
26037 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第1競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

33 � ク レ パ ト 牝2鹿 54
53 ☆坂井 瑠星小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

William Duignan
& Tranquility In-
vestments Limited

466± 01：56．0 1．7�
11 ウェイヴァリー 牡2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－101：56．63� 4．2�
22 ハクアイウィンザー 牡2鹿 54 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 514＋ 61：56．7� 5．5�
77 クリノヴジュアル 牡2栗 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474－ 6 〃 ハナ 16．6�
55 ペ イ ダ ー ト 牡2栗 54 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480－ 61：56．91	 10．9	
66 ジョウショーカード 牡2芦 54 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 438＋ 21：58．07 68．9

44 マルヨシズト 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来野村 春行氏 梅田 智之 日高 前野牧場 456＋ 41：58．1� 48．8�
（7頭）

売 得 金
単勝： 34，094，300円 複勝： 38，577，800円 枠連： 発売なし
馬連： 38，545，600円 馬単： 29，667，600円 ワイド： 25，762，300円
3連複： 47，050，900円 3連単： 137，908，000円 計： 351，606，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 270円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，090円

票 数

単勝票数 計 340943 的中 � 167703（1番人気）
複勝票数 計 385778 的中 � 239099（1番人気）� 46485（3番人気）
馬連票数 計 385456 的中 �� 81726（2番人気）
馬単票数 計 296676 的中 �� 40196（2番人気）
ワイド票数 計 257623 的中 �� 43528（2番人気）�� 47948（1番人気）�� 19450（4番人気）
3連複票数 計 470509 的中 ��� 103876（1番人気）
3連単票数 計1379080 的中 ��� 91337（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．5―13．3―12．7―12．8―12．7―13．2―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．3―50．6―1：03．3―1：16．1―1：28．8―1：42．0

コーナー
通過順位

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

2
4
7，5（2，4，6）（1，3）・（7，5，1，3）－（2，4）6

勝馬の
紹 介

�ク レ パ ト �

父 American Pharoah �


母父 Smart Strike デビュー 2019．7．27 札幌7着

2017．4．18生 牝2鹿 母 Intelyhente 母母 Awe That 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 クリノヴジュアル号の騎手岩田康誠は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番）

26038 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時25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
1：08．6
1：07．8

良
良

44 � コウエイバクシン 牡2鹿 54 北村 友一伊東 政清氏 森 秀行 米 Don Mattox &
Pam Mattox 444＋ 81：09．4 7．8�

11 サ ヴ ァ イ ヴ 牡2青 54 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454－ 2 〃 アタマ 1．4�

89 ソウルユニバンス 牡2黒鹿54 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 14．8�
77 ハクアイブラック 牡2黒鹿54 酒井 学 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 518± 01：09．61� 6．2�
33 ペプチドサクラ 牝2黒鹿54 武 豊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 470＋161：09．7クビ 12．2�
66 ゼットグローリ 牝2青 54 幸 英明	フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：09．91� 11．9

88 リーディングレディ 牝2栗 54 国分 優作 �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 438－ 61：10．11� 102．9�
55 アイファーブルー 牡2栗 54 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 462＋ 61：10．2	 170．1�
22 ロワシャンパーニュ 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428± 01：11．26 89．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，189，400円 複勝： 108，223，300円 枠連： 6，081，400円
馬連： 40，946，800円 馬単： 30，226，000円 ワイド： 32，381，300円
3連複： 59，522，100円 3連単： 137，882，100円 計： 445，452，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 150円 � 100円 � 190円 枠 連（1－4） 430円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 190円 �� 640円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，360円

票 数

単勝票数 計 301894 的中 � 32468（3番人気）
複勝票数 計1082233 的中 � 49524（3番人気）� 862178（1番人気）� 33075（5番人気）
枠連票数 計 60814 的中 （1－4） 10778（2番人気）
馬連票数 計 409468 的中 �� 69112（2番人気）
馬単票数 計 302260 的中 �� 14960（7番人気）
ワイド票数 計 323813 的中 �� 51834（1番人気）�� 10699（9番人気）�� 25295（5番人気）
3連複票数 計 595221 的中 ��� 40093（5番人気）
3連単票数 計1378821 的中 ��� 13569（28番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．5―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コウエイバクシン �
�
父 Shakin It Up �

�
母父 D’wildcat デビュー 2019．8．17 小倉4着

2017．4．6生 牡2鹿 母 D’ Chili Pepper 母母 America’s Punch 3戦1勝 賞金 8，100，000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４日



26039 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第3競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

11 レーヌブランシュ 牝2芦 54 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 462 ―1：56．0 7．0�
22 スマートコマンダー 牡2青鹿54 藤井勘一郎大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 478 ―1：56．63� 19．4�
68 タマモパッション 牝2鹿 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 470 ― 〃 アタマ 20．5�
813� ヘルシャフト 牡2栗 54 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Colts, LLC 512 ―1：56．7	 4．7�
710 メイショウアカイシ 牝2鹿 54 北村 友一松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 432 ―1：57．76 14．1	
812 ベイサイドブルー 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 
シルクレーシング 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 532 ― 〃 ハナ 10．0�
33 ウォータージョイ 牡2鹿 54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 456 ―1：58．02 117．5�
45 メイショウオーギシ 牡2栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 478 ―1：58．1クビ 26．0
44 ナムラカミカゼ 牡2鹿 54 和田 竜二奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 468 ―1：58．95 15．3�
69 テイエムキンシャ 牡2黒鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 508 ―1：59．32� 55．2�
711 キースローガン 牡2栗 54 中井 裕二北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 486 ―2：00．04 212．6�
57 トーアクルス 牡2芦 54 吉田 隼人高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 494 ―2：01．06 210．8�
56 リレーションシップ 牡2鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500 ―2：01．63� 2．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，875，900円 複勝： 37，067，400円 枠連： 13，118，600円
馬連： 50，975，300円 馬単： 25，440，300円 ワイド： 39，444，800円
3連複： 77，196，700円 3連単： 91，709，600円 計： 367，828，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 450円 � 440円 枠 連（1－2） 3，890円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，270円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 21，800円 3 連 単 ��� 103，560円

票 数

単勝票数 計 328759 的中 � 39629（3番人気）
複勝票数 計 370674 的中 � 47897（3番人気）� 19946（8番人気）� 20453（7番人気）
枠連票数 計 131186 的中 （1－2） 2609（15番人気）
馬連票数 計 509753 的中 �� 10847（15番人気）
馬単票数 計 254403 的中 �� 3157（24番人気）
ワイド票数 計 394448 的中 �� 9936（13番人気）�� 8075（17番人気）�� 3221（35番人気）
3連複票数 計 771967 的中 ��� 2655（69番人気）
3連単票数 計 917096 的中 ��� 642（328番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．3―13．0―13．2―13．5―12．9―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．4―50．4―1：03．6―1：17．1―1：30．0―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F38．9
1
3
11，13（2，3，8）1，6（10，12）－4－（9，5）－7
11，13，8（2，3）6（1，12）（10，4）5，9－7

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

勝馬の
紹 介

レーヌブランシュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．3．3生 牝2芦 母 ア ン ジ ュ エ 母母 キュンティア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 スマートコマンダー号の騎手藤井勘一郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

26040 9月15日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1阪神4） 第4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

55 ヒロノタイリク 牡4栗 60 熊沢 重文高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 508＋263：22．9 5．7�
44 セイウンフォーカス 牡4鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 482＋123：23．11� 2．0�
33 メメニシコリ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B460－ 63：23．84 2．1�
11 ナイトジュレップ 牡4栗 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 490－ 43：29．9大差 16．5�
22 ダイチョウセブン 牡4青鹿60 小坂 忠士長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 478＋ 23：30．96 20．1�
66 シゲルサファイア �3鹿 58 上野 翔森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 43：36．1大差 48．1	

（6頭）

売 得 金
単勝： 17，264，700円 複勝： 10，995，600円 枠連： 発売なし
馬連： 23，014，200円 馬単： 17，710，300円 ワイド： 14，515，300円
3連複： 30，230，900円 3連単： 100，222，900円 計： 213，953，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 120円 �� 150円 �� 110円

3 連 複 ��� 170円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 172647 的中 � 24153（3番人気）
複勝票数 計 109956 的中 � 17923（3番人気）� 37398（2番人気）
馬連票数 計 230142 的中 �� 41794（2番人気）
馬単票数 計 177103 的中 �� 10388（5番人気）
ワイド票数 計 145153 的中 �� 26258（2番人気）�� 17403（3番人気）�� 49951（1番人気）
3連複票数 計 302309 的中 ��� 132936（1番人気）
3連単票数 計1002229 的中 ��� 41264（7番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．3－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
3，5－4＝1＝6－2
3，5－4＝1＝6＝2

�
�
3，5，4－1－6－2
3－5－4＝1＝6，2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノタイリク 

�
父 ダイワメジャー 


�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．2．18 小倉12着

2015．3．22生 牡4栗 母 プティプランセス 母母 クリアーパス 障害：5戦1勝 賞金 9，360，000円



26041 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第5競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

89 コントレイル 牡2青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456 ―1：48．9 1．7�

44 フ レ ー ヴ ォ 牝2栗 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 434 ―1：49．32� 30．9�
66 ラインハイト 牡2黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452 ―1：49．83 12．9�
11 ダンツサトリア 牡2栗 54 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 パカパカ

ファーム 462 ―1：49．9� 14．2�
33 チェスナットドレス 牝2栗 54 和田 竜二東海林貴大氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 458 ― 〃 クビ 92．2	
55 ハギノアレグリアス 牡2鹿 54 武 豊日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド 462 ― 〃 アタマ 7．4

88 ファンキーゴールド 牡2黒鹿54 北村 友一増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 438 ―1：50．64 25．8�
22 メイショウノリムネ 牡2黒鹿54 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 490 ―1：51．02� 155．0�
77 レーヴドゥロワ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508 ―1：51．74 4．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，222，900円 複勝： 65，299，400円 枠連： 8，206，500円
馬連： 49，573，100円 馬単： 34，438，000円 ワイド： 37，266，900円
3連複： 67，866，000円 3連単： 147，670，200円 計： 457，543，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 410円 � 200円 枠 連（4－8） 1，960円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 830円 �� 370円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 17，750円

票 数

単勝票数 計 472229 的中 � 225619（1番人気）
複勝票数 計 652994 的中 � 396873（1番人気）� 15893（7番人気）� 40903（4番人気）
枠連票数 計 82065 的中 （4－8） 3236（7番人気）
馬連票数 計 495731 的中 �� 16777（8番人気）
馬単票数 計 344380 的中 �� 8411（11番人気）
ワイド票数 計 372669 的中 �� 11246（11番人気）�� 28977（3番人気）�� 4106（20番人気）
3連複票数 計 678660 的中 ��� 10211（16番人気）
3連単票数 計1476702 的中 ��� 6030（58番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―11．8―13．2―13．1―12．4―11．6―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―36．5―49．7―1：02．8―1：15．2―1：26．8―1：37．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コントレイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2017．4．1生 牡2青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 チェスナットドレス号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ダンツサトリア号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

26042 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第6競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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 � ピ ア シ ッ ク 牡3鹿 55 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米
McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

488＋281：11．5 20．6�
610 シャドウハンター 牡3栗 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 538＋ 61：12．03 1．9�
34 コンセッションズ 牝4栗 55 吉田 隼人山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 440± 01：12．31	 172．6�
815 アユツリオヤジ 牡5栗 57 川須 栄彦 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 
川 啓一 494－ 81：12．4� 17．6�
814 タガノコルソ 牡3鹿 55

52 ▲岩田 望来八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B486－ 41：12．5� 32．3�

46 � メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 478－ 21：12．71 73．9	
713� エ ル ズ リ ー 牝3栗 53 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan
d Farm 512＋ 61：12．91 11．6


47 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± 0 〃 アタマ 328．9�
58 � ハードカウント �4栗 57

54 ▲団野 大成前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454－ 2 〃 ハナ 139．9

611� パンサーバローズ 牡5黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar
Farm, LLC 500＋ 2 〃 クビ 3．4�

59 アーズローヴァー 牝3鹿 53
50 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：13．0	 17．8�

22 � クリノクノイチ 牝4黒鹿 55
54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 456－ 41：13．1クビ 301．9�

712 メイショウモルサ 牡3鹿 55 池添 謙一松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 492＋12 〃 ハナ 18．2�
35 � エヴァキュアン 牡3黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 476± 01：13．41	 85．0�
23 メイショウハナモリ 牡3黒鹿55 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 492－ 21：14．03� 13．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，022，700円 複勝： 55，053，100円 枠連： 18，293，500円
馬連： 72，449，100円 馬単： 38，114，100円 ワイド： 59，544，000円
3連複： 113，603，800円 3連単： 152，330，600円 計： 548，410，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 480円 � 130円 � 2，500円 枠 連（1－6） 1，520円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 18，490円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 75，870円 3 連 単 ��� 476，030円

票 数

単勝票数 計 390227 的中 � 15150（8番人気）
複勝票数 計 550531 的中 � 22699（7番人気）� 180690（1番人気）� 3773（13番人気）
枠連票数 計 182935 的中 （1－6） 9298（6番人気）
馬連票数 計 724491 的中 �� 20793（11番人気）
馬単票数 計 381141 的中 �� 3480（28番人気）
ワイド票数 計 595440 的中 �� 15304（12番人気）�� 808（70番人気）�� 3249（38番人気）
3連複票数 計1136038 的中 ��� 1123（130番人気）
3連単票数 計1523306 的中 ��� 232（709番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―11．1―11．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―22．9―34．0―45．6―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．5
3 ・（3，10，15）－（9，11，14）6，12，2，13，4－（5，8）7，1 4 15－（3，10）－（11，14）9（6，12）（2，13）4－8（5，7）1

勝馬の
紹 介

�ピ ア シ ッ ク �
�
父 Central Banker �

�
母父 Alphabet Soup デビュー 2018．9．2 小倉16着

2016．4．24生 牡3鹿 母 Our Miss Jones 母母 Charity Country 6戦2勝 賞金 13，800，000円



26043 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4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

79 � ウインプラウド 牡3栗 54 和田 竜二�ウイン 西園 正都 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

500＋ 21：53．7 7．5�
55 � モズエロイコ 牡3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto
Corporation 460－ 21：53．91	 4．3�

812 スズカカナロア 牡3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：54．22 6．9�
22 キングサムソン 牡7鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 482－ 2 〃 クビ 26．4�
44 ミラクルユニバンス 牡6栗 57

54 ▲服部 寿希亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452－ 21：54．3クビ 52．1�
11 クリノアントニヌス 牡5栗 57

54 ▲岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 522－ 81：54．51	 185．1	
68 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 508＋ 21：54．71 3．4

67 グレートバニヤン 牡3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 532－ 81：54．8
 4．5�
33 キャノンバローズ �3鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 446－ 81：55．43
 8．5
56 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± 01：55．5� 25．2�
710 サーチュイン 牝3芦 52 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 474－ 21：55．6� 144．2�
811 ハギノアグレッシブ 牡4栗 57 島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B476－10 〃 ハナ 76．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，798，100円 複勝： 48，322，400円 枠連： 16，041，900円
馬連： 75，480，800円 馬単： 34，031，000円 ワイド： 52，110，100円
3連複： 107，253，800円 3連単： 131，333，700円 計： 500，371，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 170円 � 220円 枠 連（5－7） 1，390円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 570円 �� 860円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 20，670円

票 数

単勝票数 計 357981 的中 � 37765（5番人気）
複勝票数 計 483224 的中 � 53571（4番人気）� 82333（2番人気）� 53049（5番人気）
枠連票数 計 160419 的中 （5－7） 8913（6番人気）
馬連票数 計 754808 的中 �� 40961（6番人気）
馬単票数 計 340310 的中 �� 7012（15番人気）
ワイド票数 計 521101 的中 �� 23721（6番人気）�� 15182（12番人気）�� 21153（8番人気）
3連複票数 計1072538 的中 ��� 26567（11番人気）
3連単票数 計1313337 的中 ��� 4605（76番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ウインプラウド �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2018．11．10 京都4着

2016．2．10生 牡3栗 母 Dame Ursula 母母 Chancey Squaw 6戦1勝 賞金 10，950，000円
［他本会外：2戦1勝］

26044 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：30．3

良
良

510 ミッキーバディーラ 牝3鹿 53 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：33．1 4．2�
816 ラハイナヌーン 牝3黒鹿53 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 8 〃 クビ 38．2�
36 ボッケリーニ 牡3栗 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 41：33．2クビ 3．0�
815 アンジュミニョン 牝3鹿 53 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 442＋ 61：33．3� 28．0�
12 メイショウタオヤカ 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成松本 和子氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 496－ 8 〃 ハナ 98．1�
48 モズレジーナ 牝3鹿 53

52 ☆坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 428± 0 〃 クビ 20．6	
24 パンコミード 牡4黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 524－101：33．4クビ 3．1

35 ヤマニンマヒア 牡3黒鹿55 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 B450± 0 〃 ハナ 15．2�
47 プリモプレミオ 牝3黒鹿53 武 豊堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 448＋ 21：33．5� 32．4�
612 キャノンストーム 牡6黒鹿57 幸 英明前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－10 〃 ハナ 175．9
11 ダンシングプリンス 牡3鹿 55

52 ▲三津谷隼人吉田 千津氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 504－ 41：33．71� 14．8�
713 セントセシリア 牝3栗 53 中谷 雄太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 394＋ 41：33．8	 124．3�
23 トーホウガーベラ 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 アタマ 242．0�
59 リ ゲ イ ン 牝3鹿 53 川須 栄彦 �コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 438± 01：33．9	 77．4�
611 カーサデルシエロ 牝4黒鹿55 北村 友一下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 440－ 41：34．0	 22．0�
714
 ルミナスコースト 牝5鹿 55 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 千歳 社台ファーム 438＋161：34．85 401．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，038，600円 複勝： 68，723，100円 枠連： 22，052，700円
馬連： 108，793，400円 馬単： 48，276，200円 ワイド： 76，125，100円
3連複： 161，139，700円 3連単： 200，171，000円 計： 738，319，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 680円 � 150円 枠 連（5－8） 2，220円

馬 連 �� 7，060円 馬 単 �� 10，920円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 330円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 47，760円

票 数

単勝票数 計 530386 的中 � 100499（3番人気）
複勝票数 計 687231 的中 � 139908（2番人気）� 17292（10番人気）� 136711（3番人気）
枠連票数 計 220527 的中 （5－8） 7697（8番人気）
馬連票数 計1087934 的中 �� 11930（23番人気）
馬単票数 計 482762 的中 �� 3313（38番人気）
ワイド票数 計 761251 的中 �� 9949（21番人気）�� 67648（3番人気）�� 9141（23番人気）
3連複票数 計1611397 的中 ��� 18363（21番人気）
3連単票数 計2001710 的中 ��� 3038（137番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．2―12．0―11．3―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．9―47．1―59．1―1：10．4―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 2（1，15）（9，16）（6，10）（4，13）（8，7）（11，12）－（5，14）－3 4 2（1，15）（9，16，10，13）（6，7）（4，8，12）3（11，14）5

勝馬の
紹 介

ミッキーバディーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．10．8 京都2着

2016．4．3生 牝3鹿 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 10戦2勝 賞金 27，534，000円



26045 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

の せ

能 勢 特 別
発走14時25分（番組第10競走を順序変更） （芝・右）
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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

88 アドマイヤスコール 牡3鹿 54 戸崎 圭太近藤 利一氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 480± 02：01．0 2．1�
77 ショウナンバルディ 牡3黒鹿54 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 438＋ 62：01．1	 8．3�
66 メイショウカミシマ 牡5黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 470＋162：01．2
 16．5�
44 サンライズローリエ 牡4青鹿57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466＋ 4 〃 アタマ 38．6�
22 ダノングレーター 牡3黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－242：01．41� 5．1�
55 メルヴィンカズマ 牡5黒鹿57 C．ルメール 合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 490－20 〃 クビ 4．5	
33 ア ド ラ ー タ 牝4鹿 55 岩田 康誠 
社台レースホース石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 22：01．5
 6．6�
11 � メイショウタカトラ 牡5黒鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 500± 0 〃 アタマ 93．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 59，933，900円 複勝： 54，327，700円 枠連： 発売なし
馬連： 105，364，500円 馬単： 52，529，400円 ワイド： 56，811，600円
3連複： 117，013，900円 3連単： 254，758，900円 計： 700，739，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 230円 � 300円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 410円 �� 530円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 599339 的中 � 225800（1番人気）
複勝票数 計 543277 的中 � 181732（1番人気）� 48467（5番人気）� 33518（6番人気）
馬連票数 計1053645 的中 �� 88798（4番人気）
馬単票数 計 525294 的中 �� 25732（6番人気）
ワイド票数 計 568116 的中 �� 37508（5番人気）�� 27895（7番人気）�� 11027（16番人気）
3連複票数 計1170139 的中 ��� 28646（13番人気）
3連単票数 計2547589 的中 ��� 17402（44番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．0―12．9―12．2―12．3―11．7―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．2―50．1―1：02．3―1：14．6―1：26．3―1：37．7―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤスコール 
�
父 ディープブリランテ 

�
母父 Caerleon デビュー 2018．7．28 札幌3着

2016．2．5生 牡3鹿 母 ピンクプルメリア 母母 ティグレスダムール 8戦3勝 賞金 40，093，000円
※アドマイヤスコール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26046 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

しんりょう

新 涼 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）；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 ウォータースペース 牝3青鹿53 北村 友一山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 458＋ 41：24．2 3．1�
47 スマートアルタイル 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 470＋10 〃 クビ 16．8�
714 メ ラ ナ イ ト �4青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 454－ 2 〃 ハナ 15．0�
510 アスターソード 牡4鹿 57 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 458＋ 61：24．3クビ 66．6�
12 ケルティックソード 牡6栗 57 松山 弘平吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B480－ 81：24．51	 24．4�
35 チュウワフライヤー 牝3栗 53 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 1．9	
611 ヨドノビクトリー 牡5鹿 57 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 488＋ 41：24．6
 42．2

612 シ メ イ 牡4青鹿57 岩田 康誠風早 信昭氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 496－ 6 〃 クビ 66．4�
23 � ラホーヤノキセキ 牡5青鹿57 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 494＋ 61：24．7
 17．0�
816 メイショウハニー 牝4黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 434＋ 4 〃 ハナ 73．6
59 メイショウダブル 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 504± 01：24．8� 16．1�
48 マッカートニー 牡6栗 57 坂井 瑠星薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484＋ 21：24．9� 116．2�
36 アスカノハヤテ 牡5鹿 57 岩田 望来豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 478± 01：25．22 109．5�
713 タガノアニード 牝5黒鹿55 島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B494＋ 61：25．41	 98．6�
11 ミッキーマインド 牡4鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 466－ 4 〃 ハナ 69．6�
24 ダイメイギンガ 牝4栗 55 池添 謙一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 466－ 21：26．03� 33．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，855，400円 複勝： 92，903，500円 枠連： 39，152，600円
馬連： 196，264，500円 馬単： 86，267，700円 ワイド： 117，411，000円
3連複： 286，081，600円 3連単： 403，809，200円 計： 1，289，745，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 380円 � 340円 枠 連（4－8） 2，070円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 670円 �� 650円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 18，200円

票 数

単勝票数 計 678554 的中 � 174297（2番人気）
複勝票数 計 929035 的中 � 191105（2番人気）� 53853（5番人気）� 63194（3番人気）
枠連票数 計 391526 的中 （4－8） 14641（11番人気）
馬連票数 計1962645 的中 �� 83412（6番人気）
馬単票数 計 862677 的中 �� 25959（7番人気）
ワイド票数 計1174110 的中 �� 46054（6番人気）�� 47552（4番人気）�� 16896（15番人気）
3連複票数 計2860816 的中 ��� 41860（12番人気）
3連単票数 計4038092 的中 ��� 16077（44番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．0―12．2―11．8―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．2―47．4―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 3－5，11（2，14）12（9，15）（4，10）16，8（6，7，13）1 4 ・（3，5，11）14（2，12，15）10（9，16）（4，8，7）－（6，13）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウォータースペース �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．9 阪神4着

2016．3．15生 牝3青鹿 母 プティプランセス 母母 クリアーパス 6戦3勝 賞金 33，233，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 アスカノハヤテ号の騎手岩田望来は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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 コカボムクイーン号

２レース目



26047 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第11競走 ��
��1，800�第37回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （秋華賞トライアル） （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

44 ダノンファンタジー 牝3鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：44．4レコード 2．2�
811 ビーチサンバ 牝3黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 16．0�
68 ウィクトーリア 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 アタマ 4．3�
710 シゲルピンクダイヤ 牝3黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 460＋ 61：44．61� 6．8�
11 メイショウショウブ 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482－ 21：44．91� 29．1	
812 スイープセレリタス 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492－ 41：45．11 6．4

55 モアナアネラ 牝3黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 ハナ 52．8�
67 アルティマリガーレ 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 17．6�
56 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：45．41� 13．1
33 ビックピクチャー 牝3鹿 54 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 416－ 21：45．82	 46．1�
22 ベストクィーン 牝3栗 54 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 414＋ 2 〃 ハナ 214．3�
79 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 446－ 8 〃 クビ 184．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 291，057，600円 複勝： 404，483，400円 枠連： 119，504，000円
馬連： 834，842，000円 馬単： 362，719，500円 ワイド： 487，811，700円
3連複： 1，404，736，000円 3連単： 2，438，970，200円 計： 6，344，124，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 280円 � 140円 枠 連（4－8） 570円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 560円 �� 260円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 10，700円

票 数

単勝票数 計2910576 的中 � 1027420（1番人気）
複勝票数 計4044834 的中 � 1160501（1番人気）� 245539（6番人気）� 766813（2番人気）
枠連票数 計1195040 的中 （4－8） 160748（2番人気）
馬連票数 計8348420 的中 �� 403096（6番人気）
馬単票数 計3627195 的中 �� 118155（8番人気）
ワイド票数 計4878117 的中 �� 211839（6番人気）�� 554922（1番人気）�� 124653（13番人気）
3連複票数 計14047360 的中 ��� 466791（5番人気）
3連単票数 計24389702 的中 ��� 165246（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．4―47．1―59．3―1：11．0―1：22．0―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．4
3 ・（12，11）6（1，10，8）4（2，3，7）5，9 4 ・（12，11）（8，7）（6，10，4）（1，5，3）2，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンファンタジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．6．3 東京2着

2016．1．30生 牝3鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 8戦5勝 賞金 236，209，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンファンタジー号・ビーチサンバ号・ウィクトーリア号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月15日 晴 良 （1阪神4） 第4日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時10分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

714 エクレアスピード 牡3鹿 55 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 470－ 21：08．3 5．9�
48 メイショウラバンド 牝8鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 476＋ 4 〃 アタマ 35．4�
59 ジョニーズララバイ 牡3鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－ 6 〃 ハナ 2．2�
36 アテンフラワー 牝4青鹿55 高倉 稜河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 472± 0 〃 クビ 53．0�
815	 クーファディーヴァ 牝5栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 472－ 61：08．51 10．9	
47 メイショウナスカ 牝4鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 482－ 21：08．6
 26．5

612 ス キ ッ プ 牡3黒鹿55 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 462－ 61：08．7クビ 52．7�
713 ブルベアオーロ 牡3黒鹿55 松山 弘平 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 456－ 21：08．8
 10．6�
24 � モハンマディ 牝4黒鹿55 藤岡 康太合同会社雅苑興業 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 412± 0 〃 クビ 19．3
611 ナ デ ィ ア 牝4鹿 55 戸崎 圭太�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 41：08．9クビ 78．4�
12 ロードスパイダー 牡3鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B460＋ 2 〃 ハナ 5．6�
23 ロードワンダー �3青鹿55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 426＋ 6 〃 クビ 60．5�
816 メイショウコミチ 牝3鹿 53 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 438－121：09．0クビ 24．4�
510 ディーズファンシー 牝3栗 53

50 ▲団野 大成秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 396－ 41：09．74 32．3�
35 アントーニオ �4栗 57

56 ☆川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428＋ 21：09．91 93．8�

11 トウケイココノエ 牝3芦 53 藤懸 貴志木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 536＋ 41：11．28 70．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，393，100円 複勝： 102，975，500円 枠連： 47，574，200円
馬連： 178，256，700円 馬単： 75，418，200円 ワイド： 125，293，700円
3連複： 285，362，400円 3連単： 375，390，100円 計： 1，260，663，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 740円 � 130円 枠 連（4－7） 2，460円

馬 連 �� 14，840円 馬 単 �� 18，960円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 400円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 107，060円

票 数

単勝票数 計 703931 的中 � 94654（3番人気）
複勝票数 計1029755 的中 � 125869（3番人気）� 23618（11番人気）� 292298（1番人気）
枠連票数 計 475742 的中 （4－7） 14939（8番人気）
馬連票数 計1782567 的中 �� 9308（39番人気）
馬単票数 計 754182 的中 �� 2982（51番人気）
ワイド票数 計1252937 的中 �� 7615（41番人気）�� 89291（1番人気）�� 20492（15番人気）
3連複票数 計2853624 的中 ��� 22033（27番人気）
3連単票数 計3753901 的中 ��� 2542（290番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―10．9―11．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―33．8―45．0―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．5
3 ・（2，10）6（4，9）14（3，8）（12，15）7（1，13）11－16，5 4 ・（2，10）（6，9）4，14（3，8，15）（7，12）13（1，11）16－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エクレアスピード �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．9．1 小倉2着

2016．3．19生 牡3鹿 母 フジドリーム 母母 コスモハイクラス 8戦2勝 賞金 20，600，000円
〔発走状況〕 アントーニオ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 アントーニオ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 リーゼントアイリス号・ワールドウォッチ号

４レース目



（1阪神4）第4日 9月15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 139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

273，980，000円
5，060，000円
19，630，000円
1，990，000円
30，880，000円
57，976，000円
4，167，200円
1，334，400円

勝馬投票券売得金
778，746，600円
1，086，952，200円
290，025，400円
1，774，506，000円
834，838，300円
1，124，477，800円
2，757，057，800円
4，572，156，500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 13，218，760，600円

総入場人員 19，185名 （有料入場人員 14，903名）
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