牝3鹿 53 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 ハナ 11．1

88 メリーメーキング 牡3黒鹿55 川田 将雅前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448－ 4 〃 クビ 8．6�
22 ファイトフォーラヴ 牡3鹿 55 太宰 啓介金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 B468－ 21：20．83
 86．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 59，883，000円 複勝： 71，257，700円 枠連： 17，195，200円
馬連： 108，912，800円 馬単： 56，091，800円 ワイド： 69，564，800円
3連複： 143，651，700円 3連単： 288，348，800円 計： 814，905，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 470円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，110円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 10，960円

票 数

単勝票数 計 598830 的中 � 142668（2番人気）
複勝票数 計 712577 的中 � 160332（2番人気）� 234344（1番人気）� 20100（7番人気）
枠連票数 計 171952 的中 （6－7） 33256（2番人気）
馬連票数 計1089128 的中 �� 218673（1番人気）
馬単票数 計 560918 的中 �� 47303（2番人気）
ワイド票数 計 695648 的中 �� 115857（1番人気）�� 13815（16番人気）�� 11925（17番人気）
3連複票数 計1436517 的中 ��� 36118（15番人気）
3連単票数 計2883488 的中 ��� 19072（41番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．7―10．9―10．9―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．4―44．3―55．2―1：07．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 9＝（1，6）－（5，3）7，4（2，8） 4 9＝（1，6）－（5，3）7－4（2，8）

勝馬の
紹 介

メモリーコロネット 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ノボジャック デビュー 2018．3．10 阪神2着

2015．5．9生 牝4黒鹿 母 メモリーパフィア 母母 メモリーラマン 13戦3勝 賞金 52，884，000円

26022 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第10競走 ��
��1，800�ムーンライトハンデキャップ

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．9．8以降1．9．1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

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

810 マイネルネーベル 牡7鹿 54 国分 優作 �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 456± 01：45．5 26．2�

67 インビジブルレイズ 牡5鹿 54 川又 賢治 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 466± 01：45．6� 37．5�
22 ヒ ス ト リ ア 牝5鹿 53 北村 友一山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 456－10 〃 クビ 19．8�
78 ルタンデュボヌール 牡5黒鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 アタマ 28．5�
44 イストワールファム 牝5栗 53 荻野 極 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：45．7クビ 12．3	
11 アルメリアブルーム 牝5鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 430－14 〃 ハナ 19．6

811 レッドガラン 牡4鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 510＋121：45．8� 2．3�
55 レイズアベール 牝5鹿 52 武 豊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 6．1�
66 カフジバンガード 牡4鹿 55 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 486± 01：45．9� 6．9
33 ワイプティアーズ 牡4栗 55 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 530＋ 81：46．0� 4．6�
79 サトノグラン �5青鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－ 21：46．32 38．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 61，312，400円 複勝： 76，822，700円 枠連： 24，888，800円
馬連： 150，133，800円 馬単： 71，527，100円 ワイド： 93，593，800円
3連複： 219，759，500円 3連単： 325，799，600円 計： 1，023，837，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 720円 � 1，100円 � 590円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 43，300円 馬 単 �� 94，110円

ワ イ ド �� 8，270円 �� 5，060円 �� 7，540円

3 連 複 ��� 226，090円 3 連 単 ��� 1，736，790円

票 数

単勝票数 計 613124 的中 � 18702（8番人気）
複勝票数 計 768227 的中 � 28524（8番人気）� 17932（11番人気）� 35699（7番人気）
枠連票数 計 248888 的中 （6－8） 28376（2番人気）
馬連票数 計1501338 的中 �� 2687（54番人気）
馬単票数 計 715271 的中 �� 570（108番人気）
ワイド票数 計 935938 的中 �� 2914（55番人気）�� 4791（44番人気）�� 3199（53番人気）
3連複票数 計2197595 的中 ��� 729（165番人気）
3連単票数 計3257996 的中 ��� 136（989番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．1―12．2―12．0―11．5―10．6―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．6―48．8―1：00．8―1：12．3―1：22．9―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．2
3 10，8，11（1，4）－7（2，3）5，9－6 4 10（8，4，11）1－7（2，3）5，9，6

勝馬の
紹 介

マイネルネーベル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．1．25 京都3着

2012．2．13生 牡7鹿 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 41戦5勝 賞金 72，708，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26023 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第33回産経賞セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，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56�，牝馬
2�減，30．9．8以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，30．9．7以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 938，000円 268，000円 134，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

57 タワーオブロンドン 牡4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 41：06．7レコード 2．7�

56 ファンタジスト 牡3黒鹿54 和田 竜二廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 482± 01：07．23 17．8�
44 イ ベ リ ス 牝3鹿 52 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 464＋141：07．3� 5．2�
11 ペイシャフェリシタ 牝6黒鹿54 幸 英明北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 492－ 2 〃 クビ 37．3�
33 キングハート 牡6鹿 56 小崎 綾也増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 480－141：07．61� 238．8�
68 ダイメイプリンセス 牝6黒鹿54 川田 将雅宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 504＋ 4 〃 ハナ 7．6�
22 	 マテラスカイ 牡5栗 56 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 518＋ 6 〃 クビ 8．1	
812	 ミスターメロディ 牡4鹿 58 福永 祐一グリーンフィールズ
 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 496＋ 41：07．7
 4．7�
710	 モ ー ニ ン 牡7栗 57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire

Equines, LLC B520＋ 61：08．12� 102．2�
69 カイザーメランジェ 牡4鹿 56 江田 照男友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 470＋ 81：08．41� 89．6
45 ラブカンプー 牝4黒鹿54 川須 栄彦増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 434± 0 〃 アタマ 74．7�
813 タマモブリリアン 牝6黒鹿54 太宰 啓介タマモ
 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 484± 01：08．5
 339．2�
711 ア ン ヴ ァ ル 牝4鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：13．1大差 8．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 241，832，000円 複勝： 272，201，600円 枠連： 104，159，200円
馬連： 696，342，000円 馬単： 307，063，900円 ワイド： 368，071，300円
3連複： 1，081，073，900円 3連単： 1，875，673，200円 計： 4，946，417，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 340円 � 180円 枠 連（5－5） 2，070円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 780円 �� 350円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 19，570円

票 数

単勝票数 計2418320 的中 � 694297（1番人気）
複勝票数 計2722016 的中 � 749101（1番人気）� 145886（7番人気）� 378034（3番人気）
枠連票数 計1041592 的中 （5－5） 38841（10番人気）
馬連票数 計6963420 的中 �� 243082（10番人気）
馬単票数 計3070639 的中 �� 67978（15番人気）
ワイド票数 計3680713 的中 �� 117128（12番人気）�� 302125（2番人気）�� 67104（17番人気）
3連複票数 計10810739 的中 ��� 199286（15番人気）
3連単票数 計18756732 的中 ��� 69478（70番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―10．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．0―43．8―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．5―3F33．7
3 ・（2，5）6（1，4，12）（3，7，8）（9，11，13）－10 4 ・（2，5，6）（1，4，12）（3，7，8，9）11，13－10

勝馬の
紹 介

タワーオブロンドン �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Dalakhani デビュー 2017．7．29 札幌1着

2015．2．9生 牡4鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 13戦6勝 賞金 284，026，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタワーオブロンドン号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月8日 晴 良 （1阪神4） 第2日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 デザートストーム 牡5黒鹿57 武 豊ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 41：10．3 2．7�

816 メイショウミズカゼ 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 476± 01：11．36 28．1�
35 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 岩田 康誠村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 474＋ 41：11．72� 8．7�
714 メイショウバイタル 牡4青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 506－ 6 〃 ハナ 18．7�
36 	 カ バ ト ッ ト 
6栗 57

54 ▲服部 寿希冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 490－ 61：11．8� 368．4�
48 	 ヒップホップスワン 牝5栗 55

52 ▲斎藤 新吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve
Conboy 506－ 41：11．9クビ 5．0�

713 メイショウラビエ 牝4鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 484－ 41：12．0� 63．3	
611 イナズママンボ 牝5鹿 55 松若 風馬小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B470＋ 2 〃 クビ 97．7

59 ナイトスプライト 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 476＋ 21：12．1クビ 38．2�
11 � サンマルペンダント 牝5栗 55

52 ▲団野 大成相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 434± 01：12．52� 112．6
24 サンライズカラマ 牡5栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B490－ 6 〃 ハナ 5．9�
612 アールロッソ 牝3栗 53 和田 竜二前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋181：12．6� 4．7�
47 オンリーワンスター 牝6鹿 55

52 ▲亀田 温心�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 462－ 81：12．7クビ 39．2�
23 ショウナンカイドウ 牡6栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B532－ 81：13．02 244．8�
12 アウトバーン 牡4鹿 57 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 464－ 81：13．85 89．0�

（15頭）
510 バルコラベーロ 牡5栗 57

56 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 81，703，600円 複勝： 101，192，800円 枠連： 42，267，400円
馬連： 202，169，100円 馬単： 85，946，000円 ワイド： 132，264，200円
3連複： 297，352，600円 3連単： 403，710，700円 計： 1，346，606，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 470円 � 250円 枠 連（8－8） 1，960円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 920円 �� 490円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 22，460円

票 数

単勝票数 計 817036 的中 � 237645（1番人気）
複勝票数 計1011928 的中 � 265260（1番人気）� 41318（8番人気）� 94171（5番人気）
枠連票数 計 422674 的中 （8－8） 16672（8番人気）
馬連票数 計2021691 的中 �� 67678（10番人気）
馬単票数 計 859460 的中 �� 18804（12番人気）
ワイド票数 計1322642 的中 �� 36459（12番人気）�� 74009（4番人気）�� 17010（21番人気）
3連複票数 計2973526 的中 ��� 41375（16番人気）
3連単票数 計4037107 的中 ��� 13030（71番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．7―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．6―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．14 小倉2着

2014．4．11生 牡5黒鹿 母 レディオブパーシャ 母母 ビールジャント 24戦4勝 賞金 66，985，000円
〔出走取消〕 バルコラベーロ号は，疾病〔右上眼瞼部挫創〕のため出走取消。

４レース目



（1阪神4）第2日 9月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 131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

300，550，000円
2，590，000円
24，700，000円
1，980，000円
33，680，000円
54，994，500円
4，150，800円
1，257，600円

勝馬投票券売得金
875，343，400円
1，076，780，800円
270，050，100円
1，563，548，400円
798，472，300円
975，236，400円
2，323，867，500円
4，082，631，300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 11，965，930，200円

総入場人員 17，133名 （有料入場人員 15，868名）
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