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26001 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

816 メイクグローリー 牡2栗 54 松若 風馬ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 482＋ 61：25．5 6．5�
36 バ レ ー ロ 牡2黒鹿54 M．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋12 〃 クビ 2．7�
12 メイショウテンセイ 牡2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 478－121：25．81	 29．5�
47 ヨドノベスト 牡2鹿 54 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 440＋ 21：26．01
 5．6�
24 スナークライデン 牡2芦 54 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462＋ 61：26．95 15．6	
48 テイエムアニマンテ 牡2青鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 468－ 6 〃 クビ 33．4

714 マンボビート 牡2黒鹿54 小牧 太 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 中村 雅明 452＋ 61：27．11 9．8�
611 タマモサザンクロス 牡2黒鹿54 太宰 啓介タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 444＋ 21：27．73� 152．7�
23 ピエナムーン 牡2栗 54 松田 大作本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 424－14 〃 クビ 195．2
815 エ ッ シ ャ ー 牡2栗 54 幸 英明小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 466± 01：27．91
 5．1�
35 ジ ェ ー ム ス 牡2鹿 54 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新ひだか へいはた牧場 468－ 41：28．0クビ 89．3�
510 ハンズスミス 牡2鹿 54 和田 竜二永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 446＋ 41：28．21
 31．8�
11 ブルベアリンクス 牡2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 高橋 義浩 458－ 61：28．41 188．6�
612 ブルベアバイソン 牡2栗 54 田中 健 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 476－ 21：28．72 271．9�
59 ノーティインパクト 牡2栗 54

51 ▲坂井 瑠星小関 昭次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 418＋ 21：29．02 52．2�
713 ラガーセブンカラー 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極奥村 啓二氏 清水 久詞 日高 賀張三浦牧場 460± 01：30．59 21．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，790，100円 複勝： 32，939，700円 枠連： 13，022，900円
馬連： 47，910，800円 馬単： 26，568，600円 ワイド： 29，606，600円
3連複： 71，098，900円 3連単： 88，207，400円 計： 331，145，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 150円 � 700円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 510円 �� 3，920円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 9，660円 3 連 単 ��� 44，250円

票 数

単勝票数 計 217901 的中 � 26631（4番人気）
複勝票数 計 329397 的中 � 36488（4番人気）� 77889（1番人気）� 8794（10番人気）
枠連票数 計 130229 的中 （3－8） 25491（1番人気）
馬連票数 計 479108 的中 �� 35105（3番人気）
馬単票数 計 265686 的中 �� 8069（7番人気）
ワイド票数 計 296066 的中 �� 16342（3番人気）�� 1839（39番人気）�� 3863（23番人気）
3連複票数 計 710989 的中 ��� 5519（34番人気）
3連単票数 計 882074 的中 ��� 1445（137番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．0―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．9―46．9―59．2―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．6
3 2（7，13）16－8，15（3，11）（4，6）12，10（9，1）14，5 4 ・（2，7）16，13（8，6）（15，11）（3，4）（1，14）－12（5，10）－9

勝馬の
紹 介

メイクグローリー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．2 函館3着

2014．3．23生 牡2栗 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ラガーセブンカラー号の騎手荻野極は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・10番・

8番）
メイショウテンセイ号の騎手�島良太は，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。

※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。
（非当選馬） 1頭 ブルベアパンサー号
（非抽選馬） 1頭 ウインプルミエ号

26002 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

35 リスグラシュー 牝2黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 432± 01：46．2レコード 4．4�
510 ガンサリュート 牡2黒鹿54 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 506－101：46．94 19．3�
23 レッドクライム 牡2栗 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 466－ 41：47．21� 14．6�
47 テイエムシュート 牡2鹿 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 上村 清志 458－10 〃 ハナ 43．7�
715 マイティドリーム 牡2青鹿54 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 476＋ 41：47．3� 2．6	
714 フリーフリッカー 牡2鹿 54 古川 吉洋�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋141：47．72� 175．9

818 ピスカデーラ 牝2鹿 54

53 ☆	島 克駿名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 ハナ 4．7�
12 ダンツブレーブ 牡2芦 54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 450＋ 6 〃 クビ 131．9�
59 サトノマサムネ 牡2鹿 54 和田 竜二里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：47．8クビ 36．0
713 ジャーミネイト 牡2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 41：48．33 16．0�
612 テイエムグッドマン 牡2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 480＋ 61：48．4� 33．5�
36 テイエムチューハイ 牡2黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 434＋ 21：48．61
 404．8�
11 タキシードネコ 牡2黒鹿54 	島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 398＋ 21：48．91� 208．6�
817 ブルベアラクーン 牡2栗 54

51 ▲荻野 極 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 524＋ 41：49．0� 183．4�
816 ブルックリンソウル 牡2鹿 54 小牧 太村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 498＋ 8 〃 クビ 18．2�
611 シュンヒーロー 牡2鹿 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 畠山牧場 480＋ 81：49．63� 129．0�
24 ディランフィールド 牡2鹿 54 松若 風馬大野 照旺氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：49．7� 12．8�
48 シビックファミユ 牡2黒鹿54 田中 健國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 上井農場 482－ 41：50．33� 212．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，562，900円 複勝： 41，289，600円 枠連： 14，047，500円
馬連： 54，122，000円 馬単： 29，777，200円 ワイド： 35，246，800円
3連複： 76，400，300円 3連単： 93，860，300円 計： 375，306，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 530円 � 320円 枠 連（3－5） 2，650円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 820円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 16，350円 3 連 単 ��� 66，580円

票 数

単勝票数 計 305629 的中 � 54633（2番人気）
複勝票数 計 412896 的中 � 75268（2番人気）� 16953（7番人気）� 31550（5番人気）
枠連票数 計 140475 的中 （3－5） 4106（11番人気）
馬連票数 計 541220 的中 �� 7905（19番人気）
馬単票数 計 297772 的中 �� 2684（29番人気）
ワイド票数 計 352468 的中 �� 5222（19番人気）�� 11437（8番人気）�� 2763（30番人気）
3連複票数 計 764003 的中 ��� 3504（51番人気）
3連単票数 計 938603 的中 ��� 1022（194番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．4―12．3―12．4―12．1―12．0―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―34．8―47．1―59．5―1：11．6―1：23．6―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リスグラシュー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post デビュー 2016．8．27 新潟2着

2014．1．18生 牝2黒鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 シビックファミユ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非当選馬） 1頭 ジューンリーザ号

第４回 阪神競馬 第１日



26003 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

11 アマルティア 牝3黒鹿54 藤岡 康太�ターフ・スポート安達 昭夫 日高 幾千世牧場 452＋ 21：12．5 4．1�
611 レディオブフレイム 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋ 6 〃 クビ 6．6�

24 テイエムマンカイ 牡3黒鹿56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 540＋ 81：12．6クビ 8．4�
714 マーキークラブ 牝3芦 54 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 536－ 21：13．13 3．5�
36 アンバーナイト 牡3栗 56 国分 優作山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 福岡 光夫 520＋ 6 〃 クビ 253．5	
59 メイカーズムービー �3黒鹿56 藤岡 佑介髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 41：13．52� 4．7

48 エイシンチムニー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人�栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 526＋10 〃 クビ 45．7�
510 キルシュフェスト 牝3鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 81：13．92� 15．5�
12 ファルセータ 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �キャロットファーム 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 クビ 84．0
816 サウンドダンサー 牝3鹿 54 M．デムーロ増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 21：14．0� 15．4�
713 ベルウッドレオーネ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 富菜牧場 430－ 4 〃 ハナ 139．1�
47 サ マ ン サ 牝3黒鹿54 池添 謙一浜井 弘至氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 414－ 41：14．21� 40．1�
23 リッカキング 牡3青鹿 56

53 ▲森 裕太朗立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 430－ 61：14．3� 120．5�
35 メイショウホウゲツ 牝3鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 428＋ 61：14．72� 311．7�
815 ハーランズワンダー 牝3鹿 54 太宰 啓介�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 434± 0 〃 ハナ 38．3�
612 メイショウハツハナ 牝3栗 54 岡田 祥嗣松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 468＋ 41：15．33� 72．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，433，500円 複勝： 31，964，200円 枠連： 13，576，500円
馬連： 44，925，100円 馬単： 24，750，200円 ワイド： 29，299，400円
3連複： 65，171，000円 3連単： 83，651，000円 計： 317，770，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 230円 � 270円 枠 連（1－6） 1，530円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 550円 �� 640円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 22，270円

票 数

単勝票数 計 244335 的中 � 46581（2番人気）
複勝票数 計 319642 的中 � 61816（1番人気）� 34042（4番人気）� 27365（5番人気）
枠連票数 計 135765 的中 （1－6） 6841（6番人気）
馬連票数 計 449251 的中 �� 21958（5番人気）
馬単票数 計 247502 的中 �� 6027（10番人気）
ワイド票数 計 292994 的中 �� 14125（5番人気）�� 11981（7番人気）�� 4984（16番人気）
3連複票数 計 651710 的中 ��� 10547（15番人気）
3連単票数 計 836510 的中 ��� 2723（61番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．6―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アマルティア �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．9．12 阪神8着

2013．3．17生 牝3黒鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 8戦1勝 賞金 8，980，000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） 1頭 カイシュウキリシマ号
（非抽選馬） 2頭 イワバシル号・ウイングダイチャン号

26004 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 オ ー パ �3鹿 56 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B488－ 41：52．6 11．8�
48 ジョーダンキング 牡3黒鹿56 �島 良太廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 488－ 21：52．81� 14．8�
510 ジュメイラリーフ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 西村 真幸 新ひだか タイヘイ牧場 B470－ 61：53．65 9．3�
12 ウインウェルス 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 B498－ 41：54．13 4．4�
47 スターリットナイト 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530＋ 81：54．41� 1．7	
24 ミラクルメーカー 牡3鹿 56 小牧 太林 正道氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 B508＋ 21：54．72 15．4

23 スリーベアハート 牡3鹿 56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 B472－ 21：54．91� 20．9�
59 メイショウコッコ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 辻 牧場 440＋121：55．32� 42．0
815 ファントムカフェ 牡3黒鹿56 幸 英明ライオンレースホース� 石橋 守 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 21：56．25 73．1�
816 イチザビーナス 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 458＋161：57．26 376．1�
35 ネオヴィッパー 牝3芦 54 酒井 学小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 468± 01：57．3� 151．3�
612 ハギノセレーノ 牝3黒鹿54 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 464－ 2 〃 クビ 111．3�
11 メイショウフクロウ 牝3栗 54

52 △義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 418－ 41：57．72� 143．2�
611 バ ル ビ オ ス 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 飛渡牧場 414－ 41：59．29 90．6�
36 ルールチェリッシュ 牝3栗 54 田中 健儀賀 昭三氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 478－ 41：59．52 139．5�
714 アスタールーマー 牡3黒鹿56 国分 恭介加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 532－182：00．67 202．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，518，200円 複勝： 41，356，700円 枠連： 12，018，100円
馬連： 44，319，700円 馬単： 30，955，500円 ワイド： 28，809，100円
3連複： 64，420，000円 3連単： 105，587，800円 計： 353，985，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 500円 � 670円 � 390円 枠 連（4－7） 1，080円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 10，770円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 1，560円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 21，830円 3 連 単 ��� 148，640円

票 数

単勝票数 計 265182 的中 � 17940（4番人気）
複勝票数 計 413567 的中 � 21809（5番人気）� 15499（7番人気）� 29342（3番人気）
枠連票数 計 120181 的中 （4－7） 8612（4番人気）
馬連票数 計 443197 的中 �� 5079（19番人気）
馬単票数 計 309555 的中 �� 2154（30番人気）
ワイド票数 計 288091 的中 �� 3010（23番人気）�� 4803（16番人気）�� 3131（22番人気）
3連複票数 計 644200 的中 ��� 2213（57番人気）
3連単票数 計1055878 的中 ��� 515（330番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．3―49．9―1：02．2―1：14．6―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
1（6，7）（4，9，10）－（13，15，16）（2，8）5－（3，11，14）12・（7，10）（1，6，2）－（4，9，8）13－（15，16）（3，5）12－14，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ー パ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Azamour デビュー 2015．11．8 京都10着

2013．2．14生 �3鹿 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 6戦1勝 賞金 4，950，000円
〔発走状況〕 ミラクルメーカー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 スリーベアハート号の騎手国分優作は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・12番）
〔その他〕 ネオヴィッパー号・ハギノセレーノ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウフクロウ号・バルビオス号・ルールチェリッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成28年10月10日まで平地競走に出走できない。
イチザビーナス号・アスタールーマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

11月10日まで平地競走に出走できない。



26005 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

89 シ グ ル ー ン 牝2栗 54 M．デムーロ岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：38．5 1．8�
11 カ デ ナ 牡2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 454 ― 〃 クビ 3．1�
33 シゲルハスキー 牡2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 湯窪 幸雄 むかわ 真壁 信一 460 ―1：38．71� 14．0�
77 リトルプリンス 牡2黒鹿54 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 512 ―1：39．02 30．9�
78 ジェルファルレイ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 450 ―1：39．1� 7．2�
55 ニホンピロワールド 牡2鹿 54 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 452 ―1：39．2クビ 60．3	
66 ケンシュナウザー 牡2栗 54 高倉 稜中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462 ― 〃 ハナ 14．2

44 ゴ ス ペ ル 牝2鹿 54 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ―1：40．15 19．6�

810 アイファータキオン 牡2芦 54 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 426 ―1：40．52� 93．4�
22 クリノイサベル 牝2栗 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 442 ―1：41．24 78．6
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売 得 金
単勝： 27，907，900円 複勝： 33，551，900円 枠連： 8，252，300円
馬連： 40，259，000円 馬単： 31，830，400円 ワイド： 23，972，800円
3連複： 54，479，400円 3連単： 112，162，200円 計： 332，415，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連（1－8） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 370円 �� 520円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，080円

票 数

単勝票数 計 279079 的中 � 118587（1番人気）
複勝票数 計 335519 的中 � 157172（1番人気）� 55670（2番人気）� 23619（4番人気）
枠連票数 計 82523 的中 （1－8） 27055（1番人気）
馬連票数 計 402590 的中 �� 129927（1番人気）
馬単票数 計 318304 的中 �� 57503（1番人気）
ワイド票数 計 239728 的中 �� 50454（1番人気）�� 14525（4番人気）�� 9620（7番人気）
3連複票数 計 544794 的中 ��� 52912（2番人気）
3連単票数 計1121622 的中 ��� 38909（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―13．7―13．4―12．6―11．6―10．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．4―39．1―52．5―1：05．1―1：16．7―1：27．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ グ ル ー ン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2014．1．26生 牝2栗 母 ワルキューレ 母母 キョウエイセオリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26006 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時45分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

79 ジョウショーホマレ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 470 ―1：22．9 43．3�
22 デ リ ス モ ア 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 458 ―1：23．11� 1．7�
55 イリスファルコン 牝2鹿 54 武 豊菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 410 ―1：23．2� 3．0�
811 パワフルヒロコ 牝2黒鹿54 松山 弘平三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 430 ―1：23．3� 12．4�
812 ダブルミステリー 牝2栗 54 藤岡 佑介西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 420 ― 〃 クビ 14．2�
710 エイシンルーシー 牝2芦 54 酒井 学	栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 494 ―1：23．51� 27．8

56 ミュルミューレ 牝2芦 54 太宰 啓介藤田 孟司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 忠幸 404 ― 〃 クビ 80．2�
44 キットダイジョウブ 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 418 ―1：23．71� 39．5�
68 コパノオリジナル 牝2鹿 54 幸 英明小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 436 ―1：24．65 45．5
67 リージェンツパーク 牝2黒鹿54 中谷 雄太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 杵臼牧場 440 ―1：24．7クビ 16．7�
11 クリノルイーザ 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極栗本 博晴氏 音無 秀孝 日高 横井 哲 416 ―1：26．18 81．7�
33 メイショウアキヅキ 牝2鹿 54

52 △義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 438 ―1：27．16 64．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，870，100円 複勝： 35，236，400円 枠連： 11，598，300円
馬連： 38，058，000円 馬単： 31，003，200円 ワイド： 24，715，800円
3連複： 54，405，600円 3連単： 105，740，500円 計： 328，627，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，330円 複 勝 � 390円 � 110円 � 120円 枠 連（2－7） 1，290円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 930円 �� 960円 �� 160円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 34，780円

票 数

単勝票数 計 278701 的中 � 5145（8番人気）
複勝票数 計 352364 的中 � 9022（8番人気）� 178995（1番人気）� 57943（2番人気）
枠連票数 計 115983 的中 （2－7） 6928（5番人気）
馬連票数 計 380580 的中 �� 10367（9番人気）
馬単票数 計 310032 的中 �� 2176（29番人気）
ワイド票数 計 247158 的中 �� 5484（11番人気）�� 5295（13番人気）�� 55130（1番人気）
3連複票数 計 544056 的中 ��� 20103（6番人気）
3連単票数 計1057405 的中 ��� 2204（91番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．1―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．1―48．2―59．6―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョウショーホマレ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ 初出走

2014．3．11生 牝2栗 母 ジョウショークイン 母母 ハイパーソニック 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26007 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳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
1：47．8

重
重

59 カフジナイサー 牡3黒鹿54 四位 洋文加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 462－101：51．5 29．7�
23 タマモアタック 牡4鹿 57 M．デムーロタマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 464－ 41：51．92� 3．4�
713 サウスオブボーダー 牡3鹿 54 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454－101：52．21� 3．2�
610 ハトマークエース 牡4黒鹿57 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 B472－10 〃 クビ 15．5�
58 イェドプリオル 牡4青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 520－ 41：52．3� 4．9�
712 サンライズレーヴ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 472± 01：52．4クビ 9．0	

46 ギ ン ガ 牡4鹿 57 藤岡 佑介石川 達絵氏 松下 武士 日高 日高大洋牧場 B454＋101：52．61 57．4

11 サトノスーペリア �5黒鹿57 幸 英明里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 460－ 81：52．91� 38．3�
34 アースシンフォニー �4鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B466－161：53．21� 46．5�
611 ブラボーリリック 牝3芦 52

49 ▲坂井 瑠星松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 21：53．41� 78．1
35 ディアスプマンテ 牝3栗 52 秋山真一郎 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 450－141：53．61� 13．9�
815 コパノアラジン 牡3栗 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 522＋201：53．7� 14．2�
814 マッカナバラ 牝4芦 55

52 ▲荻野 極�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 444－141：53．8クビ 210．5�
22 ア ブ ニ ー ル 牝5鹿 55 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 41：54．33 223．7�
47 ミリオンフレッシュ 牡6黒鹿57 北村 友一田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 478－ 6 〃 クビ 115．7�
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売 得 金
単勝： 30，904，900円 複勝： 44，645，900円 枠連： 17，095，200円
馬連： 67，999，500円 馬単： 34，283，700円 ワイド： 39，575，500円
3連複： 99，525，400円 3連単： 122，425，100円 計： 456，455，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，970円 複 勝 � 540円 � 150円 � 150円 枠 連（2－5） 660円

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 14，600円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 1，590円 �� 310円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 60，750円

票 数

単勝票数 計 309049 的中 � 8305（8番人気）
複勝票数 計 446459 的中 � 14366（8番人気）� 88941（2番人気）� 93638（1番人気）
枠連票数 計 170952 的中 （2－5） 19793（3番人気）
馬連票数 計 679995 的中 �� 8372（21番人気）
馬単票数 計 342837 的中 �� 1760（45番人気）
ワイド票数 計 395755 的中 �� 5637（20番人気）�� 5914（18番人気）�� 37291（2番人気）
3連複票数 計 995254 的中 ��� 13959（15番人気）
3連単票数 計1224251 的中 ��� 1461（194番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．6―12．1―12．3―12．5―12．8―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．3―48．4―1：00．7―1：13．2―1：26．0―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．3
1
3
・（8，14）15－9－1，13，10，5，11（3，2）6（4，12）7
8－（1，14，15）9－13（5，10）（11，3）4（7，6）－12，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジナイサー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．10．3 阪神4着

2013．3．14生 牡3黒鹿 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー 6戦2勝 賞金 13，600，000円

26008 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：57．6
1：56．1

良
良

611 スワーヴアーサー 牡3鹿 54 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 480＋ 42：00．7 6．4�
24 ロードランウェイ 牡3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 42：00．91� 38．9�
23 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿52 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 42：01．0	 59．1�
816 ショウボート 牡4栗 57 M．デムーロ馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－ 22：01．1	 1．8�
36 ゴールドインゴット 牡3黒鹿54 幸 英明玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 468＋ 42：01．31� 5．6�
11 センショウレイナ 牝3鹿 52 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 460－ 4 〃 クビ 12．2	
12 ウォーターシャウト 牡3青鹿54 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 494－ 2 〃 ハナ 8．7

815 レイホーロマンス 牝3鹿 52

49 ▲荻野 極永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410－142：01．4
 241．1�
48 � ゴルディオン 牡3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond

Farm, Inc 488－ 22：01．61� 156．4�
714� スリーマキシマム 牡5鹿 57

55 △義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 496± 0 〃 アタマ 32．0
713 マコトクラダリング 牝3鹿 52 酒井 学�ディアマント 島 一歩 安平 ノーザンファーム 500＋102：01．7クビ 34．3�
59 � アイノフシギ 牝4栗 55 藤岡 康太河内 敏氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 クビ 93．9�
612 グレイトパール 牡3鹿 54 和田 竜二 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 546＋202：01．91 16．0�
510 ブラックウィンダム 牡3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 434－ 22：02．0	 246．1�
35 イケジュンクイーン 牝3黒鹿 52

51 ☆島 克駿鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 442＋ 6 〃 クビ 365．7�
47 カシノエイシ 牡3鹿 54 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 540－ 42：03．7大差 351．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，353，400円 複勝： 56，001，800円 枠連： 22，206，200円
馬連： 73，017，800円 馬単： 44，758，900円 ワイド： 41，309，300円
3連複： 100，700，600円 3連単： 166，282，800円 計： 541，630，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 290円 � 980円 � 1，100円 枠 連（2－6） 4，870円

馬 連 �� 9，470円 馬 単 �� 19，160円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 3，670円 �� 5，840円

3 連 複 ��� 103，170円 3 連 単 ��� 395，260円

票 数

単勝票数 計 373534 的中 � 46093（3番人気）
複勝票数 計 560018 的中 � 58097（3番人気）� 14067（8番人気）� 12373（10番人気）
枠連票数 計 222062 的中 （2－6） 3532（13番人気）
馬連票数 計 730178 的中 �� 5975（22番人気）
馬単票数 計 447589 的中 �� 1752（42番人気）
ワイド票数 計 413093 的中 �� 4103（24番人気）�� 2904（31番人気）�� 1812（42番人気）
3連複票数 計1007006 的中 ��� 732（148番人気）
3連単票数 計1662828 的中 ��� 305（633番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．7―12．8―12．6―12．4―11．4―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．3―49．1―1：01．7―1：14．1―1：25．5―1：36．9―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．2
1
3
3，9，4，13（5，14）－（1，15）（12，11）6，8，16，10，2－7・（3，9，13，14）11（4，15，6）（1，16）（5，12）2（10，8）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアーサー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．20 阪神6着

2013．2．18生 牡3鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 6戦2勝 賞金 13，800，000円
※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 ハットプレイ号・マンテンロード号



26009 9月10日 晴 良 （28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，1，000万円以下；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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

55 ノ ガ ロ 牡3栗 54 M．デムーロ 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 512± 01：45．8 1．4�
22 ディープウェーブ 牡6青鹿57 北村 友一万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：46．54 20．0�
77 ウインクルサルーテ 牝3鹿 52 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 412－ 41：46．6クビ 4．7�
33 � ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 468－ 61：46．81	 48．1�
44 ジョーウォルター 牡5鹿 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 482＋12 〃 クビ 14．2�
11 タイセイクルーズ 牡5栗 57 武 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 526－ 81：47．11
 7．0	
88 タガノエンブレム 牡6青鹿57 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：47．31� 18．3

66 カ ト ラ ス �6芦 57 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 482＋ 41：47．72� 51．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，042，500円 複勝： 111，935，100円 枠連： 発売なし
馬連： 74，185，600円 馬単： 53，154，600円 ワイド： 35，622，300円
3連複： 83，808，600円 3連単： 261，108，200円 計： 654，856，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 210円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 320円 �� 150円 �� 640円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 350425 的中 � 191813（1番人気）
複勝票数 計1119351 的中 � 899429（1番人気）� 24389（5番人気）� 74113（2番人気）
馬連票数 計 741856 的中 �� 53813（4番人気）
馬単票数 計 531546 的中 �� 28265（5番人気）
ワイド票数 計 356223 的中 �� 24496（4番人気）�� 83722（1番人気）�� 10863（9番人気）
3連複票数 計 838086 的中 ��� 66765（5番人気）
3連単票数 計2611082 的中 ��� 52050（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．3―12．2―11．7―11．4―11．2―10．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．1―49．3―1：01．0―1：12．4―1：23．6―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ガ ロ �

父 キングカメハメハ �


母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．9．12 阪神4着

2013．2．7生 牡3栗 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 10戦3勝 賞金 46，767，000円

26010 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第10競走 ��
��2，000�

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，1，000万円以下，27．9．12以降28．9．4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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

34 アドマイヤシャイ 牝4黒鹿54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：03．8 9．3�
711 オールマンリバー 牡4黒鹿57 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 498－ 22：03．9� 2．4�
33 ヴ ィ ッ セ ン 牡5鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 62：04．43 8．2�
58 キングカヌヌ 牡4芦 55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B502＋ 6 〃 アタマ 5．0�
46 レッドサバス 牡4黒鹿54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 474＋ 6 〃 クビ 20．3	
57 ハイランドジャガー 牡7芦 55 義 英真小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 522－ 82：04．5� 60．1

813 セイカアヴァンサ 牡4鹿 54 古川 吉洋久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 446－10 〃 ハナ 73．7�
712 オウケンゴールド 牡5栃栗53 松山 弘平福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B492＋ 4 〃 ハナ 132．2�
814 フミノメモリー 牡6黒鹿54 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 522－162：04．6クビ 28．6
69 マッシヴヒーロー 牡7鹿 53 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 474＋ 82：04．7� 38．9�
610 ブロンクスシルバー 牝5芦 52 松若 風馬 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 506± 02：05．02 47．0�
22 カレングラスジョー 牡6栗 54 藤岡 佑介鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518－ 82：05．1� 61．9�
45 コンセギール 牡4黒鹿57 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 82：05．41� 5．1�
11 ショウナンハルカス 牡4黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490＋ 82：06．25 22．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，594，900円 複勝： 60，536，000円 枠連： 29，156，300円
馬連： 120，858，200円 馬単： 59，378，300円 ワイド： 61，757，400円
3連複： 168，472，900円 3連単： 248，932，500円 計： 791，686，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 240円 � 130円 � 220円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，080円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 15，890円

票 数

単勝票数 計 425949 的中 � 36299（5番人気）
複勝票数 計 605360 的中 � 53996（5番人気）� 164365（1番人気）� 60655（4番人気）
枠連票数 計 291563 的中 （3－7） 44681（1番人気）
馬連票数 計1208582 的中 �� 82247（4番人気）
馬単票数 計 593783 的中 �� 15181（8番人気）
ワイド票数 計 617574 的中 �� 31218（4番人気）�� 13695（13番人気）�� 39914（3番人気）
3連複票数 計1684729 的中 ��� 48398（6番人気）
3連単票数 計2489325 的中 ��� 11351（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―13．3―13．0―12．6―12．6―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―34．9―48．2―1：01．2―1：13．8―1：26．4―1：38．6―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
4，12－2，5，11（1，9）7，13，3（6，10）－14－8・（4，12）（2，1，5，11）（3，9，7）（6，13）8，10，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシャイ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Broad Brush デビュー 2015．2．7 京都2着

2012．3．28生 牝4黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 14戦4勝 賞金 57，298，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26011 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス

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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

811 キングズガード 牡5鹿 57 藤岡 佑介�日進牧場 音無 秀孝 浦河 日進牧場 456＋ 81：22．8 1．5�
78 ゴーイングパワー 牡7鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500＋ 21：23．12 6．2�
11 メイショウウタゲ 牡5栗 56 藤岡 康太松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 512± 01：23．2クビ 10．9�
22 ピ ン ポ ン 牡6鹿 56 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 大栄牧場 472＋ 4 〃 クビ 9．8�
55 	 トータルヒート 牝5栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 472＋ 21：23．3クビ 25．0�
33 サクラエール 牡5黒鹿56 幸 英明	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 478± 01：23．4
 20．8

44 メイショウノーベル 牡7栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 富田牧場 498－ 81：23．61
 147．7�
810 ビ リ オ ネ ア 牝6鹿 54 北村 友一間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 466－ 41：23．7クビ 35．8�
67 ラテンロック 牡5鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 日高 白井牧場 502－ 2 〃 クビ 11．1
66 フミノファルコン 牡6黒鹿56 松田 大作谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 532－ 71：23．91� 105．6�
79 キョウエイアシュラ 牡9鹿 58 武 豊田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 41：24．0
 56．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 70，115，200円 複勝： 198，738，900円 枠連： 37，286，800円
馬連： 198，967，400円 馬単： 127，446，000円 ワイド： 106，144，300円
3連複： 282，216，600円 3連単： 658，949，900円 計： 1，679，865，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 540円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，120円

票 数

単勝票数 計 701152 的中 � 368260（1番人気）
複勝票数 計1987389 的中 � 1408392（1番人気）� 176515（2番人気）� 77227（4番人気）
枠連票数 計 372868 的中 （7－8） 93473（1番人気）
馬連票数 計1989674 的中 �� 407178（1番人気）
馬単票数 計1274460 的中 �� 193165（1番人気）
ワイド票数 計1061443 的中 �� 187578（1番人気）�� 79639（5番人気）�� 41207（6番人気）
3連複票数 計2822166 的中 ��� 239328（2番人気）
3連単票数 計6589499 的中 ��� 224878（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．9―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．0―58．9―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．8
3 ・（5，7）8（3，4）（10，11）6，2，9，1 4 5（7，8）（3，4）（10，11）2（6，1）9

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡5鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 20戦7勝 賞金 147，114，000円

26012 9月10日 晴 良 （28阪神4）第1日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
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
1：32．0
1：30．7

良
良

11 ビップライブリー 牡3栗 55 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456± 01：32．6 3．7�
23 ウインクレド 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 466－ 21：33．13 175．6�
713 ダノンスパーク 牡3鹿 55 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522－ 6 〃 クビ 12．3�
35 マコトサダイジン �5栗 57 池添 謙一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 6 〃 アタマ 44．5�
714 プルメリアスター 牝4鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 430－ 81：33．2クビ 10．0	
715 ナ ー ウ ル 牝3青鹿53 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 466＋ 8 〃 アタマ 8．9

59 キングナポレオン �5黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 アタマ 31．8�
24 � スズカファイン 牡4栗 57

54 ▲荻野 極永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480＋ 21：33．41� 37．0�
47 カ ジ ノ ブ ギ 牝3鹿 53 藤岡 康太 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 458－ 21：33．5クビ 5．7
36 テイエムダンシング 牡4鹿 57

55 △義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 486＋ 2 〃 クビ 123．0�
611� サトノユニコーン 牡6鹿 57 M．デムーロ里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B468－ 21：33．6クビ 6．5�
12 ウインハートビート 牡3栗 55 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458－141：33．81 22．9�
510 エピックウィン 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 462－ 21：33．9	 235．7�
48 � ラ バ ニ ー ユ 牝4芦 55 国分 優作前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 414＋ 41：34．0
 63．1�
816 グランノーブル 牡3鹿 55 武 豊三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 492± 01：34．1クビ 6．1�
818 エイシンギガント 牡3黒鹿55 松田 大作�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 464＋121：34．31� 77．0�
612 エイシンリベラル 牡3黒鹿55 酒井 学�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 452± 01：34．83 57．4�
817 ドラゴンヴァース 牡4黒鹿57 幸 英明窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496＋ 61：34．9
 65．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，521，400円 複勝： 73，999，600円 枠連： 39，926，900円
馬連： 157，363，100円 馬単： 60，327，200円 ワイド： 75，335，800円
3連複： 201，155，700円 3連単： 264，106，100円 計： 923，735，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 2，660円 � 380円 枠 連（1－2） 6，170円

馬 連 �� 27，010円 馬 単 �� 34，750円

ワ イ ド �� 7，540円 �� 1，040円 �� 19，830円

3 連 複 ��� 78，160円 3 連 単 ��� 357，900円

票 数

単勝票数 計 515214 的中 � 109352（1番人気）
複勝票数 計 739996 的中 � 134358（1番人気）� 5687（17番人気）� 48848（7番人気）
枠連票数 計 399269 的中 （1－2） 5009（17番人気）
馬連票数 計1573631 的中 �� 4804（58番人気）
馬単票数 計 603272 的中 �� 1302（96番人気）
ワイド票数 計 753358 的中 �� 2527（67番人気）�� 19438（11番人気）�� 955（103番人気）
3連複票数 計2011557 的中 ��� 1930（204番人気）
3連単票数 計2641061 的中 ��� 535（940番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―11．5―11．4―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．5―46．0―57．4―1：09．1―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 4，10（2，14）（9，12，18）（5，15）（3，11，16）（8，6，7，17）1－13 4 4（10，14）（2，9）（5，18）（15，12）16（3，11，17）（1，8，6，7）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップライブリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．2．14 京都1着

2013．3．12生 牡3栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 5戦2勝 賞金 14，250，000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。
（非当選馬） 1頭 エーティーサンダー号



（28阪神4）第1日 9月10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 170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 手 当

203，750，000円
2，530，000円
12，180，000円
1，100，000円
20，580，000円
62，137，250円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
426，615，000円
762，195，800円
218，187，000円
961，986，200円
554，233，800円
531，395，100円
1，321，855，000円
2，311，013，800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 7，087，481，700円

総入場人員 15，185名 （有料入場人員 14，050名）
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