
26001 9月8日 雨 不良 （30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
1：23．0
1：23．0

重
重

55 � フォートワズワース 牡2黒鹿54 M．デムーロ �シルクレーシング 西村 真幸 米 Chelston 510＋ 41：25．3 1．4�
79 � スマートドレイク 牡2鹿 54 和田 竜二大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont. Inc.,
Rod Ferguson Farms Ltd &
Donald Ferguson

478＋ 41：25．51 23．6�
56 グッドヘルスバイオ 牡2芦 54 �島 克駿バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 466＋101：25．81	 16．4�
812 マイネルプリサイス 牡2栗 54 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 472－ 41：26．12 22．7�
710 エイシンオーディン 牡2黒鹿54 幸 英明�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 472＋ 41：26．41	 5．8	
11 デンコウブレイブ 牡2黒鹿 54

52 △川又 賢治田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 448＋101：26．82
 80．4

68 アイファーメンバー 牡2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 468－ 21：26．9	 105．7�
811 メイショウトーチ 牡2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 496－ 41：27．53
 9．1�
33 ブルベアアルジェン 牡2栗 54 小崎 綾也 �ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 508－ 41：27．81	 216．9
44 ニシノクローデット 牝2鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 中竹 和也 浦河 市正牧場 482＋161：29．18 28．6�
67 ヒロノトウリョウ 牡2鹿 54 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 新冠 新冠伊藤牧場 462＋ 21：29．63 145．3�
22 ス ト レ ル カ 牡2鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 森田 直行 新冠 村田牧場 490＋101：32．0大差 25．9�
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売 得 金
単勝： 26，317，800円 複勝： 57，564，300円 枠連： 9，644，100円
馬連： 38，226，800円 馬単： 27，676，300円 ワイド： 28，622，600円
3連複： 59，836，400円 3連単： 99，132，000円 計： 347，020，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 300円 � 240円 枠 連（5－7） 260円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 530円 �� 400円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 263178 的中 � 144225（1番人気）
複勝票数 計 575643 的中 � 383856（1番人気）� 17634（6番人気）� 23930（4番人気）
枠連票数 計 96441 的中 （5－7） 28709（1番人気）
馬連票数 計 382268 的中 �� 22440（5番人気）
馬単票数 計 276763 的中 �� 13802（5番人気）
ワイド票数 計 286226 的中 �� 13911（5番人気）�� 19856（3番人気）�� 4399（19番人気）
3連複票数 計 598364 的中 ��� 14656（12番人気）
3連単票数 計 991320 的中 ��� 7122（33番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォートワズワース �
�
父 Verrazano �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．6．17 阪神4着

2016．2．19生 牡2黒鹿 母 Opulence 母母 Rags to Riches 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストレルカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月8日まで平地競走に

出走できない。

26002 9月8日 雨 重 （30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
1：45．6
1：45．6

良
良

55 ファクトゥーラ 牝2黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454± 01：49．1 3．2�

66 ウインアライバル 牡2栗 54 岩田 康誠�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 41：49．31� 11．1�
44 オ メ ガ 牡2鹿 54 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484± 01：49．62 1．4�
11 タイセイモナーク 牡2鹿 54 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 466± 01：49．92 73．5�
22 グランドビクトリー 牡2栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 474＋ 21：50．0� 11．5	
33 マルブツメロディー 牝2鹿 54 福永 祐一大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 498－ 21：51．48 29．7
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売 得 金
単勝： 28，955，600円 複勝： 70，804，500円 枠連： 発売なし
馬連： 25，117，500円 馬単： 25，029，800円 ワイド： 16，028，600円
3連複： 30，009，100円 3連単： 124，639，400円 計： 320，584，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 480円 � 860円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 220円 �� 110円 �� 140円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 289556 的中 � 73109（2番人気）
複勝票数 計 708045 的中 � 61057（2番人気）� 31422（3番人気）
馬連票数 計 251175 的中 �� 12868（5番人気）
馬単票数 計 250298 的中 �� 8499（7番人気）
ワイド票数 計 160286 的中 �� 11523（4番人気）�� 56360（1番人気）�� 26434（2番人気）
3連複票数 計 300091 的中 ��� 95902（1番人気）
3連単票数 計1246394 的中 ��� 27311（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．4―49．2―1：01．8―1：14．3―1：25．5―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．8
3 6，4，2，5（1，3） 4 6（4，5）2（1，3）

勝馬の
紹 介

ファクトゥーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sunray Spirit デビュー 2018．7．29 新潟2着

2016．2．22生 牝2黒鹿 母 カ ニ ョ ッ ト 母母 Compagne 2戦1勝 賞金 7，800，000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１日



26003 9月8日 小雨 不良 （30阪神4）第1日 第3競走 ��1，800�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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 プラチナアッシュ 牡3黒鹿 56
54 △川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 490－ 61：52．6 5．4�

611 プリディカメント 牝3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・ハムダン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504 ―1：52．81� 2．8�

47 メイショウセレーノ 牝3栗 54 松田 大作松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 476－ 21：53．22� 58．7�
612 ア イ ム ワ ン 牡3鹿 56 川島 信二 �ローレルレーシング 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 452－ 41：53．83� 26．2�
35 アフラマズダー 牡3鹿 56 小林 徹弥田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 506＋ 41：54．01� 4．9�
11 サンライズセイハ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 458－ 61：54．1� 25．7	
12 レイヴンウイングス 牡3黒鹿56 秋山真一郎 
社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 21：54．41� 7．4�
36 ゴルトグルーベ �3青鹿56 	島 良太吉田 晴哉氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 41：54．61 368．2�
714 ネイビーフラッグ 牡3鹿 56 松若 風馬谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 508－121：54．81� 17．0
48 ステップアップ 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 奥村 豊 日高 豊郷牧場 466＋101：54．9� 62．2�
510 アメイジングライト 牝3黒鹿54 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 81：55．0� 7．8�
59 ヴァリアスシチー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新冠 ムラカミファーム 452－ 81：55．21� 208．4�
815 レッドラギド 牡3栗 56 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 516－ 81：55．3� 125．9�
816 テイエムダイアラシ 牡3青鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 446＋ 21：56．04 17．1�
23 リベラメンテ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也 
シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：58．9大差 184．7�
24 アスターヒューズ 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 新冠 須崎牧場 B498＋ 81：59．11 99．4�
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売 得 金
単勝： 27，432，400円 複勝： 38，484，500円 枠連： 11，329，900円
馬連： 48，561，500円 馬単： 23，792，300円 ワイド： 36，449，100円
3連複： 72，598，400円 3連単： 83，615，200円 計： 342，263，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 160円 � 950円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 690円 �� 4，300円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 25，090円 3 連 単 ��� 128，160円

票 数

単勝票数 計 274324 的中 � 40093（3番人気）
複勝票数 計 384845 的中 � 41791（5番人気）� 83109（1番人気）� 7656（10番人気）
枠連票数 計 113299 的中 （6－7） 11289（1番人気）
馬連票数 計 485615 的中 �� 24664（6番人気）
馬単票数 計 237923 的中 �� 5359（14番人気）
ワイド票数 計 364491 的中 �� 14429（7番人気）�� 2109（42番人気）�� 2906（33番人気）
3連複票数 計 725984 的中 ��� 2170（77番人気）
3連単票数 計 836152 的中 ��� 473（416番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．1―50．0―1：02．3―1：14．6―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラチナアッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．5．20 新潟3着

2015．2．14生 牡3黒鹿 母 ダ ノ ニ ー 母母 リズミカルシチー 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 アスターヒューズ号は，発走後に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〕 リベラメンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月8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 ヴェールレガロ号
（非抽選馬） 2頭 ゴールデンタッチ号・トゥンバドーラ号

26004 9月8日 曇 重 （30阪神4）第1日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11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
1：31．9
1：30．7

良
良

47 ロードマドリード 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 中竹 和也 新ひだか ケイアイファーム B448＋ 61：34．2 2．0�
11 ア ト ミ カ 牝3鹿 54 �島 克駿合同会社東堂 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 432＋121：34．73 6．2�
713 ガナドゥール 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512－ 61：35．02 5．6�
612 クリノアリエル 牝3青 54 福永 祐一栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 426＋ 21：35．53 9．7�
23 エイシンエトワール 牝3青鹿54 M．デムーロ�栄進堂 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 430－ 41：35．71 9．7	
59 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 秋山真一郎山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 498－ 6 〃 アタマ 45．6

48 ピュールフォルス 牡3栗 56

54 △川又 賢治 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－10 〃 クビ 23．6�
24 ホジェリアアスール 牝3黒鹿54 城戸 義政�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 490＋ 41：35．8� 189．1�
714 レッドラファーガ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 中竹 和也 浦河 辻 牧場 458＋ 2 〃 クビ 23．0
817 ナリタリュウ 牡3鹿 56 古川 吉洋�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 498＋ 21：36．11	 216．7�
36 ワンダームナリック 牝3青鹿54 畑端 省吾山本 能成氏 吉村 圭司 浦河 秋場牧場 432－ 61：36．31 425．4�
816 ストームユニバンス 牡3栗 56

54 △富田 暁亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 432± 01：36．4	 48．7�
611 ポジティブスタンド 
3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 464－ 21：36．5	 15．1�
35 クリノカーロ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 476－ 41：36．92� 256．9�
818 オンワードマリー 牝3芦 54 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 420＋ 61：37．0	 537．5�
510 リッカモーリス 牡3青鹿56 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 434＋ 21：37．1クビ 525．1�
715 ハトマーククィーン 牝3青鹿54 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 478 ―1：37．42 157．6�
12 アイアンオオナミ 牝3鹿 54 国分 優作池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 438＋ 81：37．82� 566．6�
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売 得 金
単勝： 31，376，900円 複勝： 52，406，400円 枠連： 13，303，000円
馬連： 51，557，000円 馬単： 28，617，800円 ワイド： 37，747，900円
3連複： 75，807，300円 3連単： 100，510，700円 計： 391，327，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 250円 �� 240円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 313769 的中 � 121885（1番人気）
複勝票数 計 524064 的中 � 213432（1番人気）� 62925（3番人気）� 66836（2番人気）
枠連票数 計 133030 的中 （1－4） 16491（3番人気）
馬連票数 計 515570 的中 �� 60905（2番人気）
馬単票数 計 286178 的中 �� 21829（2番人気）
ワイド票数 計 377479 的中 �� 40577（2番人気）�� 43718（1番人気）�� 13251（6番人気）
3連複票数 計 758073 的中 ��� 54422（1番人気）
3連単票数 計1005107 的中 ��� 20611（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．9―47．2―59．4―1：11．1―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 5（2，4）18，1（7，6）（3，13）（8，17）（9，14）12，16，11（10，15） 4 5，2，4，18（1，7）（3，13，17，12）16（9，6，14）11，15，8－10

勝馬の
紹 介

ロードマドリード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2017．7．8 中京2着

2015．4．6生 牡3鹿 母 キャサリンオブアラゴン 母母 Monevassia 11戦1勝 賞金 23，150，000円
〔発走状況〕 エイシンエトワール号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

リッカモーリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クリノカーロ号の騎手服部寿希は，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30，000円。（被害馬：2番・4番）
〔その他〕 アイアンオオナミ号は，最後の直線コース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〕 ハトマーククィーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月8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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シュバルツブリッツ号・マレインジェニイ号
（非抽選馬） 3頭 タイフーン号・チュウワファースト号・モンアムール号



26005 9月8日 曇 重 （30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

44 � シャドウエンペラー 牡2鹿 54 和田 竜二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Godolphin 478 ―1：35．7 3．0�
66 マイネルリャードフ 牡2栗 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 436 ― 〃 クビ 56．8�
11 ダノンレグナム 牡2鹿 54 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 490 ―1：36．65 4．7�
33 ディアブルノワール 牝2黒鹿54 北村 友一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 アタマ 2．2�
22 � ノ イ ー ヴ ァ 牝2鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC 466 ―1：36．92 9．5�
77 ボーズキャット 牝2鹿 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：37．96 16．4	
88 メイケイペガトップ 牡2鹿 54

52 △富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 452 ―1：38．64 63．5

55 タトゥーアリ 牡2鹿 54 菱田 裕二 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新ひだか 稲葉牧場 540 ―1：40．6大差 107．3�
89 テイエムファイター 牡2鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前谷 武志 472 ―1：41．45 66．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，962，900円 複勝： 28，548，100円 枠連： 6，407，700円
馬連： 35，020，800円 馬単： 27，440，800円 ワイド： 23，797，000円
3連複： 46，383，400円 3連単： 111，662，900円 計： 316，223，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 660円 � 160円 枠 連（4－6） 8，560円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 270円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 45，120円

票 数

単勝票数 計 369629 的中 � 98947（2番人気）
複勝票数 計 285481 的中 � 63699（2番人気）� 7458（6番人気）� 50969（3番人気）
枠連票数 計 64077 的中 （4－6） 580（15番人気）
馬連票数 計 350208 的中 �� 4297（12番人気）
馬単票数 計 274408 的中 �� 2120（23番人気）
ワイド票数 計 237970 的中 �� 4473（11番人気）�� 26697（3番人気）�� 3391（13番人気）
3連複票数 計 463834 的中 ��� 5922（14番人気）
3連単票数 計1116629 的中 ��� 1794（95番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．5―12．2―11．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―48．3―1：00．5―1：11．8―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャドウエンペラー 
�
父 Just a Way 

�
母父 Tanino Gimlet 初出走

2016．3．11生 牡2鹿 母 Regency 母母 Velvet Queen 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムファイター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月8日まで平地

競走に出走できない。

26006 9月8日 曇 不良 （30阪神4）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

711 セパヌイール 牝3栗 53
51 △川又 賢治レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 438－ 41：10．9 4．7�

69 ブライトメジャー 牝4栗 55 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋101：11．11� 162．3�
57 マイウェイアムール 牝3青鹿53 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 484＋ 21：11．2� 3．9�
33 カクテルドレス 牝3芦 53 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 468＋ 21：11．41� 3．1�
710 ノボリレーヴ 牝3鹿 53 �島 良太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 452－ 61：11．5� 9．8�
812 ラタンドレス 牝5鹿 55 松若 風馬 �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 岡田スタツド 492＋ 6 〃 クビ 30．4	
68 メイショウハバネラ 牝4栗 55

53 △森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 61：11．71� 38．9

813 マリアスパン 牝3鹿 53 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 B474－ 21：12．02 15．7�
56 サンマルメジャール 牝6鹿 55 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 466＋ 4 〃 クビ 62．7�
11 ケアリアポンド 牝3栗 53

51 △富田 暁守内ひろ子氏 大根田裕之 日高 新生ファーム 436－101：12．1クビ 101．8
45 エナジーピエトラ 牝3栗 53

50 ▲西村 淳也 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 446± 0 〃 クビ 16．9�
22 ウェディングラン 牝6鹿 55 藤懸 貴志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 山田 政宏 468＋ 61：12．73� 310．1�
44 シ グ ル ー ン 牝4栗 55 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 41：13．01	 6．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，473，400円 複勝： 39，481，600円 枠連： 13，742，500円
馬連： 56，473，200円 馬単： 26，571，000円 ワイド： 37，361，100円
3連複： 78，376，100円 3連単： 95，707，600円 計： 378，186，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 2，060円 � 180円 枠 連（6－7） 3，980円

馬 連 �� 26，670円 馬 単 �� 40，750円

ワ イ ド �� 6，650円 �� 450円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 22，470円 3 連 単 ��� 174，340円

票 数

単勝票数 計 304734 的中 � 51852（3番人気）
複勝票数 計 394816 的中 � 54360（3番人気）� 3587（12番人気）� 70307（2番人気）
枠連票数 計 137425 的中 （6－7） 2674（12番人気）
馬連票数 計 564732 的中 �� 1641（46番人気）
馬単票数 計 265710 的中 �� 489（81番人気）
ワイド票数 計 373611 的中 �� 1361（51番人気）�� 23950（2番人気）�� 1525（47番人気）
3連複票数 計 783761 的中 ��� 2615（67番人気）
3連単票数 計 957076 的中 ��� 398（449番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．0―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．4
3 4（10，11）3，13，7（6，8，12）9－5（2，1） 4 4（10，11）（3，7，13）（8，12）6，9－5，1－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セパヌイール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．26 小倉7着

2015．4．18生 牝3栗 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 10戦2勝 賞金 19，411，000円
〔その他〕 シグルーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シグルーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年10月8日まで出走できない。



26007 9月8日 曇 不良 （30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

22 アロマティカス 牡4鹿 57
54 ▲服部 寿希山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B454－ 61：52．2 45．4�

56 アサカディスタンス 牡4鹿 57 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 462－ 4 〃 クビ 22．2�
11 マグナレガーロ 牡3青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：52．3クビ 1．3�
811 ロ ッ タ ラ ブ 牝4芦 55

53 △川又 賢治吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472＋ 41：52．4� 74．9�
67 セヴィルロアー 牡4鹿 57 幸 英明北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 484＋101：52．5	 13．9�
812 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 476－ 81：52．82 35．9	
710 ビップベリンダ 牝3黒鹿52 
島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 492－ 41：53．01� 68．1

79 ケンシュナウザー 牡4栗 57 太宰 啓介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470＋ 6 〃 アタマ 22．0�
68 カ ク リ ョ ウ 牡3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人重松 國建氏 安田 翔伍 浦河 山口 義彦 B466± 01：53．1アタマ 261．6�
33 レゲンダアウレア 牡3栗 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 61：53．2� 78．1
55 プエルタデルソル 牡4栗 57 M．デムーロ前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：53．94 4．1�
44 クインズオライリー 牝3芦 52 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 444－141：54．43 74．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，242，300円 複勝： 101，312，500円 枠連： 11，782，000円
馬連： 50，978，800円 馬単： 37，696，700円 ワイド： 35，881，800円
3連複： 68，715，200円 3連単： 140，577，500円 計： 479，186，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，540円 複 勝 � 420円 � 280円 � 110円 枠 連（2－5） 6，940円

馬 連 �� 27，780円 馬 単 �� 84，390円

ワ イ ド �� 4，450円 �� 740円 �� 530円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 228，000円

票 数

単勝票数 計 322423 的中 � 5676（7番人気）
複勝票数 計1013125 的中 � 15618（7番人気）� 26566（4番人気）� 766052（1番人気）
枠連票数 計 117820 的中 （2－5） 1315（16番人気）
馬連票数 計 509788 的中 �� 1422（33番人気）
馬単票数 計 376967 的中 �� 335（77番人気）
ワイド票数 計 358818 的中 �� 1921（34番人気）�� 12526（7番人気）�� 18527（5番人気）
3連複票数 計 687152 的中 ��� 6092（23番人気）
3連単票数 計1405775 的中 ��� 447（339番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．3―50．0―1：02．1―1：14．5―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アロマティカス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．6．18 函館10着

2014．5．6生 牡4鹿 母 ケージーメグミ 母母 ケージービューティ 26戦2勝 賞金 15，070，000円

26008 9月8日 小雨 重 （30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
1：57．2
1：56．1

良
良

77 レッドストーリア 牝4鹿 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 424＋ 41：59．9 16．7�
11 マイネルユニブラン 牡4黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 B508－162：00．0	 3．5�
33 テイエムオスカー 牡3黒鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム
牧場株式会社 486－ 82：00．42
 5．7�

66 キングフォルテ 牡3鹿 54 北村 友一平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 500－12 〃 アタマ 1．8�
44 テイケイドルチェ 牝3鹿 52

49 ▲西村 淳也兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 422＋ 82：01．03
 58．5�
55 ミッキーロイヤル 牡4鹿 57 岩田 康誠野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492－ 62：01．63
 15．6	
88 マーティンルナ 牝3鹿 52 藤懸 貴志大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 458＋ 22：01．92 45．6

22 メイショウアドリア 牡3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478－ 62：03．07 10．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，097，500円 複勝： 27，231，600円 枠連： 発売なし
馬連： 53，471，700円 馬単： 34，348，500円 ワイド： 27，679，600円
3連複： 55，284，700円 3連単： 139，427，900円 計： 367，541，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 320円 � 180円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 770円 �� 910円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 28，950円

票 数

単勝票数 計 300975 的中 � 14384（6番人気）
複勝票数 計 272316 的中 � 18580（5番人気）� 44472（2番人気）� 39794（3番人気）
馬連票数 計 534717 的中 �� 15538（9番人気）
馬単票数 計 343485 的中 �� 3512（23番人気）
ワイド票数 計 276796 的中 �� 8653（10番人気）�� 7243（13番人気）�� 26828（3番人気）
3連複票数 計 552847 的中 ��� 12331（12番人気）
3連単票数 計1394279 的中 ��� 3491（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．3―48．8―1：00．8―1：12．6―1：24．0―1：35．4―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドストーリア �

父 ディープインパクト �


母父 Marju デビュー 2016．10．10 京都8着

2014．2．25生 牝4鹿 母 ア ル レ シ ャ 母母 Reve d’Iman 14戦2勝 賞金 17，000，000円



26009 9月8日 小雨 不良 （30阪神4）第1日 第9競走 ��
��2，000�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．9．9以降30．9．2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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

77 タガノグルナ 牡4鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋ 42：03．5 2．7�

22 サクラアリュール 牡3栗 53 福永 祐一�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 464± 02：05．09 2．5�
66 ジャストコーズ �5青鹿54 和田 竜二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508＋102：05．63� 3．7�
11 トリプライト 牝5鹿 51 荻野 極 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B468± 0 〃 クビ 11．0�
55 ダンツチェック 牝5鹿 51 森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 518－ 22：06．02� 27．9	
44 ダ ン カ ン 牡6鹿 54 幸 英明杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 456－ 42：06．95 21．1

33 	 カ バ ト ッ ト 牡5栗 53 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 492＋ 22：08．07 23．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，463，000円 複勝： 30，531，400円 枠連： 発売なし
馬連： 61，617，600円 馬単： 37，197，300円 ワイド： 29，136，900円
3連複： 69，171，100円 3連単： 186，187，200円 計： 447，304，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 170円 �� 170円 �� 160円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 1，140円

票 数

単勝票数 計 334630 的中 � 98995（2番人気）
複勝票数 計 305314 的中 � 80755（2番人気）� 95786（1番人気）
馬連票数 計 616176 的中 �� 141001（1番人気）
馬単票数 計 371973 的中 �� 40355（2番人気）
ワイド票数 計 291369 的中 �� 43133（2番人気）�� 40023（3番人気）�� 49548（1番人気）
3連複票数 計 691711 的中 ��� 210878（1番人気）
3連単票数 計1861872 的中 ��� 118109（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―10．8―12．7―12．2―12．5―12．6―12．6―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．2―46．9―59．1―1：11．6―1：24．2―1：36．8―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3
7，1＝3－（6，2）5－4
7－1＝（3，2）（6，5）－4

2
4
7－1＝3，2，6，5－4
7－1＝2（6，5）3－4

勝馬の
紹 介

タガノグルナ �

父 ルーラーシップ �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．24 中京9着

2014．3．12生 牡4鹿 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 16戦4勝 賞金 49，246，000円
※出走取消馬 ダノンロッソ号（疾病〔右前挫跖〕のため）

26010 9月8日 小雨 重 （30阪神4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

の わ き

野 分 特 別
発走15時00分 （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

44 クリノヤマトノオー 牡4鹿 57 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 462＋ 21：47．4 2．9�
88 プラチナヴォイス 牡4鹿 57 岩田 康誠本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 526＋ 21：47．61	 4．4�
66 メルヴィンカズマ 牡4黒鹿57 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 494－ 21：47．7	 1．7�
33 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 540＋ 61：48．33	 13．9�
77 ディープウェーブ 牡8青鹿57 幸 英明万波 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 428－161：48．4クビ 48．1�
22 コスモアルヘナ 牡6青鹿57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 478－ 61：48．5	 60．3	
55 クリノゴーギャン 牡3鹿 54 水口 優也栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 北洋牧場 452－ 81：49．13	 212．3

11 
 ウ リ ボ ー 牡6栗 57 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 524＋ 21：49．2クビ 116．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 45，502，600円 複勝： 67，034，900円 枠連： 発売なし
馬連： 75，853，400円 馬単： 54，261，400円 ワイド： 32，375，300円
3連複： 80，231，100円 3連単： 266，548，000円 計： 621，806，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 150円 �� 120円 �� 150円

3 連 複 ��� 200円 3 連 単 ��� 1，560円

票 数

単勝票数 計 455026 的中 � 124306（2番人気）
複勝票数 計 670349 的中 � 93227（2番人気）� 67177（3番人気）� 447593（1番人気）
馬連票数 計 758534 的中 �� 119160（3番人気）
馬単票数 計 542614 的中 �� 44211（5番人気）
ワイド票数 計 323753 的中 �� 47989（3番人気）�� 75401（1番人気）�� 52036（2番人気）
3連複票数 計 802311 的中 ��� 288571（1番人気）
3連単票数 計2665480 的中 ��� 123715（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―37．5―49．4―1：01．3―1：13．3―1：24．3―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノヤマトノオー �

父 ジャングルポケット �


母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．20 小倉1着

2014．3．5生 牡4鹿 母 ブリュンヒルト 母母 フィールディ 18戦4勝 賞金 73，248，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26011 9月8日 曇 不良 （30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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 メイショウウタゲ 牡7栗 58 秋山真一郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 512＋ 21：22．2 92．1�
59 ハヤブサマカオー 牡3栗 54 藤岡 佑介武田 修氏 寺島 良 新ひだか グランド牧場 462＋12 〃 アタマ 10．5�
47 アキトクレッセント 牡6鹿 57 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 41：22．73 15．1�
713	 リョーノテソーロ 牡3鹿 54 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 502± 01：22．91
 12．0�

612 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿56 川田 将雅吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 510＋ 41：23．0
 7．4�
35 コウエイエンブレム 牡5栗 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 530－ 2 〃 ハナ 4．7	
815 スマートアヴァロン 牡6黒鹿58 M．デムーロ大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 512－ 61：23．21 3．5

11 ヒロブレイブ 牡5鹿 56 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 488＋ 8 〃 クビ 64．3�
36 トウショウカウント 牡6栗 56 川島 信二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B494－ 21：23．41
 318．1�
714 ディオスコリダー 牡4黒鹿56 津村 明秀野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 496＋ 2 〃 ハナ 3．9
816 キャプテンシップ 牡6鹿 56 北村 友一玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 522＋ 61：23．5クビ 170．4�
48 メイショウヒサカタ 牝3栗 52 池添 謙一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 482＋251：23．6
 27．3�
24 プ ロ ト コ ル 牡7栗 56 松若 風馬石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B526－ 6 〃 クビ 96．7�
510 アクティブミノル 牡6黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B480－201：23．81 52．6�
611 ドリームドルチェ 牡6青鹿56 岩田 康誠ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 508－ 21：24．01
 48．5�
12 ワンダーヴィーヴァ 牡8青鹿56 藤岡 康太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 582＋ 41：25．59 146．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，283，000円 複勝： 114，234，200円 枠連： 55，521，600円
馬連： 281，616，400円 馬単： 111，459，300円 ワイド： 143，299，400円
3連複： 430，240，700円 3連単： 559，106，800円 計： 1，778，761，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，210円 複 勝 � 1，670円 � 440円 � 460円 枠 連（2－5） 12，020円

馬 連 �� 44，260円 馬 単 �� 119，930円

ワ イ ド �� 8，650円 �� 7，600円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 138，310円 3 連 単 ��� 1，392，960円

票 数

単勝票数 計 832830 的中 � 7233（12番人気）
複勝票数 計1142342 的中 � 16469（12番人気）� 72240（6番人気）� 68375（7番人気）
枠連票数 計 555216 的中 （2－5） 3579（27番人気）
馬連票数 計2816164 的中 �� 4931（69番人気）
馬単票数 計1114593 的中 �� 697（145番人気）
ワイド票数 計1432994 的中 �� 4245（63番人気）�� 4837（58番人気）�� 14491（25番人気）
3連複票数 計4302407 的中 ��� 2333（219番人気）
3連単票数 計5591068 的中 ��� 291（1574番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．5―11．8―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．7―45．2―57．0―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 9，10（2，5）（4，8）（12，14）（11，13）（6，7）3－15，1，16 4 9，10（2，5）（12，8）（4，14）（13，7）（11，3）（6，15）－1－16

勝馬の
紹 介

メイショウウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．3．23 阪神1着

2011．5．6生 牡7栗 母 シールビーバック 母母 マロンシェーバー 38戦8勝 賞金 183，875，000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 マッチレスヒーロー号
（非抽選馬） 1頭 カネトシビバーチェ号

26012 9月8日 雨 重 （30阪神4）第1日 第12競走 ��1，400�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
1：19．5
1：19．0

良
良

34 メイショウモウコ 牡4栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484－ 61：20．8 6．3�
11 ピュアコンチェルト 牝5鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 442＋ 61：20．9� 4．8�
611 コパノピエール 牡4鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 4 〃 クビ 13．5�
22 アングルティール 牝3黒鹿53 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420＋ 21：21．11 9．9�
712 マリアバローズ 牝3黒鹿 53

51 △川又 賢治猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 438－ 6 〃 ハナ 21．5�
58 キングディグニティ 牡4黒鹿57 幸 英明 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 464＋ 41：21．2� 13．2	
59 ラ グ ナ グ 牝5栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 488＋ 21：21．41 36．2

814 コンセッションズ 牝3栗 53 池添 謙一ニッシンレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 418± 01：21．61� 28．4�
46 キャッチミーアップ 牝3鹿 53

52 ☆荻野 極畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 450－12 〃 クビ 4．9�
713 アトレヴィード 牝3鹿 53 川田 将雅吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：21．7	 4．2
23 エイシンデルフィー 牝3栗 53 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 高村牧場 446－ 41：21．8	 49．5�
610 リーゼントアイリス 牝3黒鹿 53

51 △富田 暁三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 408－12 〃 ハナ 115．3�
35 ティーエスバラ 牡6鹿 57 高倉 稜田畑 利彦氏 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 500＋ 41：22．22� 120．4�
47 カーティバル 牝3鹿 53 津村 明秀野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 410＋ 21：22．3	 245．2�
815 ガ ウ ル 牡3鹿 55

54 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 470－ 61：22．4クビ 21．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，028，500円 複勝： 73，944，100円 枠連： 30，716，600円
馬連： 136，963，200円 馬単： 53，426，700円 ワイド： 82，191，200円
3連複： 205，219，700円 3連単： 248，059，900円 計： 882，549，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 200円 � 380円 枠 連（1－3） 1，390円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，260円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 30，530円

票 数

単勝票数 計 520285 的中 � 65797（4番人気）
複勝票数 計 739441 的中 � 87658（4番人気）� 106380（3番人気）� 43308（7番人気）
枠連票数 計 307166 的中 （1－3） 17027（5番人気）
馬連票数 計1369632 的中 �� 73458（4番人気）
馬単票数 計 534267 的中 �� 13636（8番人気）
ワイド票数 計 821912 的中 �� 38430（4番人気）�� 16388（14番人気）�� 16290（15番人気）
3連複票数 計2052197 的中 ��� 24465（17番人気）
3連単票数 計2480599 的中 ��� 5890（76番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．2―11．1―11．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．5―45．7―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウモウコ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．12 京都8着

2014．4．26生 牡4栗 母 メイショウオスカル 母母 メイショウヤヨイ 14戦3勝 賞金 27，400，000円



（30阪神4）第1日 9月8日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 140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

207，600，000円
2，530，000円
14，750，000円
1，050，000円
20，940，000円
57，905，500円
3，640，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
458，135，900円
701，578，100円
152，447，400円
915，457，900円
487，517，900円
530，570，500円
1，271，873，200円
2，155，175，100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 6，672，756，000円

総入場人員 10，087名 （有料入場人員 9，072名）
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