
26085 9月28日 曇 良 （1阪神4） 第8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

47 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± 01：54．2 23．2�
11 � 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 486－ 21：54．94 5．6�
612 ホッコーアカツキ 牡2鹿 54 藤岡 康太北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 504－ 21：55．11 27．4�
59 フ ラ ー レ ン 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：55．2� 1．7�
510 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 536＋ 41：55．3
 56．4	
35 テイエムキズナオー 牡2黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 454＋ 21：55．61� 265．6

23 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 494＋ 4 〃 クビ 9．2�
815 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 472＋ 21：56．66 176．9�
24 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± 01：56．7
 29．2
816 ゴールデンゴール 牡2鹿 54 古川 吉洋井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 478－201：57．01� 117．1�
36 ビップリバプール 牡2栗 54 松岡 正海鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：57．31� 21．6�
12 シゲルアマノガワ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 540－ 6 〃 クビ 410．9�
611 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± 0 〃 アタマ 96．0�
713� ヴ ィ ト ー 牡2鹿 54 池添 謙一中辻 明氏 西園 正都 英 Mike Channon

Bloodstock Limited 484－ 21：57．4
 134．4�
48 モ ズ ト ン ボ 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新 �キャピタル・システム 音無 秀孝 新冠 パカパカ
ファーム 474－101：57．61 37．2�

714� ト ロ イ カ 牡2鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 米 B. P. Walden Jr.
& P. W. Madden 486＋121：57．81� 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，691，900円 複勝： 61，341，900円 枠連： 10，636，100円
馬連： 51，709，200円 馬単： 28，146，900円 ワイド： 42，369，200円
3連複： 86，026，800円 3連単： 104，376，500円 計： 417，298，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 680円 � 320円 � 960円 枠 連（1－4） 2，590円

馬 連 �� 5，720円 馬 単 �� 15，430円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 4，150円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 28，860円 3 連 単 ��� 254，790円

票 数

単勝票数 計 326919 的中 � 11920（6番人気）
複勝票数 計 613419 的中 � 22971（5番人気）� 57381（3番人気）� 15518（7番人気）
枠連票数 計 106361 的中 （1－4） 3182（10番人気）
馬連票数 計 517092 的中 �� 7003（17番人気）
馬単票数 計 281469 的中 �� 1368（39番人気）
ワイド票数 計 423692 的中 �� 7611（15番人気）�� 2575（36番人気）�� 6595（17番人気）
3連複票数 計 860268 的中 ��� 2235（72番人気）
3連単票数 計1043765 的中 ��� 297（492番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．0―13．1―13．2―13．1―13．0―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．4―49．5―1：02．7―1：15．8―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．4
1
3
12，3，13（10，9，14）－4－（1，15）（6，16）（5，7）11，2，8・（12，3）（10，13）（9，14，1）（7，4，6）－（5，15，16）（2，11）－8

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

勝馬の
紹 介

フィロロッソ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．29 中京6着

2017．5．1生 牡2鹿 母 アルティメイトラブ 母母 コ イ ウ タ 3戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非当選馬） 3頭 サマーソルト号・サワーソップ号・メイショウオーギシ号

26086 9月28日 曇 良 （1阪神4） 第8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

22 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± 01：09．5 17．1�

79 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± 01：10．13� 5．2�
44 ハクアイブラック 牡2黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 518± 0 〃 クビ 2．1�
811 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± 01：10．41	 12．0�
67 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 430＋ 21：10．61 387．9�
11 スーパーセヴン 牡2栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 21：10．91	 36．1	
812 キルシェンロート 牝2鹿 54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 嶋田牧場 466－ 2 〃 クビ 7．3

55 シ ュ ゼ ッ ト 牝2芦 54 松若 風馬杉浦 和也氏 寺島 良 日高 日高大洋牧場 440－ 4 〃 ハナ 13．9�
33 
 フィールフォーユー 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Barron-
stown Stud 472－ 81：11．0� 9．1�

710 オウサマプリン 牡2黒鹿54 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 南部 功 464－141：11．21� 334．2
68 ビ ッ ク マ ム 牝2芦 54 酒井 学�ジェイアール 中尾 秀正 新ひだか 片山牧場 472＋ 8 〃 クビ 41．7�
56 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 436＋ 41：11．41 73．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，719，300円 複勝： 37，533，400円 枠連： 9，486，500円
馬連： 46，842，900円 馬単： 25，427，900円 ワイド： 34，925，400円
3連複： 64，799，900円 3連単： 89，877，600円 計： 339，612，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 230円 � 150円 � 110円 枠 連（2－7） 2，820円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 590円 �� 490円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 15，460円

票 数

単勝票数 計 307193 的中 � 15172（7番人気）
複勝票数 計 375334 的中 � 28753（6番人気）� 61757（2番人気）� 117402（1番人気）
枠連票数 計 94865 的中 （2－7） 2604（11番人気）
馬連票数 計 468429 的中 �� 13496（10番人気）
馬単票数 計 254279 的中 �� 2910（24番人気）
ワイド票数 計 349254 的中 �� 13217（9番人気）�� 16347（5番人気）�� 53552（1番人気）
3連複票数 計 647999 的中 ��� 37111（2番人気）
3連単票数 計 898776 的中 ��� 4214（52番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―11．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．5―45．0―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 ・（3，4）－6，12，9，5，1（8，11）（2，7）－10 4 ・（3，4）－（6，12，9）5，1（2，11）8，7－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランフェスタ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．6．2 阪神7着

2017．4．2生 牡2黒鹿 母 ストリートパレード 母母 Heart of Joy 5戦1勝 賞金 6，250，000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８日



26087 9月28日 曇 良 （1阪神4） 第8日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10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
2：00．8
1：59．6

良
良

44 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± 02：02．4 3．8�
11 パンサラッサ 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 458± 02：02．61� 16．4�
77 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± 02：02．81� 4．2�
33 シルヴェリオ 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 510＋12 〃 クビ 1．8�
22 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 454－ 42：02．9� 34．3	
55 ス テ ラ ー タ 牝2栗 54 北村 友一小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：03．85 43．7

66 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± 02：03．9� 27．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 47，410，200円 複勝： 33，690，800円 枠連： 発売なし
馬連： 40，719，600円 馬単： 28，236，800円 ワイド： 24，683，900円
3連複： 46，173，300円 3連単： 129，865，500円 計： 350，780，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 500円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 490円 �� 230円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 10，830円

票 数

単勝票数 計 474102 的中 � 103245（2番人気）
複勝票数 計 336908 的中 � 82680（2番人気）� 21695（4番人気）
馬連票数 計 407196 的中 �� 15613（5番人気）
馬単票数 計 282368 的中 �� 6385（9番人気）
ワイド票数 計 246839 的中 �� 11877（5番人気）�� 31801（3番人気）�� 10510（7番人気）
3連複票数 計 461733 的中 ��� 19102（8番人気）
3連単票数 計1298655 的中 ��� 8689（36番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．1―13．1―12．3―12．5―12．1―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―37．8―50．9―1：03．2―1：15．7―1：27．8―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

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

2
4
5（1，6）（2，7）3，4・（5，1）（3，6）2，7－4

勝馬の
紹 介

ア カ イ イ ト �

父 キ ズ ナ �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．7 阪神4着

2017．4．17生 牝2青鹿 母 ウ ア ジ ェ ト 母母 リーチトゥピース 2戦1勝 賞金 6，100，000円

26088 9月28日 曇 良 （1阪神4） 第8日 第4競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走11時25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

11 ヴィースバーデン 牝2鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 418 ―1：47．7 14．5�
818 アリストテレス 牡2鹿 54 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466 ―1：48．02 3．7�
24 シルバーエース 牡2芦 54 藤岡 佑介林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 464 ―1：48．21 6．0�
35 ク レ ア ー レ 牡2鹿 54 武 豊池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：48．41� 2．5�
612 ハクサンキングス 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 450 ― 〃 ハナ 238．5�
59 フォルステライト 牝2黒鹿54 川田 将雅 	サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 424 ―1：48．5	 7．3

48 アンストッパブル 牡2鹿 54 浜中 俊吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 474 ―1：48．71	 118．7�
713 スマートリアン 牝2鹿 54 四位 洋文大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 454 ―1：49．02 37．9�
817 レッドキュリアス 牝2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 424 ―1：49．32 20．8
715 タイガーサイレンス 牡2青鹿54 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 440 ― 〃 アタマ 521．3�
816 サンライズシェリー 牡2鹿 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 478 ― 〃 ハナ 93．9�
23 ラフィヌモン 牝2黒鹿54 松若 風馬小川眞査雄氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 ハナ 48．4�
12 メモリーオブブルー 牝2鹿 54 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 426 ―1：49．61
 293．4�
611 ヤマカツイーグル 牡2栗 54 岩田 康誠山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 466 ―1：50．13 198．2�
36 ニホンピログルーヴ 牡2黒鹿54 柴山 雄一小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 472 ―1：50．2	 125．3�
714 ゴールデンスターズ 牡2栗 54 松山 弘平 	社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：50．3	 87．7�
510 ワイドダビデ 牡2栗 54 国分 恭介幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 476 ―1：50．51 296．3�
47 グローバルノヴェル 牡2鹿 54 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：50．82 192．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，066，800円 複勝： 46，850，300円 枠連： 15，086，900円
馬連： 52，926，800円 馬単： 26，031，900円 ワイド： 38，239，400円
3連複： 72，688，400円 3連単： 87，267，500円 計： 382，158，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 250円 � 140円 � 180円 枠 連（1－8） 1，530円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 800円 �� 890円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 32，080円

票 数

単勝票数 計 430668 的中 � 25129（5番人気）
複勝票数 計 468503 的中 � 38488（5番人気）� 112575（1番人気）� 63298（4番人気）
枠連票数 計 150869 的中 （1－8） 7631（7番人気）
馬連票数 計 529268 的中 �� 18891（7番人気）
馬単票数 計 260319 的中 �� 3847（18番人気）
ワイド票数 計 382394 的中 �� 12033（9番人気）�� 10658（10番人気）�� 22931（4番人気）
3連複票数 計 726884 的中 ��� 13154（13番人気）
3連単票数 計 872675 的中 ��� 1972（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．7―49．0―1：01．2―1：13．2―1：24．8―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．5
3 10，11，8（4，15）18（1，9）16，2（3，17）12（5，13）6，14－7 4 10，11（8，15）（4，18）9（1，16）（3，2，17）13（12，5）＝6，14－7

勝馬の
紹 介

ヴィースバーデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shirocco 初出走

2017．2．19生 牝2鹿 母 ワイルドココ 母母 Wild Side 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ワイドダビデ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。



26089 9月28日 曇 良 （1阪神4） 第8日 第5競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時15分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

89 ファシネートゼット 牝2栗 54 松若 風馬高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466＋101：24．5 3．0�
78 ジェネティクス 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 510＋101：24．6� 2．4�
66 キメラヴェリテ 牡2黒鹿54 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－ 21：25．24 22．9�
77 デンコウリジエール 牡2鹿 54 武 豊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 448－ 81：25．3� 14．6�
22 ラインガルーダ 牡2鹿 54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 470± 01：25．83 5．7�
33 エンプティチェア 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 458＋ 2 〃 ハナ 45．6	
44 ミャゴラーレ 牡2鹿 54 岩田 康誠山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 498－ 41：26．12 17．0

11 コパノマーキュリー 牡2鹿 54

51 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 506＋141：26．52� 20．2�
55 リュウノゲキリン 牡2青鹿54 松岡 正海二口 雅一氏 牧田 和弥 浦河 浦河育成牧場 484± 01：26．6� 52．7�
810 ス ト レ ガ 牝2栗 54

51 ▲団野 大成清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 468＋121：27．55 88．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 51，820，100円 複勝： 55，302，100円 枠連： 9，592，200円
馬連： 65，996，100円 馬単： 34，473，500円 ワイド： 47，567，800円
3連複： 91，291，400円 3連単： 136，359，900円 計： 492，403，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 110円 � 260円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 190円 �� 820円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 518201 的中 � 142273（2番人気）
複勝票数 計 553021 的中 � 117156（2番人気）� 177715（1番人気）� 32821（6番人気）
枠連票数 計 95922 的中 （7－8） 22700（1番人気）
馬連票数 計 659961 的中 �� 132993（1番人気）
馬単票数 計 344735 的中 �� 32260（2番人気）
ワイド票数 計 475678 的中 �� 79804（1番人気）�� 12752（12番人気）�� 16312（8番人気）
3連複票数 計 912914 的中 ��� 42544（4番人気）
3連単票数 計1363599 的中 ��� 15428（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．2―47．7―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファシネートゼット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．7．6 中京1着

2017．1．17生 牝2栗 母 ファシネートダイア 母母 ト コ ア 2戦2勝 賞金 14，200，000円

26090 9月28日 曇 良 （1阪神4） 第8日 第6競走 ��2，600�3歳以上1勝クラス
発走12時45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

810 メロディーレーン 牝3鹿 52
49 ▲岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 338＋ 22：37．1レコード 4．6�

44 サダムラピュタ 牡4黒鹿57 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B478－ 82：37．52� 5．5�
77 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿54 北村 友一中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 22：38．13� 2．4�
11 シエラネバダ 牡4芦 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：38．63 5．6�
55 � ピンクスパイダー 牡5鹿 57 小牧 太廣松 金次氏 服部 利之 日高 北田 剛 440－102：39．13 30．6�
89 ファントムグレイ 牡6芦 57 酒井 学山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 426－ 22：39．31� 23．7	
66 メイショウモチヅキ 牡3鹿 54

51 ▲団野 大成松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 22：39．4� 39．9

33 エレヴァルアスール 牡3黒鹿54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B492＋102：39．72 7．3�
22 スズカワークシップ 牡4鹿 57 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 472＋ 62：40．33� 73．6�
78 ドルフィンマーク �6黒鹿 57

54 ▲斎藤 新大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B514＋162：40．93� 69．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，827，600円 複勝： 40，797，900円 枠連： 9，001，200円
馬連： 51，697，100円 馬単： 27，293，000円 ワイド： 37，317，700円
3連複： 67，801，900円 3連単： 102，565，400円 計： 368，301，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 140円 � 130円 枠 連（4－8） 1，190円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 440円 �� 300円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 318276 的中 � 54814（2番人気）
複勝票数 計 407979 的中 � 74249（2番人気）� 71671（3番人気）� 87948（1番人気）
枠連票数 計 90012 的中 （4－8） 5836（6番人気）
馬連票数 計 516971 的中 �� 26615（6番人気）
馬単票数 計 272930 的中 �� 7356（11番人気）
ワイド票数 計 373177 的中 �� 19674（7番人気）�� 31365（3番人気）�� 44904（1番人気）
3連複票数 計 678019 的中 ��� 47982（2番人気）
3連単票数 計1025654 的中 ��� 9890（23番人気）

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

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�
12．4―23．8―35．8―48．2―1：00．5―1：12．8―1：25．3―1：37．6―1：49．6―2：01．3―2：13．0―2：24．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メロディーレーン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Motivator デビュー 2018．10．13 京都10着

2016．2．12生 牝3鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 12戦2勝 賞金 15，100，000円



26091 9月28日 曇 良 （1阪神4） 第8日 第7競走 ��
��1，400�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

612 ラ プ タ ス �3鹿 55 幸 英明 �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 458－ 81：23．0 8．0�

815 ヒ ラ ソ ー ル �3鹿 55 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 464± 0 〃 ハナ 9．5�
816 トップウイナー 牡3栗 55 藤岡 康太�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B464－ 21：24．48 5．4�
24 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± 01：24．5	 11．7�
35 ウォークザライン 牡3栗 55 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 472＋ 41：24．71
 14．2	
714 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 478＋ 8 〃 アタマ 80．1

59 シャイニーロック 牡3鹿 55 松岡 正海小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 496－ 21：24．91
 16．1�
11 アシャカリアン 牡5栗 57 古川 吉洋吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 B476－ 6 〃 アタマ 72．9�
12 ナムラシェパード 牡3鹿 55 武 豊奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 474＋ 21：25．0クビ 3．2
48 マイネルプリサイス 牡3栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 480＋ 61：25．21
 127．9�
36 カルロスミノル 牡3栗 55 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：25．41
 46．4�
47 ヨキニハカラエ 牡4鹿 57 松若 風馬 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 502＋ 41：25．5	 86．2�
23 � モズエロイコ 牡3鹿 55 川田 将雅 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 466＋ 61：25．81� 5．2�
713 シゲルネコメイシ 牡3栗 55

52 ▲岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 日高 スウィング
フィールド牧場 472＋ 21：25．9クビ 85．9�

611 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 440＋ 21：26．11
 25．7�

510 タ ゴ ム 牡3黒鹿55 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 武 英智 新冠 小泉牧場 472－ 6 （競走中止） 388．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，309，800円 複勝： 66，386，600円 枠連： 22，170，000円
馬連： 87，438，200円 馬単： 34，698，400円 ワイド： 64，729，400円
3連複： 122，789，000円 3連単： 133，376，100円 計： 581，897，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 320円 � 320円 � 200円 枠 連（6－8） 1，310円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，030円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，670円 3 連 単 ��� 44，990円

票 数

単勝票数 計 503098 的中 � 49695（4番人気）
複勝票数 計 663866 的中 � 49796（6番人気）� 50288（5番人気）� 99427（3番人気）
枠連票数 計 221700 的中 （6－8） 13045（4番人気）
馬連票数 計 874382 的中 �� 18532（14番人気）
馬単票数 計 346984 的中 �� 4216（23番人気）
ワイド票数 計 647294 的中 �� 9285（25番人気）�� 16273（11番人気）�� 20481（6番人気）
3連複票数 計1227890 的中 ��� 11993（25番人気）
3連単票数 計1333761 的中 ��� 2149（145番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．8―12．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．7―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ プ タ ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．2 阪神5着

2016．4．19生 �3鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 5戦2勝 賞金 13，200，000円
〔競走中止〕 タゴム号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 タゴム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 エルズリー号・ヤマニンスプレモ号

26092 9月28日 晴 良 （1阪神4） 第8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

11 ベストタッチダウン 牡3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 478＋141：51．0 1．5�
45 キングスクロス 牡4黒鹿57 藤岡 康太落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468＋ 41：52．7大差 21．6�
46 マ ン ナ ム 牡4鹿 57 松山 弘平永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B486－ 41：52．8� 11．1�
57 クリノカポネ �4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 21：53．12 49．1�
712 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 452－ 21：53．3� 90．2�
813 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± 01：53．4� 4．8	
814 マースゴールド 牡4栗 57 松岡 正海キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 462－ 4 〃 クビ 15．0

34 ローゼンリッター 牡3栗 54

53 ☆坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 550＋301：53．71� 21．7�
610 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 526＋ 41：54．02 236．3
58 メイショウカクウン 牡4青鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 458＋ 21：54．1� 200．4�
22 メイショウソテツ 牡3青 54 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 496－ 61：54．42 12．0�
69 インナーハート 牡3鹿 54 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 496－201：54．6� 34．8�
33 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 484＋ 21：54．7� 63．8�

（13頭）
711 サンレイファイト 牡3栗 54

51 ▲団野 大成永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 448－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，643，100円 複勝： 87，549，100円 枠連： 20，773，600円
馬連： 67，499，800円 馬単： 39，128，600円 ワイド： 56，562，700円
3連複： 95，271，200円 3連単： 138，060，300円 計： 551，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 340円 � 240円 枠 連（1－4） 580円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 630円 �� 400円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 差引計 466431（返還計 10350） 的中 � 233697（1番人気）
複勝票数 差引計 875491（返還計 15148） 的中 � 481506（1番人気）� 31398（6番人気）� 50040（4番人気）
枠連票数 差引計 207736（返還計 407） 的中 （1－4） 27615（2番人気）
馬連票数 差引計 674998（返還計 46456） 的中 �� 32829（5番人気）
馬単票数 差引計 391286（返還計 25125） 的中 �� 16333（6番人気）
ワイド票数 差引計 565627（返還計 48333） 的中 �� 23048（6番人気）�� 39390（3番人気）�� 7504（18番人気）
3連複票数 差引計 952712（返還計123360） 的中 ��� 20330（11番人気）
3連単票数 差引計1380603（返還計168056） 的中 ��� 7702（36番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．3―12．7―12．5―12．4―12．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．6―50．3―1：02．8―1：15．2―1：27．3―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストタッチダウン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．1 中京5着

2016．3．16生 牡3鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 8戦2勝 賞金 18，100，000円
〔競走除外〕 サンレイファイト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両飛節部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンレイファイト号は，令和元年9月29日から令和元年10月28日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



26093 9月28日 晴 良 （1阪神4） 第8日 第9競走 ��
��1，400�

えびすばし

戎 橋 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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

59 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 454＋ 61：20．8 12．0�

713 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 C．ルメール 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464± 0 〃 クビ 10．3�
612 インヘリットデール 牝5鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B470－ 41：20．9クビ 19．9�
714 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 476＋ 2 〃 クビ 1．7�
48 コウエイダリア 牝5黒鹿55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 508－ 61：21．0� 18．0�
12 アルジャーノン 牡4栗 57 池添 謙一 Him Rock Racing

ホールディングス	 荒川 義之 日高 北田 剛 452＋121：21．31	 99．0

11 イノバティブ 
5鹿 57 松若 風馬畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 436－121：21．4� 91．1�
818 タマモメイトウ 牡3黒鹿55 藤岡 康太タマモ	 藤岡 健一 新冠 対馬 正 474＋ 4 〃 クビ 152．7�
817 コパノピエール 牡5鹿 57 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B492＋ 2 〃 ハナ 45．0
35 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 B490－ 21：21．5クビ 8．6�
816 ナムラムツゴロー 牡4栗 57 松岡 正海奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 482± 0 〃 クビ 23．0�
47 メイショウイサナ 牡4栗 57 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 524＋ 2 〃 ハナ 36．3�
24 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿53 岩田 康誠 	スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：21．6クビ 40．4�
36 ケイアイサクソニー 牡3鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 498± 0 〃 クビ 9．7�
715 サヤカチャン 牝4鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 472＋ 41：21．7	 60．5�
23 メイショウシャチ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 476＋ 61：21．91 197．7�
611 ア ー ヒ ラ 牝4芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 434＋ 4 〃 クビ 199．9�
510 ボールドジャパン 牡8鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 520－ 21：22．32� 284．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 63，397，100円 複勝： 128，225，500円 枠連： 30，037，500円
馬連： 112，077，100円 馬単： 60，865，500円 ワイド： 83，631，200円
3連複： 168，759，400円 3連単： 238，080，400円 計： 885，073，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 480円 � 340円 � 680円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 2，100円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 18，190円 3 連 単 ��� 113，180円

票 数

単勝票数 計 633971 的中 � 42029（5番人気）
複勝票数 計1282255 的中 � 69039（4番人気）� 107559（2番人気）� 46594（6番人気）
枠連票数 計 300375 的中 （5－7） 27550（3番人気）
馬連票数 計1120771 的中 �� 19332（15番人気）
馬単票数 計 608655 的中 �� 4339（30番人気）
ワイド票数 計 836312 的中 �� 19923（10番人気）�� 10130（22番人気）�� 11263（18番人気）
3連複票数 計1687594 的中 ��� 6955（51番人気）
3連単票数 計2380804 的中 ��� 1525（279番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．2―57．5―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．6
3 6，8（5，16）（11，15）3（7，10）（4，9，14）（12，18）13（2，17）1 4 ・（6，8）（16，15）5（11，10，14）3（7，9）（4，13，12，1）（2，18）17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メリーメーキング �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．9 阪神5着

2016．5．11生 牡3黒鹿 母 モエレオープンヒメ 母母 イージーマインド 15戦3勝 賞金 41，972，000円
※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 ヴォイスオブジョイ号

26094 9月28日 晴 良 （1阪神4） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 � ラルムドランジュ 牝4青鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-
stown Stud 422－ 21：08．4 9．1�

35 ジュランビル 牝3黒鹿53 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 466＋10 〃 クビ 2．0�
510 ブライティアレディ 牝6青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 442＋ 2 〃 アタマ 8．2�
47 アスタールビー 牝3鹿 53 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 436± 01：08．5クビ 5．4�
24 ショウナンタイガ 牡3鹿 55 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 470＋ 41：08．71	 14．1�
12 フェルトベルク 牝5鹿 55 浜中 俊加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 452＋ 8 〃 クビ 26．2	
611 ブラッククローバー 牡7黒鹿57 松若 風馬巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 492－ 21：08．8
 55．4

48 タイセイブレーク �5栗 57 池添 謙一田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 496＋ 8 〃 クビ 14．7�
612 クラウンルシフェル 牡8栗 57 川島 信二�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B486± 01：08．9クビ 461．7�
815 ワンアフター 牡6栗 57 福永 祐一薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 474＋ 6 〃 ハナ 11．2
713 トワイライトライフ 牝5鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 61：09．11	 53．1�
11 イ オ ラ ニ �8黒鹿57 藤岡 康太 �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 488± 0 〃 クビ 108．1�
59 ツクバクロオー 牡4青鹿57 国分 優作荻原 昭二氏 坂口 智康 新ひだか 田上 徹 452＋10 〃 クビ 184．1�
714 スカイパッション 牝7栗 55 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 474＋ 61：09．2
 212．8�
816 イッツクール 牡3栗 55 北村 友一久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468－ 41：09．41
 31．9�
36 � プレディクト 牡4鹿 57 松岡 正海西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 494＋101：10．03
 190．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，680，000円 複勝： 82，831，800円 枠連： 31，855，600円
馬連： 140，316，600円 馬単： 56，589，100円 ワイド： 85，267，700円
3連複： 190，672，500円 3連単： 235，967，400円 計： 883，180，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 130円 � 190円 枠 連（2－3） 640円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 450円 �� 740円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 13，940円

票 数

単勝票数 計 596800 的中 � 52129（4番人気）
複勝票数 計 828318 的中 � 90298（4番人気）� 212803（1番人気）� 100009（3番人気）
枠連票数 計 318556 的中 （2－3） 38473（2番人気）
馬連票数 計1403166 的中 �� 98061（3番人気）
馬単票数 計 565891 的中 �� 14276（9番人気）
ワイド票数 計 852677 的中 �� 49032（3番人気）�� 27798（8番人気）�� 58183（2番人気）
3連複票数 計1906725 的中 ��� 64984（4番人気）
3連単票数 計2359674 的中 ��� 12267（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．2―45．4―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラルムドランジュ �
�
父 Dansili �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．10．7 東京3着

2015．2．7生 牝4青鹿 母 Mer de Corail 母母 Miss Tahiti 16戦4勝 賞金 60，238，000円
〔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。
（非当選馬） 3頭 アイラブテーラー号・エリーティアラ号・スワーヴアーサー号



26095 9月28日 晴 良 （1阪神4） 第8日 第11競走 ��
��2，000�第23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，30．9．29以降1．9．22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 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

46 ロードゴラッソ 牡4青 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 472－ 22：03．5 11．7�
58 アングライフェン 牡7鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 6 〃 クビ 14．9�
712 メイショウワザシ 牡4栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 530－ 22：03．81� 8．3�
711� ジョーダンキング 牡6黒鹿55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 498－ 2 〃 クビ 5．6�
814 キングズガード 牡8鹿 57．5 浜中 俊�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 468－10 〃 ハナ 53．8	
22 タイムフライヤー 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－202：04．11� 3．5

69 ナムラアラシ 牡6鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 518＋ 42：04．2	 100．0�
45 サトノプライム 牡5鹿 54 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500－ 82：04．3	 262．7�
610 マッスルビーチ 牡3黒鹿50 松岡 正海岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 2 〃 クビ 3．8
11 ピ オ ネ ロ 牡8鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B504± 02：04．4クビ 53．0�
813 メイプルブラザー 牡5栗 54 宮崎 北斗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 486－ 42：04．71� 58．5�
34 モズアトラクション 牡5栗 57．5 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 494＋ 2 〃 クビ 6．7�
57 � ロードアルペジオ 牡6栗 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496－ 42：05．55 32．4�
33 ヤマカツライデン 牡7黒鹿54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 528－ 82：07．8大差 83．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 154，988，000円 複勝： 222，929，200円 枠連： 66，545，400円
馬連： 428，084，500円 馬単： 156，857，400円 ワイド： 277，211，500円
3連複： 789，053，400円 3連単： 965，774，700円 計： 3，061，444，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 330円 � 380円 � 370円 枠 連（4－5） 3，380円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 10，750円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，590円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 16，690円 3 連 単 ��� 111，770円

票 数

単勝票数 計1549880 的中 � 105805（6番人気）
複勝票数 計2229292 的中 � 181251（5番人気）� 152369（7番人気）� 156204（6番人気）
枠連票数 計 665454 的中 （4－5） 15252（17番人気）
馬連票数 計4280845 的中 �� 59802（21番人気）
馬単票数 計1568574 的中 �� 10939（44番人気）
ワイド票数 計2772115 的中 �� 47015（20番人気）�� 44986（21番人気）�� 36811（24番人気）
3連複票数 計7890534 的中 ��� 35438（54番人気）
3連単票数 計9657747 的中 ��� 6264（365番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―10．8―13．0―12．8―13．0―13．4―12．4―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―34．5―47．5―1：00．3―1：13．3―1：26．7―1：39．1―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F36．8
1
3
12，3＝1，2＝6，7（8，11）（5，13）（10，14）4－9
12，3，1－2（8，6）（11，13）10（7，5，4，14）－9

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

勝馬の
紹 介

ロードゴラッソ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．21 京都5着

2015．5．16生 牡4青 母 サッカーマム 母母 Traverse City 13戦5勝 賞金 97，848，000円
［他本会外：1戦0勝］

26096 9月28日 晴 良 （1阪神4） 第8日 第12競走 ��
��1，800�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54�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
1：48．5
1：47．6

重
重

46 サザンブリーズ 牡5鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B530＋ 61：52．6 5．4�
712 サ ン キ ュ ー 牡6栗 57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 514± 0 〃 クビ 10．1�
45 � アポロテネシー 牡4鹿 57 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

516＋ 21：52．7クビ 20．6�
11 タガノエルフ 牝4黒鹿 55

52 ▲斎藤 新八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472－ 21：52．91	 18．9�

610 ポップフランセ 牡3栗 54
51 ▲岩田 望来吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 448＋ 61：53．11 8．7�

813 イ ベ リ ア 牡4黒鹿57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490＋ 21：53．31	 12．6	
33 サンマルエンパイア 牡5鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 464± 01：53．4
 5．5

814� ディライトプロミス 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 474± 0 〃 アタマ 7．6�

34 レコンキスタ 牡5栗 57 菱田 裕二村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B488－ 21：53．5
 53．5
57 ペプチドバンブー 牡4黒鹿57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B512± 0 〃 クビ 4．5�
711� メイショウナンプウ 牡5青鹿 57

54 ▲団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B492－201：53．6クビ 162．7�
22 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 452＋ 4 〃 アタマ 195．8�
69 カ ナ シ バ リ 牝3鹿 52 武 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 506＋ 61：53．91
 9．7�
58 ガウラミディ 牝4栗 55 松若 風馬村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 514＋ 41：54．21
 128．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 71，436，500円 複勝： 100，746，100円 枠連： 34，517，100円
馬連： 159，315，200円 馬単： 61，890，500円 ワイド： 107，936，400円
3連複： 228，539，300円 3連単： 279，548，600円 計： 1，043，929，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 360円 � 460円 枠 連（4－7） 2，410円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，930円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 15，640円 3 連 単 ��� 78，610円

票 数

単勝票数 計 714365 的中 � 105186（2番人気）
複勝票数 計1007461 的中 � 166036（2番人気）� 68557（8番人気）� 49830（9番人気）
枠連票数 計 345171 的中 （4－7） 11094（12番人気）
馬連票数 計1593152 的中 �� 39829（13番人気）
馬単票数 計 618905 的中 �� 7937（25番人気）
ワイド票数 計1079364 的中 �� 25048（14番人気）�� 14332（30番人気）�� 11298（35番人気）
3連複票数 計2285393 的中 ��� 10954（68番人気）
3連単票数 計2795486 的中 ��� 2578（354番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．8―13．1―11．7―12．3―12．2―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．7―51．8―1：03．5―1：15．8―1：28．0―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サザンブリーズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．1．7 京都12着

2014．5．9生 牡5鹿 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 20戦4勝 賞金 51，784，000円



（1阪神4）第8日 9月28日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

250，740，000円
23，760，000円
1，800，000円
29，210，000円
69，744，000円
4，502，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
683，990，400円
964，184，700円
259，702，100円
1，304，623，100円
579，639，500円
900，442，300円
2，023，866，500円
2，641，119，900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 9，357，568，500円

総入場人員 13，774名 （有料入場人員 12，788名）
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