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2607310月1日 曇 重 （28阪神4）第7日 第1競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

713 シ ロ ニ イ 牡2白 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－161：53．3 1．7�

816 タガノディグオ 牡2黒鹿55 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 514＋ 21：53．51� 7．6�

23 ミキノトランペット 牡2鹿 55 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 506－101：53．81� 23．7�
48 タガノアンピール 牡2黒鹿55 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 552＋ 2 〃 クビ 16．4�
36 ブルックリンソウル 牡2鹿 55 福永 祐一村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 21：54．01� 21．7�
11 ダイナミックバトル 牡2芦 55 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 	川 啓一 472＋ 61：54．21� 6．8	
815 シゲルクーガー 
2鹿 55

54 ☆	島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 470± 01：54．3� 41．8

47 � タ ピ ゾ ー 牡2芦 55 M．デムーロ大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford 502± 01：54．4クビ 8．6�
12 アウトレイジャス 牡2鹿 55 古川 吉洋 �CHEVAL AT-

TACHE 木原 一良 新冠 カミイスタット 498＋ 81：54．93 225．3�
510 ブルベアラクーン 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 520－ 41：55．0クビ 114．8
714 マ リ ナ ー 牡2栗 55 中谷 雄太前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 41：55．21� 87．3�
611 マンボビート 牡2黒鹿55 川田 将雅 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 中村 雅明 448－ 41：55．52 38．1�
59 スターファルコン 牡2鹿 55 松若 風馬中本 行則氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 450± 01：55．81� 89．0�
612 メイショウハチク 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 468－ 6 〃 クビ 106．7�
24 メイショウワカクサ 牝2鹿 54 松田 大作松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 482－201：56．01� 117．7�
35 メ イ ト サ ン 牡2鹿 55 F．ヴェロン J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：58．6大差 25．5�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，077，200円 複勝： 64，356，200円 枠連： 12，892，000円
馬連： 54，400，700円 馬単： 36，719，000円 ワイド： 35，239，600円
3連複： 81，108，500円 3連単： 110，784，200円 計： 428，577，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 380円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 770円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 計 330772 的中 � 149594（1番人気）
複勝票数 計 643562 的中 � 336417（1番人気）� 55961（4番人気）� 19934（6番人気）
枠連票数 計 128920 的中 （7－8） 19007（2番人気）
馬連票数 計 544007 的中 �� 60827（2番人気）
馬単票数 計 367190 的中 �� 24407（3番人気）
ワイド票数 計 352396 的中 �� 30321（2番人気）�� 11236（6番人気）�� 5537（19番人気）
3連複票数 計 811085 的中 ��� 20694（5番人気）
3連単票数 計1107842 的中 ��� 10670（10番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．1―12．6―12．6―12．8―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．8―49．4―1：02．0―1：14．8―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ロ ニ イ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．4 小倉4着

2014．2．13生 牡2白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 タピゾー号の騎手M．デムーロは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイトサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月1日まで平地競走に

出走できない。
※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 ランドジュピター号
（非抽選馬） 1頭 ビップディオス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2607410月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

23 ブ リ ラ ー レ 牡2栗 55 福永 祐一早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－ 21：23．3 3．7�
59 ファームフェイス 牝2鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 444－ 4 〃 クビ 7．8�
24 スマートウェールズ 牡2黒鹿55 浜中 俊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 452－ 61：23．4クビ 8．7�
817 カ ロ ス 牡2栗 55 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 476＋10 〃 クビ 13．4�
816 スピリットソウル 牡2黒鹿55 M．デムーロ落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 3．6�
713 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 406－ 41：23．61� 13．9	
714 トーホウドミンゴ 牡2青鹿55 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 470－ 61：23．7クビ 259．3

47 カフジリバー 牡2鹿 55 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 8 〃 アタマ 8．8�
11 ブルベアバイソン 牡2栗 55 田中 健 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 472－ 41：23．91� 458．2�
612 メイショウカリナン 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 480＋121：24．21� 36．7
12 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 408＋ 41：24．3クビ 62．9�
510 ユキエファルコン 牡2黒鹿55 和田 竜二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 472－ 2 〃 クビ 55．9�
715 ニシノエアレス 牝2栗 54 藤岡 佑介西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 444－161：24．51 8．3�
818 ドリームズライン 牡2栗 55 松田 大作杉山 忠国氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 462＋161：24．81� 329．5�
48 ブルベアゼブラ 牡2黒鹿55 古川 吉洋 �ブルアンドベア 木原 一良 日高 厚賀古川牧場 476＋ 2 〃 クビ 523．5�
35 グ ラ マ シ ー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 田中 裕之 424＋ 21：24．9� 269．5�
611 エスシージン 牝2栗 54 �島 良太工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 446＋ 81：25．0クビ 360．0�
36 シゲルウルフ 牡2黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 460－ 21：26．59 359．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，801，200円 複勝： 40，688，000円 枠連： 15，129，200円
馬連： 54，562，200円 馬単： 25，689，900円 ワイド： 31，991，900円
3連複： 73，029，000円 3連単： 84，881，800円 計： 350，773，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 210円 � 240円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 600円 �� 530円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 17，550円

票 数

単勝票数 計 248012 的中 � 53606（2番人気）
複勝票数 計 406880 的中 � 68525（2番人気）� 50738（3番人気）� 39551（5番人気）
枠連票数 計 151292 的中 （2－5） 10299（4番人気）
馬連票数 計 545622 的中 �� 26583（7番人気）
馬単票数 計 256899 的中 �� 7916（5番人気）
ワイド票数 計 319919 的中 �� 13771（5番人気）�� 15854（2番人気）�� 7871（14番人気）
3連複票数 計 730290 的中 ��� 13812（12番人気）
3連単票数 計 848818 的中 ��� 3505（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―11．9―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．1―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．2
3 ・（2，12）（6，10）（3，17）（1，9，18）（5，7，16）（8，11，13）15－14－4 4 ・（2，12）（6，10，17）（3，9，16）（1，7，18）13，5（11，15）（8，4，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブ リ ラ ー レ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．8．27 新潟3着

2014．1．29生 牡2栗 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※ミュルミューレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 阪神競馬 第７日



2607510月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時55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
1：46．2
1：45．9

良
良

815 カ デ ナ 牡2鹿 55 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 458＋ 41：49．1 1．7�
23 ガンサリュート 牡2黒鹿55 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 502－ 41：49．2� 4．3�
11 ゴットルンタ 牡2鹿 55 藤岡 佑介後藤 進氏 木原 一良 日高 本間牧場 500－ 21：49．94 6．8�
59 ルタンデュボヌール 牡2黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：50．43 14．5�
48 � ソニックアロー 牡2栗 55 松若 風馬大野 照旺氏 森 秀行 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

512＋ 41：50．5� 12．9�
816 マイネルハドソン 牡2青鹿55 F．ヴェロン 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 21：50．6	 61．6

（仏）

35 シュンヒーロー 牡2鹿 55
54 ☆
島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 畠山牧場 470－101：50．7クビ 239．2�

611 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 460＋10 〃 クビ 30．0�
24 ハンズスミス 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 440± 01：50．8	 164．0

713 タガノヤグラ 牡2栗 55 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450－ 41：50．9	 375．7�

510 シゲルボスザル 牡2黒鹿 55
52 ▲坂井 瑠星森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 472＋ 6 〃 クビ 49．3�
714 キ ク ノ ル ア 牡2栗 55 岩田 康誠菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 500＋101：51．0クビ 18．6�
612 ト ラ ネ コ 牡2黒鹿55 幸 英明桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 422－18 〃 ハナ 70．7�
36 ブルベアライノ 牡2芦 55 和田 竜二 	ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 466＋ 4 〃 クビ 69．6�
12 コスモワンエイティ 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 406－101：51．63	 286．5�
47 ゴーフォーザベスト 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太前田 剛氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 2 〃 ハナ 512．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，596，900円 複勝： 60，083，400円 枠連： 12，687，200円
馬連： 51，515，700円 馬単： 34，498，500円 ワイド： 36，387，200円
3連複： 75，868，400円 3連単： 117，823，200円 計： 421，460，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（2－8） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，900円

票 数

単勝票数 計 325969 的中 � 145518（1番人気）
複勝票数 計 600834 的中 � 322340（1番人気）� 80533（2番人気）� 53640（3番人気）
枠連票数 計 126872 的中 （2－8） 26827（1番人気）
馬連票数 計 515157 的中 �� 103676（1番人気）
馬単票数 計 344985 的中 �� 42485（1番人気）
ワイド票数 計 363872 的中 �� 57153（1番人気）�� 42168（2番人気）�� 21101（3番人気）
3連複票数 計 758684 的中 ��� 81628（1番人気）
3連単票数 計1178232 的中 ��� 44874（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―12．3―12．4―12．7―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．1―48．4―1：00．8―1：13．5―1：25．5―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．6
3 8，3（1，5）（2，14）（11，15）（4，16，9）（6，7，12）10，13 4 8，3（1，5，14）（2，11，15）9，4（16，12）6（7，10）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ デ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2016．9．10 阪神2着

2014．3．30生 牡2鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ルタンデュボヌール号は，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〕 ルタンデュボヌール号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2607610月1日 曇 重 （28阪神4）第7日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ドンボラーレ 牡3栗 57 浜中 俊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 21：24．0 3．6�
612 ゴールデンバイオ 牡3芦 57 M．デムーロバイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 450－ 41：24．63� 4．1�
11 リ ン ネ 牝3鹿 55 北村 友一下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 478＋ 41：25．34 15．8�
714 ショーストーム 牡3鹿 57 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 480＋ 21：25．72� 3．9�
24 カフジキセキ 牝3黒鹿55 藤懸 貴志加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム 456＋ 4 〃 クビ 146．0	
23 シゲルヒメオコゼ 牝3黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 432－ 61：26．65 229．1

713 テアトロレアル 牝3黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：26．7� 43．5�
816 ピーマックス 牝3鹿 55 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 飯田 雄三 平取 北島牧場 444± 01：27．44 146．3
35 スタンリープール 牝3黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 416± 01：27．82� 24．2�
12 ビッグステラ 牝3栗 55 酒井 学中辻 明氏 大久保龍志 むかわ 上水牧場 548＋16 〃 アタマ 15．6�
611 エスシーシャール 牡3黒鹿57 松若 風馬工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 490＋141：28．0� 23．1�
36 	 トラスコード 牡3鹿 57

54 ▲森 裕太朗林 正道氏 橋口 慎介 米
Sequel Thoroughbreds,
Hidden Lake Farm &
Elena Ahlschwede

530 ―1：28．31� 19．3�
47 スターペスマックス 牡3鹿 57

56 ☆岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 438－ 4 〃 クビ 7．1�
815 オドラニャソンソン 牡3栗 57

54 ▲坂井 瑠星小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 484＋ 41：29．04 91．2�
510 エレジェントマイン 牝3鹿 55

52 ▲荻野 極下河�行雄氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 452＋121：29．63� 139．1�
48 ウォータークローネ 牝3鹿 55 川田 将雅山岡 良一氏 中内田充正 浦河 伏木田牧場 454＋ 21：33．0大差 62．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，490，700円 複勝： 35，157，000円 枠連： 13，609，100円
馬連： 54，116，700円 馬単： 27，476，400円 ワイド： 33，224，800円
3連複： 72，393，100円 3連単： 91，557，500円 計： 353，025，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 310円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 350円 �� 860円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 254907 的中 � 55791（1番人気）
複勝票数 計 351570 的中 � 80987（1番人気）� 62252（3番人気）� 21192（5番人気）
枠連票数 計 136091 的中 （5－6） 15560（3番人気）
馬連票数 計 541167 的中 �� 60183（3番人気）
馬単票数 計 274764 的中 �� 14559（5番人気）
ワイド票数 計 332248 的中 �� 26638（4番人気）�� 9447（7番人気）�� 7689（9番人気）
3連複票数 計 723931 的中 ��� 16972（8番人気）
3連単票数 計 915575 的中 ��� 5681（22番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．5―12．3―12．5―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―34．0―46．3―58．8―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 ・（1，4）（9，2）5，14，8，12（7，15）（13，10）3，11，16－6 4 ・（1，4，2）（9，14）5，12－13（3，15）8，7（10，11，16，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドンボラーレ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Miswaki デビュー 2015．10．18 京都6着

2013．5．20生 牡3栗 母 リキマドレード 母母 Wink At Danger 14戦1勝 賞金 14，530，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラスコード号・スターペスマックス号・オドラニャソンソン号・エレジェントマイン号・

ウォータークローネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月1日まで平地競
走に出走できない。

※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 エアビートワン号
（非抽選馬） 2頭 エイシンイクサボシ号・モズジャカランダ号



2607710月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 4，900，000
4，900，000

円
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
1：59．8

良
良

67 スズカフロンティア 牡2鹿 55 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424 ―2：04．8 11．5�
79 サトノアーサー 牡2青鹿55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 同着 1．1�
33 グラットシエル 牡2黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 494 ―2：05．65 7．3�
78 マイブルーヘブン 牡2鹿 55 松山 弘平三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 458 ― 〃 クビ 88．1�
55 マンボスカイ 牝2黒鹿54 M．デムーロ吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490 ―2：05．81� 14．7�
22 ブルベアバック 牡2鹿 55 幸 英明 	ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 432 ―2：06．01� 212．2

810 タガノシャルドネ 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456 ―2：06．42� 43．3�

66 ブランニューカップ 牝2青鹿54 岩田 康誠吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 436 ―2：06．5クビ 95．9�
811 メイショウオオヅツ 牡2鹿 55 松若 風馬松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 522 ―2：06．71� 52．0
11 メイショウカンキ 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 488 ―2：07．44 75．8�
44 アムールバローズ 牡2黒鹿55 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 504 ―2：10．7大差 28．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，664，500円 複勝： 107，313，900円 枠連： 10，501，200円
馬連： 42，923，400円 馬単： 45，051，800円 ワイド： 31，655，000円
3連複： 57，083，700円 3連単： 167，184，800円 計： 504，378，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

220円
110円 複 勝 �

�
130円
100円 � 120円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 450円 馬 単 ��
��

850円
260円

ワ イ ド �� 180円 ��
��

360円
130円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ���
���

2，940円
580円

票 数

単勝票数 計 426645 的中 � 29455（3番人気）� 287551（1番人気）
複勝票数 計1073139 的中 � 45251（3番人気）� 873644（1番人気）� 60047（2番人気）
枠連票数 計 105012 的中 （6－7） 18858（2番人気）
馬連票数 計 429234 的中 �� 72641（2番人気）
馬単票数 計 450518 的中 �� 17460（6番人気）�� 71050（2番人気）
ワイド票数 計 316550 的中 �� 43125（2番人気）�� 15602（5番人気）�� 84532（1番人気）
3連複票数 計 570837 的中 ��� 97843（1番人気）
3連単票数 計1671848 的中 ��� 19498（18番人気）��� 109094（2番人気）

ハロンタイム 13．5―12．5―13．9―13．1―12．3―11．8―11．8―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―26．0―39．9―53．0―1：05．3―1：17．1―1：28．9―1：40．9―1：52．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカフロンティア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2014．3．27生 牡2鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 1戦1勝 賞金 4，900，000円
市場取引馬
サトノアーサー �

�
父 ディープインパクト �

�
母父 Redoute’s Choice 初出走

2014．3．1生 牡2青鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 1戦1勝 賞金 4，900，000円
〔発走状況〕 マイブルーヘブン号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻4分遅延。

2607810月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時45分 （ダート・右）

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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

610 アイアンテーラー 牝2栗 54 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 460 ―1：52．8 12．0�
69 バングライオン 牡2黒鹿55 武 豊ライオンレースホース� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 436 ―1：52．9� 6．9�
813 ワイドコマンダー 牡2鹿 55 藤岡 康太幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 504 ―1：54．38 5．3�
11 ゼ ル ビ ー ノ 牡2栗 55 M．デムーロ �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470 ―1：54．83 3．3�
33 テルペリオン 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 496 ― 〃 クビ 6．9	
57 ペ ガ ー ズ 牡2鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 466 ―1：55．11� 29．3

58 タ ル ガ 牡2黒鹿55 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500 ―1：55．63 5．4�
45 エンパイアカラー �2黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星吉澤 克己氏 角田 晃一 新冠 ヒカル牧場 B504 ―1：55．7� 94．8�
814 メイショウササユリ 牝2黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 490 ―1：55．91� 40．3
46 パイオニアシーザー 牡2黒鹿55 松山 弘平 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 510 ―1：56．0� 68．4�
711 メイショウバンカラ 牡2鹿 55 北村 友一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504 ―1：56．1� 13．2�
22 ユキノタイガ 牡2芦 55 古川 吉洋村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 474 ―1：56．2クビ 138．1�
712 ヒロノランマン 牡2栗 55 四位 洋文サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 492 ―1：59．4大差 57．8�
34 ヤマニンアンプリメ 牝2鹿 54 岩田 康誠土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 462 ― （競走中止） 31．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，649，300円 複勝： 33，222，300円 枠連： 13，745，400円
馬連： 47，595，100円 馬単： 25，494，700円 ワイド： 29，403，500円
3連複： 64，046，700円 3連単： 82，752，500円 計： 322，909，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 320円 � 230円 � 190円 枠 連（6－6） 4，030円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，070円 �� 800円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 61，910円

票 数

単勝票数 計 266493 的中 � 17641（6番人気）
複勝票数 計 332223 的中 � 24022（6番人気）� 38271（5番人気）� 50512（2番人気）
枠連票数 計 137454 的中 （6－6） 2640（16番人気）
馬連票数 計 475951 的中 �� 8015（19番人気）
馬単票数 計 254947 的中 �� 1987（39番人気）
ワイド票数 計 294035 的中 �� 4535（18番人気）�� 7054（13番人気）�� 9727（9番人気）
3連複票数 計 640467 的中 ��� 5780（30番人気）
3連単票数 計 827525 的中 ��� 969（210番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．0―12．6―12．5―12．7―12．3―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．9―49．5―1：02．0―1：14．7―1：27．0―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアンテーラー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2014．3．8生 牝2栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヤマニンアンプリメ号は，競走中に疾病〔寛跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ペガーズ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノランマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月1日まで平地競

走に出走できない。



2607910月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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
2：24．2
2：22．1

良
良

11 シ ャ ケ ト ラ 牡3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 518＋ 62：27．1 1．6�

612 ライトファンタジア 牝4栗 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：27．73� 13．0�
59 メイショウガーデン 牝3黒鹿52 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 516＋ 2 〃 アタマ 13．6�
816 フォイヤーヴェルク 牡3青鹿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 450＋142：27．8� 20．8�
23 フ ォ ン ス 牡3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 62：27．9クビ 20．3	
47 ララエクラテール 牡4鹿 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B426－102：28．0� 27．0

36 ナムラヘイハチロー 牡3鹿 54 松田 大作奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 450－12 〃 クビ 9．2�
715 グローリーミスト 牡3青鹿54 古川 吉洋 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 476± 02：28．1� 148．1�
24 フォースフィールド 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 428－ 22：28．2クビ 233．9
35 タガノスケルド 牝3栗 52 酒井 学八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426± 0 〃 クビ 372．3�
611 ウイングカイユウ 	3鹿 54 森 一馬池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 470－ 42：28．83� 387．5�
714 リッチガール 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋10 〃 アタマ 46．4�

818 エルリストン 牡3黒鹿54 福永 祐一�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 470＋ 42：28．9� 6．5�
12 マイネルシャウト 牡3栗 54 F．ヴェロン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：29．0� 211．3�
（仏）

48 フォーラウェイ 牡3鹿 54 中谷 雄太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 62：29．74 98．5�
713 ヴァーサトル 牡4黒鹿57 藤岡 佑介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 502－ 42：30．76 26．4�
817
 ジョリーザスターズ 牝3黒鹿52 北村 友一大塚 亮一氏 斉藤 崇史 仏

Mr Marcello
Randelli, Mlle
Sonja Banziger

470＋ 42：31．12� 221．4�
510 ミスターウインディ 牡3黒鹿54 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 504＋ 82：33．0大差 99．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，188，200円 複勝： 85，355，600円 枠連： 17，691，100円
馬連： 72，787，800円 馬単： 40，072，700円 ワイド： 46，097，300円
3連複： 99，193，900円 3連単： 148，306，900円 計： 548，693，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 270円 � 280円 枠 連（1－6） 1，060円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 510円 �� 520円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 10，150円

票 数

単勝票数 計 391882 的中 � 188464（1番人気）
複勝票数 計 853556 的中 � 494868（1番人気）� 38481（4番人気）� 36545（5番人気）
枠連票数 計 176911 的中 （1－6） 12933（4番人気）
馬連票数 計 727878 的中 �� 54502（3番人気）
馬単票数 計 400727 的中 �� 22004（3番人気）
ワイド票数 計 460973 的中 �� 23847（3番人気）�� 23822（4番人気）�� 5149（23番人気）
3連複票数 計 991939 的中 ��� 18683（13番人気）
3連単票数 計1483069 的中 ��� 10591（21番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．4―12．3―12．4―11．8―12．2―12．4―12．5―11．9―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．5―36．9―49．2―1：01．6―1：13．4―1：25．6―1：38．0―1：50．5―2：02．4―2：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3

・（9，18）3（6，7，10）－（1，13）（2，8）16，11（15，5，14）17（4，12）・（18，13）－9（3，6，10）7（2，1）（8，16）－（15，14）－12－11，5，17，4
2
4
18，9（3，6，10）7，1（2，13）8－16－11（15，14）5（4，17）12・（18，13，9）3（6，7）（2，1）16（8，12）（15，14）（10，5）（11，4）＝17

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ケ ト ラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．6．12 阪神1着

2013．3．17生 牡3青鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 3戦2勝 賞金 14，935，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスターウインディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月1日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニホンピログレード号・マスカーニ号
（非抽選馬） 2頭 アナザーワールド号・ゴルディオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2608010月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 オーバーカム �3鹿 55 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502± 01：52．6 2．4�
816 オ ー パ �3鹿 55 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B486－ 21：52．81 16．6�
48 ウェーブキング 牡4鹿 57 松田 大作万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 512＋101：52．9� 7．9�
24 ハッピーロード �5栗 57 和田 竜二豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 496＋ 8 〃 クビ 23．1�
510 ハトマークエース 牡4黒鹿57 M．デムーロ山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 476＋ 41：53．0� 5．1�
713 ニホンピロサンダー 牡4黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 496± 01：53．1� 52．9	
815 トウショウコマンチ 牡3青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－ 21：53．2クビ 4．6

59 スマイルフォース 牡4鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 21：53．3� 133．6�
36 メイショウカシュウ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496＋121：53．4� 255．4�
23 サ ン キ ュ ー 牡3栗 55 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 510＋ 8 〃 ハナ 59．8
714 ローデルバーン 牡3黒鹿55 田中 健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 456－ 4 〃 ハナ 49．9�
47 タガノアーバニティ 牡3栗 55 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482± 01：53．6� 40．2�
612 メイショウバッハ 牡3栗 55 浜中 俊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 478± 01：53．81
 45．4�
11 ダイナミックアロー 牡3鹿 55 池添 謙一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 496＋141：54．65 69．6�
12 クリノウィンザー 牡3鹿 55 岩田 康誠栗本 博晴氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 542＋ 61：54．81
 15．4�
611� グランプリビッグ 牡3鹿 55 中谷 雄太北側 雅勝氏 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 500－ 31：55．22� 298．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，834，100円 複勝： 54，081，800円 枠連： 20，174，700円
馬連： 89，014，800円 馬単： 43，948，000円 ワイド： 50，643，600円
3連複： 110，973，300円 3連単： 151，575，600円 計： 558，245，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 340円 � 210円 枠 連（3－8） 560円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 840円 �� 350円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 20，930円

票 数

単勝票数 計 378341 的中 � 125673（1番人気）
複勝票数 計 540818 的中 � 159292（1番人気）� 29224（7番人気）� 58768（4番人気）
枠連票数 計 201747 的中 （3－8） 27694（1番人気）
馬連票数 計 890148 的中 �� 29558（8番人気）
馬単票数 計 439480 的中 �� 10177（12番人気）
ワイド票数 計 506436 的中 �� 14819（8番人気）�� 41711（2番人気）�� 8057（18番人気）
3連複票数 計1109733 的中 ��� 17505（12番人気）
3連単票数 計1515756 的中 ��� 5248（51番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．7―12．9―12．8―12．4―12．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．6―50．5―1：03．3―1：15．7―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4F49．3―3F36．9
1
3
5，6（2，12）（8，15）10（3，7，14）（1，9，13）4，16－11
5（6，12）（2，15）8（10，14）（3，7）（9，13）4－16（11，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーバーカム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．7．11 中京3着

2013．4．5生 �3鹿 母 プラジェラート 母母 バルドネキア 7戦2勝 賞金 16，960，000円
〔制裁〕 スマイルフォース号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤデライト号・フィールドリアン号・マコトシャムロック号



2608110月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第9競走 ��
��1，400�ヤ マ ボ ウ シ 賞

発走14時25分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：23．5
1：23．1

重
重

811 ネコワールド 牡2鹿 55 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 新井 弘幸 494± 01：25．0 4．2�
22 ハングリーベン 牡2鹿 55 野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 430± 0 〃 ハナ 20．4�
11 サザンボルケーノ 牡2栗 55 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 470＋ 41：25．21� 8．4�
67 ディオスコリダー 牡2黒鹿55 藤岡 康太野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 490－ 21：26．15 4．2�
44 コパノオリジナル 牝2鹿 54 菱田 裕二小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 430± 01：26．41� 282．2�
79 テイエムソッキュウ 牡2青鹿55 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 472－ 2 〃 アタマ 26．3�
810	 ブレイヴコール 牡2鹿 55 吉村 智洋南條 浩輝氏 諏訪 貴正 安平 
橋本牧場 474－ 3 〃 ハナ 20．9	

（兵庫） （兵庫）

78 ドリームアロー 牡2鹿 55 池添 謙一 
カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 出口牧場 392－ 41：27．46 33．5�

33 メイクグローリー 牡2栗 55 F．ヴェロンライオンレースホース
 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 478－ 41：28．14 4．1�
（仏）

66 シーハリケーン 牡2鹿 55 松山 弘平 社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 462－121：28．31 16．9�
55 ロ ジ セ ン ス 牝2鹿 54 川田 将雅久米田正明氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 522＋ 21：28．4� 5．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，947，200円 複勝： 51，873，700円 枠連： 17，651，500円
馬連： 101，559，600円 馬単： 52，249，300円 ワイド： 49，828，700円
3連複： 126，929，100円 3連単： 203，274，400円 計： 645，313，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 500円 � 270円 枠 連（2－8） 3，760円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 800円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 58，410円

票 数

単勝票数 計 419472 的中 � 79436（2番人気）
複勝票数 計 518737 的中 � 87924（3番人気）� 22588（7番人気）� 48811（5番人気）
枠連票数 計 176515 的中 （2－8） 3630（17番人気）
馬連票数 計1015596 的中 �� 16141（21番人気）
馬単票数 計 522493 的中 �� 5059（33番人気）
ワイド票数 計 498287 的中 �� 6606（24番人気）�� 16668（9番人気）�� 4770（33番人気）
3連複票数 計1269291 的中 ��� 7542（47番人気）
3連単票数 計2032744 的中 ��� 2523（214番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―12．1―12．7―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．3―46．4―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネコワールド �
�
父 ノボジャック �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．6．18 東京1着

2014．3．17生 牡2鹿 母 イーグルフォンテン 母母 イーグルマドンナ 3戦2勝 賞金 17，238，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2608210月1日 曇 稍重 （28阪神4）第7日 第10競走 ��
��1，200�

あ し や が わ

芦 屋 川 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；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
1：07．1
1：06．5

良
良

59 ファインニードル 牡3鹿 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－101：08．8 5．1�

23 グレイトチャーター 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480± 01：09．01	 3．4�

12 ナインテイルズ 牡5栗 57 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 478－ 21：09．1
 7．8�
713 アルティマブラッド 牝4青鹿55 和田 竜二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 ハナ 8．8�
612 ヴィクタープライム 牡4青鹿57 藤岡 佑介村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 462－ 21：09．31	 20．7	
48 ワキノヒビキ 牡4鹿 57 松若 風馬脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 504± 01：09．51
 26．1

11 コンテッサトゥーレ 牝4鹿 55 F．ヴェロン �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 454＋ 41：09．92
 5．4�

（仏）

35 ラインロバート 牡7青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 460－ 81：10．0� 193．0�
510 リッシンロケット 牡6芦 57 吉村 智洋小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 468＋ 6 〃 アタマ 155．7

（兵庫）

36 � スキャットエディ 牡3鹿 55 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer
Hall 486＋ 21：10．1
 27．9�

714 バシレウスライオン 牡3鹿 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458－ 61：10．2クビ 31．7�
815 オースミチャド 牡5鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 アタマ 12．6�
24 アグネスマチュア 牡7鹿 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480－ 81：10．51� 376．4�
47 オーミアリス 牝4黒鹿55 国分 優作岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 482＋ 81：10．6
 64．3�
816 ワンダフルラッシュ 牝3黒鹿53 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 438＋10 〃 アタマ 13．6�
611 レ ム ミ ラ ス 牝5鹿 55 難波 剛健�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 448－101：11．02
 85．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，457，300円 複勝： 67，263，000円 枠連： 33，869，600円
馬連： 138，910，700円 馬単： 57，473，500円 ワイド： 67，494，300円
3連複： 178，240，200円 3連単： 233，945，900円 計： 822，654，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 140円 � 200円 枠 連（2－5） 1，050円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 370円 �� 820円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 454573 的中 � 70299（2番人気）
複勝票数 計 672630 的中 � 96633（2番人気）� 144709（1番人気）� 75437（4番人気）
枠連票数 計 338696 的中 （2－5） 24850（3番人気）
馬連票数 計1389107 的中 �� 121102（1番人気）
馬単票数 計 574735 的中 �� 21742（3番人気）
ワイド票数 計 674943 的中 �� 49798（1番人気）�� 19962（7番人気）�� 31055（4番人気）
3連複票数 計1782402 的中 ��� 54477（4番人気）
3連単票数 計2339459 的中 ��� 15144（17番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡3鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 11戦3勝 賞金 36，913，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ワキノヒビキ号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年10月8日から平成28年10月

15日まで騎乗停止。（被害馬：16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウォータースイング号・エルフィンコーブ号・クラウンカイザー号・センセーション号・タツデンコーセッカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



2608310月1日 晴 稍重 （28阪神4）第7日 第11競走
凱旋門賞初売記念

��
��2，000�第20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，27．10．3以降28．9．25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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 � マ ス ク ゾ ロ 牡5黒鹿56 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米
Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

532－ 22：01．7 3．6�
78 ピ オ ネ ロ 牡5鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 クビ 3．9�
79 � アポロケンタッキー 牡4鹿 57．5 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 562＋ 2 〃 アタマ 5．1�
811 ミ ツ バ 牡4鹿 54 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B458－ 22：02．12� 5．2�
67 カ ゼ ノ コ 牡5鹿 58 北村 友一	嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458＋ 22：02．63 20．2	
22 シンゼンレンジャー 牡7黒鹿53 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 506＋ 42：02．81
 101．0

33 トウシンイーグル �8鹿 54 菱田 裕二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B480＋ 22：03．43� 229．9�
44 キョウエイギア 牡3鹿 56 M．デムーロ田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 496＋112：03．5� 4．9�
55 ジュンファイトクン 牡4栗 48 酒井 学河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 460＋ 42：03．71
 92．2
810 メイショウイチオシ 牡5黒鹿55 岩田 康誠松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 542＋ 22：04．33� 25．3�
66  ランウェイワルツ 牡5栗 56 松若 風馬�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 514＋102：04．83 52．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 115，869，300円 複勝： 154，781，900円 枠連： 54，976，700円
馬連： 339，765，600円 馬単： 156，057，600円 ワイド： 153，828，900円
3連複： 469，108，500円 3連単： 886，890，200円 計： 2，331，278，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（1－7） 440円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 300円 �� 370円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計1158693 的中 � 257019（1番人気）
複勝票数 計1547819 的中 � 272086（3番人気）� 311728（1番人気）� 277060（2番人気）
枠連票数 計 549767 的中 （1－7） 95680（1番人気）
馬連票数 計3397656 的中 �� 329089（1番人気）
馬単票数 計1560576 的中 �� 74793（2番人気）
ワイド票数 計1538289 的中 �� 137027（1番人気）�� 102043（6番人気）�� 117761（3番人気）
3連複票数 計4691085 的中 ��� 312885（2番人気）
3連単票数 計8868902 的中 ��� 119386（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．4―12．9―12．3―12．5―12．3―12．1―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．3―48．2―1：00．5―1：13．0―1：25．3―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ ス ク ゾ ロ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．8．3 新潟13着

2011．2．18生 牡5黒鹿 母 Saravati 母母 Our Dani 14戦7勝 賞金 130，507，000円
〔制裁〕 トウシンイーグル号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

マスクゾロ号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：8番）

2608410月1日 晴 稍重 （28阪神4）第7日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （芝・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
1：07．1
1：06．5

良
良

24 サフランハート 牡3鹿 55 武 豊海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 432－101：09．3 6．7�
47 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：09．61� 12．1�
816 スマートグレイス 牝4栗 55 松若 風馬大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 480＋ 8 〃 クビ 4．2�
612 ナリタスターワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470± 01：09．7� 2．1�
36 レッドカーラ 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 434＋ 41：09．8クビ 11．0	
23 ス ワ ニ ル ダ 牝3芦 53

51 △城戸 義政服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 61：10．01 120．2

713 マイネルラック 牡3鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 470＋10 〃 クビ 23．7�
48 エスジープログレス 牡4栗 57 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 484＋181：10．42� 40．1�
35 トウシンムサシ 	5栗 57 松山 弘平�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 442－221：10．5クビ 163．0
12 
 ナムラスター 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B460－ 6 〃 アタマ 94．4�
59 ハコダテローズ 牝4鹿 55 中谷 雄太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 430＋ 41：10．6� 164．2�
815 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿57 北村 友一小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 494＋ 2 〃 クビ 40．6�
510 コリャコリャ 牝5鹿 55

52 ▲荻野 極小田切有一氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 480＋ 61：11．02 164．0�
11 ノミネーション 牡4黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 2 〃 ハナ 25．2�
714 ト キ ワ 牝4鹿 55 F．ヴェロン田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 474＋161：11．53 24．8�

（仏）

611 ミスズスター 牡3鹿 55
54 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 464＋201：11．71� 33．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，001，300円 複勝： 71，527，800円 枠連： 31，694，800円
馬連： 156，040，500円 馬単： 65，290，800円 ワイド： 73，103，600円
3連複： 184，784，200円 3連単： 278，129，800円 計： 914，572，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 260円 � 200円 枠 連（2－4） 2，770円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 710円 �� 890円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 38，570円

票 数

単勝票数 計 540013 的中 � 64100（3番人気）
複勝票数 計 715278 的中 � 98658（2番人気）� 64025（4番人気）� 97783（3番人気）
枠連票数 計 316948 的中 （2－4） 8855（11番人気）
馬連票数 計1560405 的中 �� 36590（12番人気）
馬単票数 計 652908 的中 �� 7696（22番人気）
ワイド票数 計 731036 的中 �� 18089（11番人気）�� 26838（5番人気）�� 20993（8番人気）
3連複票数 計1847842 的中 ��� 22984（18番人気）
3連単票数 計2781298 的中 ��� 5228（102番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サフランハート �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2016．1．16 京都2着

2013．5．28生 牡3鹿 母 サフランカーネギー 母母 ヨドノサフラン 9戦2勝 賞金 21，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フェザリータッチ号
（非抽選馬） 3頭 オールパーパス号・ダブルスキップ号・メッサーウイング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（28阪神4）第7日 10月1日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 179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 手 当

221，850，000円
13，370，000円
1，500，000円
24，540，000円
68，508，750円
4，815，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
519，577，200円
825，704，600円
254，622，500円
1，203，192，800円
610，022，200円
638，898，400円
1，592，758，600円
2，557，106，800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 8，201，883，100円

総入場人員 12，890名 （有料入場人員 11，965名）
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