
26037 9月16日 曇 稍重 （30阪神4）第4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

813 ガ ン ケ ン 牡2黒鹿54 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 508－ 21：25．2 3．1�
44 レクスミノル 牡2栗 54 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 21：25．51� 5．3�
11 グランプリワン 牡2鹿 54 藤岡 康太�グランプリ 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 456－141：27．7大差 61．6�
22 � ピースプレイヤー 牡2鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B474－ 41：28．01� 6．2�
68 ゼ ッ ケ イ 牡2青鹿54 M．デムーロ�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 470－ 21：28．1	 3．0	
69 メイショウイギョク 牡2鹿 54

53 ☆川又 賢治松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 21：28．31 16．8

710 カモンビューティー 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 430－ 6 〃 クビ 15．5�
711 ブルベアアルジェン 牡2栗 54 
島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 514＋ 6 〃 ハナ 110．7�
56 ア サ ケ ボ ス 牡2栗 54 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 442－ 2 〃 クビ 202．6
33 オーミサルーテ 牡2鹿 54

53 ☆義 英真岩﨑 僖澄氏 崎山 博樹 新冠 松木 加代 464± 01：28．51� 150．3�
45 イズジョークラウン 牡2鹿 54 秋山真一郎泉 一郎氏 松元 茂樹 新ひだか へいはた牧場 466＋ 61：28．92	 36．8�
812 クニサキミッチイ 牝2黒鹿54 酒井 学國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 436＋ 21：29．21� 146．3�
57 コパノサンデー �2青鹿54 小崎 綾也小林 照弘氏 村山 明 新ひだか 沖田 忠幸 B420－161：29．41� 110．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，548，100円 複勝： 33，711，600円 枠連： 9，698，000円
馬連： 50，700，600円 馬単： 27，521，100円 ワイド： 34，637，300円
3連複： 76，850，200円 3連単： 99，153，600円 計： 360，820，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 180円 � 920円 枠 連（4－8） 760円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，670円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 6，080円 3 連 単 ��� 21，280円

票 数

単勝票数 計 285481 的中 � 75484（2番人気）
複勝票数 計 337116 的中 � 72179（2番人気）� 54013（3番人気）� 6477（8番人気）
枠連票数 計 96980 的中 （4－8） 9833（3番人気）
馬連票数 計 507006 的中 �� 62363（2番人気）
馬単票数 計 275211 的中 �� 17787（3番人気）
ワイド票数 計 346373 的中 �� 27551（4番人気）�� 5026（18番人気）�� 2629（24番人気）
3連複票数 計 768502 的中 ��� 9469（23番人気）
3連単票数 計 991536 的中 ��� 3377（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―47．1―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ケ ン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．9．2 小倉6着

2016．3．8生 牡2黒鹿 母 ダイヤモンドムーン 母母 レインボークイーン 2戦1勝 賞金 5，000，000円

26038 9月16日 曇 稍重 （30阪神4）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時25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

89 マルブツメロディー 牝2鹿 54 酒井 学大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 498± 01：54．6 8．7�
66 カルロスミノル 牡2栗 54 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 41：55．02� 1．8�
11 タイセイレオーネ 牡2栗 54 太宰 啓介田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 460－ 61：56．610 26．4�
44 イマジンラヴ 牡2鹿 54 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 486＋ 21：57．02� 36．3�
33 レルシュタープ 牡2黒鹿54 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：57．95 2．8�
88 デスティニープラン 牡2栗 54

53 ☆川又 賢治三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 444＋ 61：58．75 17．0�
55 メイショウミチノク 牝2芦 54

51 ▲西村 淳也松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 474＋121：58．91� 31．9	
22 ブルベアコローレ 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太 
ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 的場牧場 486＋ 62：00．28 80．3�
77 ブルベアマローネ 牡2鹿 54 幸 英明 
ブルアンドベア 沖 芳夫 浦河 富田牧場 474＋ 62：05．1大差 48．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，307，100円 複勝： 41，110，300円 枠連： 8，405，200円
馬連： 37，619，700円 馬単： 26，584，000円 ワイド： 25，912，700円
3連複： 51，321，200円 3連単： 108，264，300円 計： 327，524，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 170円 � 110円 � 260円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，500円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 18，020円

票 数

単勝票数 計 283071 的中 � 27457（3番人気）
複勝票数 計 411103 的中 � 31898（3番人気）� 243497（1番人気）� 16919（5番人気）
枠連票数 計 84052 的中 （6－8） 15325（2番人気）
馬連票数 計 376197 的中 �� 47718（2番人気）
馬単票数 計 265840 的中 �� 12074（5番人気）
ワイド票数 計 259127 的中 �� 27028（2番人気）�� 3855（16番人気）�� 15347（4番人気）
3連複票数 計 513212 的中 ��� 11726（10番人気）
3連単票数 計1082643 的中 ��� 4355（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．4―50．2―1：03．1―1：16．1―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3
・（3，6）（4，9，8）－2－（1，7，5）・（3，6）（4，9，8）1（2，5）＝7

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

勝馬の
紹 介

マルブツメロディー 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．8．19 新潟6着

2016．4．7生 牝2鹿 母 アルブスメロディー 母母 ホワイトメロディー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアコローレ号・ブルベアマローネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年10月16日まで平地競走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 阪神競馬 第４日



26039 9月16日 曇 良 （30阪神4）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時55分 （芝・右・外）

牝，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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

77 ダノンファンタジー 牝2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460＋181：35．9 1．3�
55 レッドヴィータ 牝2青 54 横山 典弘紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 448± 01：36．22 9．2�
22 ハミングデイズ 牝2鹿 54 C．ルメール 飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：36．3� 6．2�
44 セラールネイジュ 牝2芦 54 池添 謙一ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋ 21：36．61� 87．7�
89 サニーバレット 牝2栗 54 福永 祐一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 41：36．92 60．5�
11 オレンジオレンジ 牝2鹿 54 M．デムーロ飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：37．0� 11．7	
66 ウインドルチェ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 436－ 6 〃 ハナ 167．4

33 ブールバール 牝2鹿 54 和田 竜二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 436＋121：37．21� 15．3�
88 ミスアニバーサリー 牝2黒鹿54 浜中 俊平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：38．9大差 148．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，609，600円 複勝： 164，918，300円 枠連： 9，472，800円
馬連： 47，626，600円 馬単： 43，159，400円 ワイド： 39，742，200円
3連複： 67，188，900円 3連単： 184，281，000円 計： 602，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 120円 � 120円 枠 連（5－7） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 140円 �� 370円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 466096 的中 � 285544（1番人気）
複勝票数 計1649183 的中 � 1350384（1番人気）� 73949（3番人気）� 89373（2番人気）
枠連票数 計 94728 的中 （5－7） 17159（2番人気）
馬連票数 計 476266 的中 �� 79896（2番人気）
馬単票数 計 431594 的中 �� 59705（2番人気）
ワイド票数 計 397422 的中 �� 58565（2番人気）�� 86850（1番人気）�� 20411（6番人気）
3連複票数 計 671889 的中 ��� 97278（2番人気）
3連単票数 計1842810 的中 ��� 91997（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．7―12．5―12．8―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―35．9―48．4―1：01．2―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．7
3 8（1，9）7（3，2）6，4，5 4 ・（8，9）（1，7）（3，2，6）（4，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンファンタジー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．6．3 東京2着

2016．1．30生 牝2鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 2戦1勝 賞金 7，800，000円

26040 9月16日 晴 稍重 （30阪神4）第4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 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

35 ジューングラスミー 牡3鹿 56 福永 祐一吉川 潤氏 吉村 圭司 浦河 丸幸小林牧場 500－ 21：53．8 7．1�
714 ビッグウェーブ 牡3鹿 56 川田 将雅�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 476± 01：54．43� 2．6�
815 メイショウヤシチ 牡3黒鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 474± 01：54．61� 13．0�
47 ランドヘルメース 牡3鹿 56 M．デムーロ木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 488－ 61：54．91� 3．2�
48 ラティーノヒート 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 21：55．85 11．6�
23 タ ー コ イ ズ 牝3栗 54 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502± 0 〃 アタマ 12．4	
11 バトルチャンプ 牡3鹿 56 藤懸 貴志増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 井高牧場 438－ 21：56．22� 215．2

612 ア エ ラ ス 牡3鹿 56 中井 裕二久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B470－ 41：56．52 109．0�
611 アンジェロッティ 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418－ 21：57．13� 83．3
510 トーアプリンセス 牝3栗 54

53 ☆義 英真高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 444－141：58．16 46．6�
36 ヤマニンフレッチェ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 498＋ 5 〃 クビ 131．2�
59 オーミティグリス 牡3青 56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 B498＋ 21：58．95 123．8�
24 ヴェールレガロ 牡3栗 56 川須 栄彦水谷 昌晃氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 492± 02：00．39 12．9�
816 アナザーパラダイス 牝3鹿 54

52 △富田 暁吉田 晴哉氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 22：01．25 39．1�

12 イチザクイーン 牝3鹿 54 国分 優作奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 浦河 三枝牧場 434－14 〃 クビ 429．1�
713 ホワイトウォッシュ �3芦 56 酒井 学下河�行雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B480 ―2：02．15 87．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，324，900円 複勝： 40，800，800円 枠連： 16，411，000円
馬連： 59，857，500円 馬単： 29，302，300円 ワイド： 41，539，400円
3連複： 90，406，200円 3連単： 111，838，200円 計： 421，480，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 130円 � 310円 枠 連（3－7） 890円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，340円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 18，130円

票 数

単勝票数 計 313249 的中 � 34940（3番人気）
複勝票数 計 408008 的中 � 53017（3番人気）� 101455（1番人気）� 25609（7番人気）
枠連票数 計 164110 的中 （3－7） 14232（4番人気）
馬連票数 計 598575 的中 �� 46700（2番人気）
馬単票数 計 293023 的中 �� 9966（6番人気）
ワイド票数 計 415394 的中 �� 25216（2番人気）�� 7451（16番人気）�� 16083（7番人気）
3連複票数 計 904062 的中 ��� 18668（11番人気）
3連単票数 計1118382 的中 ��� 4471（48番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．9―12．6―13．0―13．2―12．7―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．0―49．6―1：02．6―1：15．8―1：28．5―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジューングラスミー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Belong to Me デビュー 2018．4．22 京都5着

2015．5．5生 牡3鹿 母 ペガサスゴールド 母母 ディスクオブゴールド 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 ホワイトウォッシュ号は，競走中に疾病〔左第1指骨遠位剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「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〕 トーアプリンセス号・ヤマニンフレッチェ号・ヴェールレガロ号・アナザーパラダイス号・

イチザクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月16日まで平地競走
に出走できない。
オーミティグリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月16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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アシャカファスト号・エアヴェイユ号・クェスタボルタ号・ゴールデンタッチ号・ショウナンパシスタ号・

スモーキングガン号・トゥンバドーラ号



26041 9月16日 晴 良 （30阪神4）第4日 第5競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

89 ル モ ン ド 牡2鹿 54 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 456 ―1：50．9 1．8�
77 ヒロシゲヨッシー 牡2黒鹿54 和田 竜二�岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 矢野牧場 426 ―1：51．11� 10．2�
44 ハリスホーク 牡2栗 54 幸 英明 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 548 ―1：51．31� 9．0�
22 フランクリン 牡2青 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 482 ―1：51．72� 3．0	
88 ケイツーテソーロ 牡2鹿 54 藤岡 佑介了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 490 ― 〃 クビ 51．4

11 メ ド ッ ク 牡2鹿 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 桜井牧場 506 ―1：51．8� 12．2�
66 オプタートゥム 牝2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太田上 雅春氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 418 ―1：51．9� 296．2�
55 ヒリュウコウスイ 牡2栗 54 �島 良太西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 484 ―1：52．0� 101．2
33 ヴ ィ ン ト 牡2鹿 54 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 532 ―1：52．1� 278．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，954，800円 複勝： 71，536，000円 枠連： 8，207，600円
馬連： 58，490，500円 馬単： 39，432，100円 ワイド： 31，406，700円
3連複： 64，271，300円 3連単： 155，670，800円 計： 482，969，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 200円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 240円 �� 290円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 539548 的中 � 243453（1番人気）
複勝票数 計 715360 的中 � 433875（1番人気）� 44873（3番人気）� 40360（5番人気）
枠連票数 計 82076 的中 （7－8） 10148（2番人気）
馬連票数 計 584905 的中 �� 67665（2番人気）
馬単票数 計 394321 的中 �� 31891（3番人気）
ワイド票数 計 314067 的中 �� 36276（2番人気）�� 28945（3番人気）�� 10519（10番人気）
3連複票数 計 642713 的中 ��� 33787（5番人気）
3連単票数 計1556708 的中 ��� 24300（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．0―49．8―1：02．9―1：15．9―1：27．4―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．0
3 ・（1，8）－6，9（5，2）（7，3）4 4 ・（1，8）（9，2）（6，7）3（5，4）

勝馬の
紹 介

ル モ ン ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．5．6生 牡2鹿 母 ウィステリアアーチ 母母 バービキャット 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26042 9月16日 晴 稍重 （30阪神4）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

24 オペラアクター 牡3栗 55
53 △富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 416－ 41：24．5 6．9�
611 クリノキング �4栗 57 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B464＋ 21：24．6� 22．6�
714 アシャカリアン 牡4栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 482－ 41：24．92 3．5�
510 タガノプレトリア 牡3鹿 55 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442± 01：25．0� 4．5�
23 ア タ ミ 牡4黒鹿57 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 466－ 41：25．21	 7．1�
815 バルコラベーロ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太 	サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：25．62� 26．8

12 ウインストラグル 牡4黒鹿57 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 480－101：25．92 46．2�
713 コウエイユキチャン �3栗 55

53 △森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 田原牧場 496＋ 41：26．22 62．3�
48 オースミベリル 牡4栗 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 
川 啓一 486－ 81：26．3� 71．5
59 イイコトズクシ 牡3鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 498＋101：26．4� 48．3�
36 � ラッシュワールド 牡4栗 57 国分 恭介小林 哲之氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B480＋ 91：26．93 125．8�
35 メイショウキタグニ 牡3黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470＋ 81：27．32� 15．6�
47 クーペオブジェミニ 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 456＋ 2 〃 クビ 214．2�
816 グランロックハート 牡3鹿 55 田中 健飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 506＋ 61：27．4� 28．4�
11 スリーヘリオス 牡3黒鹿55 福永 祐一永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 490＋ 21：27．5クビ 6．7�
612 ハートフルタイム 牡4黒鹿57 
島 良太青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500－ 41：28．45 19．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，116，200円 複勝： 45，674，800円 枠連： 18，455，000円
馬連： 70，361，700円 馬単： 29，431，600円 ワイド： 49，778，700円
3連複： 105，422，400円 3連単： 118，637，200円 計： 468，877，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 410円 � 160円 枠 連（2－6） 2，040円

馬 連 �� 8，870円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 560円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 68，100円

票 数

単勝票数 計 311162 的中 � 35875（4番人気）
複勝票数 計 456748 的中 � 56347（3番人気）� 22820（7番人気）� 92358（1番人気）
枠連票数 計 184550 的中 （2－6） 7003（8番人気）
馬連票数 計 703617 的中 �� 6142（28番人気）
馬単票数 計 294316 的中 �� 1512（50番人気）
ワイド票数 計 497787 的中 �� 5514（26番人気）�� 24291（3番人気）�� 11705（12番人気）
3連複票数 計1054224 的中 ��� 9550（23番人気）
3連単票数 計1186372 的中 ��� 1263（210番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．2―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．0―59．3―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オペラアクター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2017．12．23 阪神7着

2015．3．17生 牡3栗 母 フォルクスオーパー 母母 ゴールデンハピネス 6戦2勝 賞金 14，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカファイン号
（非抽選馬） 7頭 アルパーシャン号・アントーニオ号・ガウル号・キングヴァラール号・シゲルホウレンソウ号・

スズノアリュール号・メイショウナガマサ号



26043 9月16日 晴 稍重 （30阪神4）第4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

44 � リテラルフォース 牡4黒鹿57 C．ルメール 村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 506－ 61：53．0 1．3�
45 ナンヨーアーミー 牡5鹿 57 藤岡 佑介中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 542－ 21：53．63� 26．4�
22 ブラックカード 牡4黒鹿57 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B460－ 61：54．02� 28．5�
57 � メイショウカンキ 牡4鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 452－ 61：54．53 65．3�
33 デ イ ズ 牡4黒鹿57 国分 恭介池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 522－101：54．71� 10．2�
69 ハギノセゾン 牝7青鹿55 松山 弘平安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 482＋ 61：54．91� 96．6�
56 トウシンタイガー 
5鹿 57 長岡 禎仁	サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 488－14 〃 クビ 199．5

812 シェアザモーメント 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 12．1�
711 グローバルビジネス 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：55．53� 115．3
68 テイエムブルグッコ 牝3青鹿52 藤懸 貴志竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか タイヘイ牧場 420－101：55．82 333．3�
710 ト キ ノ オ ー 牡3黒鹿54 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 494± 01：55．9クビ 17．7�
813 メイショウオオヅツ 牡4鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 524＋ 81：56．32� 6．4�
11 ウイングアクティブ 牡6鹿 57 小牧 太池田 實氏 服部 利之 新ひだか 藤原牧場 B468－ 81：56．61� 141．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，624，000円 複勝： 140，837，800円 枠連： 16，220，900円
馬連： 57，109，000円 馬単： 49，918，800円 ワイド： 45，456，200円
3連複： 83，966，700円 3連単： 184，550，200円 計： 614，683，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 360円 � 400円 枠 連（4－4） 1，370円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 590円 �� 640円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 15，580円

票 数

単勝票数 計 366240 的中 � 215839（1番人気）
複勝票数 計1408378 的中 � 1146087（1番人気）� 20863（6番人気）� 18454（7番人気）
枠連票数 計 162209 的中 （4－4） 9153（4番人気）
馬連票数 計 571090 的中 �� 32445（5番人気）
馬単票数 計 499188 的中 �� 24898（6番人気）
ワイド票数 計 454562 的中 �� 20668（6番人気）�� 18834（7番人気）�� 2675（30番人気）
3連複票数 計 839667 的中 ��� 9813（20番人気）
3連単票数 計1845502 的中 ��� 8586（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．3―48．9―1：01．9―1：14．9―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�リテラルフォース �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク

2014．4．29生 牡4黒鹿 母 アブソルートライン 母母 ヒドゥンダンス 10戦1勝 賞金 18，500，000円
初出走 JRA

※ウイングアクティブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26044 9月16日 晴 良 （30阪神4）第4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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�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
1：57．2
1：56．1

良
良

34 シャンティローザ 牝4青鹿55 川田 将雅ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：59．1 6．8�
22 エレクトロニカ 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 430± 01：59．2� 4．9�
712 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 506＋ 61：59．51� 32．9�
59 アバルラータ 牝4鹿 55 M．デムーロ安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 446± 0 〃 アタマ 1．7�
610 ミッドサマーコモン 牝3鹿 52 和田 竜二ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434± 01：59．92� 14．0�
11 スズカローレル 牝3鹿 52

49 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410± 02：00．0� 115．1	
47 エリンズロマーネ 牝3栗 52 松山 弘平吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 470＋ 22：00．32 11．0

814 レッドコルディス 牝4黒鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 482＋ 62：00．51	 81．5�
713 バトルガラクシア 牝3鹿 52

51 ☆加藤 祥太宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 476－ 22：00．6� 383．7
611 メイショウケンプウ 牝5黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 454＋20 〃 クビ 231．8�
46 ハ ナ ソ メ イ 牝3黒鹿52 藤岡 康太林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 432－ 42：00．81 24．7�
23 ク ー ド ロ ア 牝3鹿 52

51 ☆荻野 極吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 430－ 82：01．01	 98．4�
58 リ セ エ ン ヌ 牝5青鹿55 浜中 俊吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 426＋ 22：01．1� 24．0�
815 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿 52

51 ☆川又 賢治國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 404－ 42：02．16 243．3�
35 コーラルバイン 牝3栃栗 52

50 △富田 暁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 22：02．31� 442．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，641，900円 複勝： 103，730，900円 枠連： 20，647，400円
馬連： 84，249，900円 馬単： 47，926，300円 ワイド： 61，688，000円
3連複： 120，860，400円 3連単： 193，866，200円 計： 674，611，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 380円 � 280円 � 1，230円 枠 連（2－3） 1，850円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，420円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 56，060円

票 数

単勝票数 計 416419 的中 � 48632（3番人気）
複勝票数 計1037309 的中 � 72399（3番人気）� 107512（2番人気）� 19407（8番人気）
枠連票数 計 206474 的中 （2－3） 8639（6番人気）
馬連票数 計 842499 的中 �� 40724（6番人気）
馬単票数 計 479263 的中 �� 11992（12番人気）
ワイド票数 計 616880 的中 �� 32404（5番人気）�� 6262（22番人気）�� 9064（16番人気）
3連複票数 計1208604 的中 ��� 6993（33番人気）
3連単票数 計1938662 的中 ��� 2507（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．7―47．9―59．6―1：11．5―1：23．3―1：35．0―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

シャンティローザ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．10．8 東京4着

2014．3．26生 牝4青鹿 母 エポカローザ 母母 Marlene Kelly 15戦3勝 賞金 32，050，000円
〔制裁〕 ナルハヤ号の騎手柴田未崎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）



26045 9月16日 晴 稍重 （30阪神4）第4日 第9競走 ��
��1，200�

しゅくがわ

夙 川 特 別
発走14時25分 （ダート・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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 53 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋141：11．1 26．1�

35 � ハニージェイド 牝4黒鹿55 M．デムーロ吉田 和子氏 	島 一歩 米
John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

472± 0 〃 クビ 3．5�
714 タ テ ヤ マ 牡4栗 57 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 462± 01：11．2
 13．1�
510 ロングベスト 牡4鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 514± 0 〃 ハナ 15．8�
11 ソーディヴァイン 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：11．3
 5．7�
12 アルーアキャロル �5栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 494－141：11．4
 2．6	
59 メイショウミライ 牡3栗 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 478－ 81：11．61 13．0

48 バーンフライ 牡3黒鹿55 小崎 綾也�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－101：11．81 135．2�
36 マ リ エ ラ 牡5鹿 57 酒井 学栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 516± 01：11．9� 79．9
611 タイセイスペリオル 牡5鹿 57 池添 謙一田中 成奉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 458－ 21：12．0クビ 21．3�
815 キングソング 牡8鹿 57 川又 賢治松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 432－ 41：12．1� 289．8�
612 ワンダープラヤアン 牡4栗 57 藤岡 康太山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 476－ 2 〃 アタマ 32．2�
713� ボーサンシー 牡5栗 57 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

536＋101：12．52
 61．6�
47 タガノヴェルリー 牝6鹿 55 松若 風馬八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B440－ 41：12．92
 86．4�
24 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 	島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 494－ 61：13．32
 42．0�
816 ロマンチスト 牡5栗 57 菱田 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 526－ 81：13．4
 70．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，073，800円 複勝： 85，177，600円 枠連： 36，860，800円
馬連： 131，027，600円 馬単： 57，206，800円 ワイド： 95，026，000円
3連複： 202，950，900円 3連単： 255，141，000円 計： 921，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 540円 � 170円 � 330円 枠 連（2－3） 2，840円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 12，920円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，610円 �� 930円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 117，810円

票 数

単勝票数 計 580738 的中 � 17763（8番人気）
複勝票数 計 851776 的中 � 33717（8番人気）� 168341（2番人気）� 60651（4番人気）
枠連票数 計 368608 的中 （2－3） 10034（10番人気）
馬連票数 計1310276 的中 �� 23360（14番人気）
馬単票数 計 572068 的中 �� 3319（39番人気）
ワイド票数 計 950260 的中 �� 20975（11番人気）�� 9104（27番人気）�� 27064（7番人気）
3連複票数 計2029509 的中 ��� 11370（37番人気）
3連単票数 計2551410 的中 ��� 1570（310番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．8―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ガ ノ ア ム �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．24 中山3着

2015．4．7生 牝3鹿 母 スパニッシュソウル 母母 スウィーピングズ 13戦3勝 賞金 43，577，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ハニージェイド号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・15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 アイアンクロー号・マーシレス号・ヨドノビクトリー号

26046 9月16日 晴 良 （30阪神4）第4日 第10競走 ��
��2，000�

の せ

能 勢 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

55 カフジバンガード 牡3鹿 54 福永 祐一加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 476＋ 21：59．7 2．5�
33 アドマイヤアゼリ 牡4鹿 57 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452± 02：00．12� 4．6�
11 アグネスフォルテ 牡5栗 57 浜中 俊畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 448－ 22：00．2クビ 13．2�
66 ジャックローズ 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 494－ 42：00．41� 3．2�
77 ロードアクシス 牡3黒鹿54 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 456＋ 62：00．72 12．2	
88 メイショウホウトウ 牡7青鹿57 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492－ 62：00．8	 54．6

44 シースプラッシュ 牡3鹿 54 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494－ 22：00．9クビ 7．4�
89 サダムロードショー 牡8鹿 57 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 22：01．11
 193．3�
22 マルカブリスク 牡5栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 438－ 62：01．2� 31．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，075，900円 複勝： 60，037，300円 枠連： 20，390，800円
馬連： 118，843，400円 馬単： 61，193，800円 ワイド： 64，668，100円
3連複： 152，974，000円 3連単： 308，755，000円 計： 840，938，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 150円 � 260円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 260円 �� 510円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 5，970円

票 数

単勝票数 計 540759 的中 � 167226（1番人気）
複勝票数 計 600373 的中 � 200851（1番人気）� 96238（3番人気）� 37329（6番人気）
枠連票数 計 203908 的中 （3－5） 27656（2番人気）
馬連票数 計1188434 的中 �� 149356（2番人気）
馬単票数 計 611938 的中 �� 44697（3番人気）
ワイド票数 計 646681 的中 �� 70828（2番人気）�� 31402（6番人気）�� 17728（12番人気）
3連複票数 計1529740 的中 ��� 58106（6番人気）
3連単票数 計3087550 的中 ��� 37451（15番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．3―12．5―12．3―11．9―11．9―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．5―49．0―1：01．3―1：13．2―1：25．1―1：36．6―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジバンガード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．5 小倉3着

2015．3．22生 牡3鹿 母 エ ミ リ ア 母母 ダジルミージョリエ 12戦3勝 賞金 56，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26047 9月16日 曇 良 （30阪神4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第36回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

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

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，092，000円 312，000円 156，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

713 カンタービレ 牝3鹿 54 C．ルメール 石川 達絵氏 中竹 和也 浦河 三嶋牧場 434－ 41：45．7 9．3�
35 サ ラ キ ア 牝3鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：45．91� 4．2�
34 ラ テ ュ ロ ス 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－121：46．0� 88．2�
712 ゴージャスランチ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 クビ 16．7�
814 ウラヌスチャーム 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494－ 21：46．1クビ 11．3	
58 サトノワルキューレ 牝3鹿 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 452± 01：46．2	 3．0

47 センテリュオ 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444－ 41：46．41� 8．5�
11 レッドランディーニ 牝3青 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋121：46．5	 54．8�
46 オールフォーラヴ 牝3鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 466＋221：46．92� 7．9
59 アンコールプリュ 牝3黒鹿54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430＋101：47．11� 107．2�
22 ウスベニノキミ 牝3鹿 54 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 438－ 4 〃 クビ 42．6�
610 フィニフティ 牝3芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：47．2クビ 33．0�
23 スカーレットカラー 牝3鹿 54 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋18 〃 アタマ 87．2�
815 レオコックブルー 牝3黒鹿54 浜中 俊親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 438－ 6 〃 クビ 207．2�
611 トーセンブレス 牝3黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456± 01：47．52 12．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 301，970，600円 複勝： 420，711，400円 枠連： 161，713，200円
馬連： 966，336，500円 馬単： 377，165，300円 ワイド： 516，118，100円
3連複： 1，625，280，900円 3連単： 2，404，125，800円 計： 6，773，421，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 190円 � 1，530円 枠 連（3－7） 1，400円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 940円 �� 8，250円 �� 5，020円

3 連 複 ��� 50，880円 3 連 単 ��� 222，880円

票 数

単勝票数 計3019706 的中 � 258644（5番人気）
複勝票数 計4207114 的中 � 354829（5番人気）� 705778（2番人気）� 56792（13番人気）
枠連票数 計1617132 的中 （3－7） 89405（6番人気）
馬連票数 計9663365 的中 �� 295048（10番人気）
馬単票数 計3771653 的中 �� 50156（21番人気）
ワイド票数 計5161181 的中 �� 148242（10番人気）�� 15713（63番人気）�� 25955（50番人気）
3連複票数 計16252809 的中 ��� 23957（142番人気）
3連単票数 計24041258 的中 ��� 7820（623番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．2―47．5―59．9―1：12．1―1：23．1―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．6
3 ・（12，13）（2，6）（4，11）（7，10）（1，5）（3，15）9（8，14） 4 ・（12，13）（2，6，11，10）4（7，5）（1，3，9，15）14，8

勝馬の
紹 介

カンタービレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2017．12．16 阪神2着

2015．3．6生 牝3鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 6戦3勝 賞金 98，361，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカンタービレ号・サラキア号・ラテュロス号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月16日 曇 良 （30阪神4）第4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

36 メイケイダイハード 牡3鹿 55
53 △富田 暁名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 532＋ 41：09．4 6．0�

24 ブレイズガール 牝5鹿 55 幸 英明岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B494＋ 2 〃 ハナ 10．6�
815� クーファディーヴァ 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 470± 01：09．5	 11．4�
713 キャスパリーグ 牝4鹿 55 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438－121：09．6
 6．1�
510 キスミーワンス 牝4黒鹿55 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 19．0�
47 メイショウトキン �5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 478＋ 61：09．81� 42．2	
611� サウンドスカイメサ 牝4鹿 55 川須 栄彦増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 442－ 4 〃 クビ 347．2

48 クロンヌデトワール 牝3栗 53 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 460＋18 〃 アタマ 42．9�
11 プレシャスロード �6青鹿57 松若 風馬山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 456－121：09．9クビ 74．9�
612 サンライズカナロア 牡3黒鹿55 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 458± 0 〃 クビ 4．2
12 グロリアフライト 牝3青鹿53 国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 426＋101：10．0	 26．7�
714 ファンタジステラ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426－ 8 〃 ハナ 3．8�
23 ハ ゼ ル 牡3栗 55 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 492＋121：10．53 17．4�
35  デンコウアリオン 牡4鹿 57 古川 吉洋田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 472－161：10．6
 111．9�
59 シーサイドロマンス 牝3鹿 53 高倉 稜吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－121：10．92 80．0�
816 カ ロ ス 牡4栗 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 482－12 〃 アタマ 96．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，654，400円 複勝： 96，014，400円 枠連： 48，994，200円
馬連： 182，829，000円 馬単： 73，411，500円 ワイド： 113，285，300円
3連複： 264，237，800円 3連単： 340，280，900円 計： 1，190，707，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 310円 � 350円 枠 連（2－3） 1，880円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，060円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 8，610円 3 連 単 ��� 42，300円

票 数

単勝票数 計 716544 的中 � 94424（3番人気）
複勝票数 計 960144 的中 � 119769（3番人気）� 78347（5番人気）� 66719（6番人気）
枠連票数 計 489942 的中 （2－3） 20115（8番人気）
馬連票数 計1828290 的中 �� 47189（12番人気）
馬単票数 計 734115 的中 �� 10841（18番人気）
ワイド票数 計1132853 的中 �� 26411（12番人気）�� 27891（9番人気）�� 15137（24番人気）
3連複票数 計2642378 的中 ��� 23014（26番人気）
3連単票数 計3402809 的中 ��� 5831（123番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイダイハード �
�
父 ハードスパン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．14 京都4着

2015．4．14生 牡3鹿 母 メイケイソフィア 母母 ガンアンドローズ 11戦2勝 賞金 21，083，000円

４レース目



（30阪神4）第4日 9月16日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 156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

264，800，000円
5，130，000円
19，770，000円
2，380，000円
30，760，000円
64，879，000円
4，311，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
783，901，300円
1，304，261，200円
375，476，900円
1，865，052，000円
862，253，000円
1，119，258，700円
2，905，730，900円
4，464，564，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 13，680，498，200円

総入場人員 21，291名 （有料入場人員 20，094名）
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