
26049 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

79 エンプティチェア 牡2鹿 54 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 456－121：26．8 9．3�
11 ナオミラフィネ 牝2栗 54

51 ▲斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 クビ 4．2�
55 ダイシンイナリ 牡2鹿 54 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 41：27．43� 10．5�
812 サウンドプリズム 牡2青鹿54 松田 大作増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 412－141：27．82� 13．3�
33 ブルベアオンス 牡2栗 54 太宰 啓介 �ブルアンドベア 飯田 祐史 新冠 川島牧場 474± 01：27．9� 36．3�
56 テイエムワールド 牡2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 464＋121：28．11� 22．1	
811 キタノストロング 牡2鹿 54 川須 栄彦北所 直人氏 中尾 秀正 日高 厚賀古川牧場 446± 01：28．2クビ 32．7

44 ナ ム ラ ボ ス 牡2鹿 54 小牧 太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 450＋ 21：28．41� 6．6�
67 プリンスオブジオン 牡2青鹿54 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 430＋ 4 〃 アタマ 194．7�
68 サマーソルト 牡2栗 54 岩崎 翼宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 498＋181：28．71� 49．9
22 シ ュ ゼ ッ ト 牝2芦 54 松山 弘平杉浦 和也氏 寺島 良 日高 日高大洋牧場 444－ 41：29．44 2．8�
710 ゼンダンイワミ 牡2黒鹿 54

51 ▲団野 大成渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 490＋ 81：29．82� 21．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，384，000円 複勝： 35，631，900円 枠連： 9，248，000円
馬連： 47，685，700円 馬単： 24，397，000円 ワイド： 38，573，500円
3連複： 71，980，600円 3連単： 87，101，800円 計： 341，002，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 260円 � 160円 � 300円 枠 連（1－7） 1，600円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，100円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 26，770円

票 数

単勝票数 計 263840 的中 � 23891（4番人気）
複勝票数 計 356319 的中 � 31938（4番人気）� 72059（2番人気）� 26527（5番人気）
枠連票数 計 92480 的中 （1－7） 4622（8番人気）
馬連票数 計 476857 的中 �� 22214（6番人気）
馬単票数 計 243970 的中 �� 5697（12番人気）
ワイド票数 計 385735 的中 �� 14687（8番人気）�� 8988（14番人気）�� 15516（6番人気）
3連複票数 計 719806 的中 ��� 11372（16番人気）
3連単票数 計 871018 的中 ��� 2602（77番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．4―13．1―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．5―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．7
3 4，6，9（2，7，12，10）1－11，3－（5，8） 4 ・（4，6，9）－（7，12，10）（2，1）－11－3，8，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エンプティチェア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2019．8．17 小倉7着

2017．3．21生 牡2鹿 母 トウカイデンヒル 母母 トウカイスコール 2戦1勝 賞金 5，000，000円

26050 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

33 ベ レ ヌ ス 牡2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 502－ 41：56．1 1．7�
55 オ ッ ト 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 398－ 21：57．27 9．8�
89 ハッピールーラ 牡2鹿 54 岩田 康誠会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 450＋ 41：57．51� 8．0�
77 エルファルコン 牡2鹿 54 幸 英明�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 452＋ 81：57．81� 14．2�
78 ダンツクォーレ 牡2黒鹿54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 472＋10 〃 クビ 5．4�
66 ミ ラ ベ ル 牝2栗 54 藤懸 貴志 �ビクトリーホースランチ 五十嵐忠男 浦河 大樹ファーム 456＋ 41：58．22� 43．8	
22 メイケイカガヤキ 牡2芦 54 松若 風馬名古屋競馬
 中竹 和也 千歳 社台ファーム 474－ 61：58．51� 78．3�
810 ディーププレザント 牡2栗 54 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 496－ 61：58．71� 14．3�
44 タイセイバイタル 牡2青鹿54 高倉 稜田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 41：59．44 45．6
11 シゲルアマノガワ 牡2栗 54 中井 裕二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 546－ 22：00．14 79．2�
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売 得 金
単勝： 30，678，300円 複勝： 34，767，200円 枠連： 7，941，800円
馬連： 44，334，400円 馬単： 25，920，600円 ワイド： 32，565，000円
3連複： 61，599，700円 3連単： 98，455，700円 計： 336，262，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（3－5） 750円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 290円 �� 290円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 計 306783 的中 � 146410（1番人気）
複勝票数 計 347672 的中 � 143258（1番人気）� 34874（4番人気）� 43677（3番人気）
枠連票数 計 79418 的中 （3－5） 8386（4番人気）
馬連票数 計 443344 的中 �� 45907（3番人気）
馬単票数 計 259206 的中 �� 19625（3番人気）
ワイド票数 計 325650 的中 �� 30878（3番人気）�� 31655（2番人気）�� 12560（8番人気）
3連複票数 計 615997 的中 ��� 38794（3番人気）
3連単票数 計 984557 的中 ��� 19954（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―14．0―13．5―12．3―12．4―12．4―13．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―38．4―51．9―1：04．2―1：16．6―1：29．0―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．5
1
3
10，8（3，9）（4，5）7－（1，6）－2・（10，3，8）9－5，4－7－（1，6）2

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

勝馬の
紹 介

ベ レ ヌ ス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．8．10 小倉3着

2017．3．6生 牡2鹿 母 カフヴァール 母母 スペシャルアラート 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第４回 阪神競馬 第５日
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



26051 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時55分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．6

良
良

55 トウカイデュエル 牡2鹿 54 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 458－ 62：01．3 3．7�
812 ウェストエッジ 牡2栗 54 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 460± 0 〃 クビ 9．1�
79 ラズルダズル 牡2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444－ 62：01．61� 2．6�
11 エキスパート 牝2栗 54 岩田 康誠ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 様似 様似渡辺牧場 444－ 2 〃 ハナ 6．3�
68 ビップテッペン 牡2黒鹿54 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 450－ 22：01．91� 26．0	
56 ナリタアレス 牡2黒鹿54 太宰 啓介�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 470± 02：02．11� 155．6

22 � オーシャンアイ 牡2栗 54 秋山真一郎ゴドルフィン 高橋 義忠 米 Jean Etienne

Dubios 490－ 22：02．2� 16．8�
67 � メイショウロールス 牡2鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 愛

Orchardstown
Farms & Stone
Farm

476＋ 42：02．41 116．5�
33 アレグリアシチー 牡2栃栗 54

51 ▲斎藤 新 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 434± 02：02．5� 40．3
710 モ ズ ト ン ボ 牡2黒鹿54 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム 484－ 62：03．24 10．0�
44 イチザサンデー 牡2鹿 54 藤井勘一郎奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 538± 02：03．3クビ 44．8�
811 スーパーセヴン 牡2栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 62：03．83 55．6�
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売 得 金
単勝： 32，817，100円 複勝： 44，196，100円 枠連： 12，633，200円
馬連： 58，918，500円 馬単： 28，645，700円 ワイド： 45，848，600円
3連複： 89，661，000円 3連単： 119，758，100円 計： 432，478，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 210円 � 120円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 520円 �� 220円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 13，040円

票 数

単勝票数 計 328171 的中 � 73395（2番人気）
複勝票数 計 441961 的中 � 77204（2番人気）� 40282（5番人気）� 124861（1番人気）
枠連票数 計 126332 的中 （5－8） 6239（6番人気）
馬連票数 計 589185 的中 �� 23701（7番人気）
馬単票数 計 286457 的中 �� 7057（11番人気）
ワイド票数 計 458486 的中 �� 21157（6番人気）�� 62647（1番人気）�� 23376（5番人気）
3連複票数 計 896610 的中 ��� 38144（4番人気）
3連単票数 計1197581 的中 ��� 7346（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．2―48．5―1：00．9―1：13．3―1：25．2―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
11－9（8，10）12（2，5）（3，7）－（1，4）－6
11，9，10（8，12）5（2，3）7，1（6，4）

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

勝馬の
紹 介

トウカイデュエル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2019．9．1 小倉3着

2017．3．30生 牡2鹿 母 トウカイオスカー 母母 ブリリアントミスト 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ウェストエッジ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過怠金50，000円。（被害馬：9番）

26052 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第4競走 1，200�2歳新馬
発走11時25分 （芝・右）

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
1：08．6
1：07．8

良
良

33 クリノアンカーマン 牡2鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 458 ―1：10．4 3．1�
11 インテレット 牡2栗 54

51 ▲斎藤 新近藤 英子氏 森田 直行 浦河 辻 牧場 404 ―1：10．61� 12．9�
67 ピュアスマート 牝2芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 410 ― 〃 ハナ 3．1�
56 メイショウカッサイ 牡2栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 454 ―1：10．7� 5．8�
22 ファールカルテ 牝2青鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか タツヤファーム 424 ― 〃 ハナ 52．1�
79 テルミーユアラヴ 牝2鹿 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 452 ― 〃 クビ 24．5	
68 キ ラ ビ ヤ カ 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成岡田 牧雄氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 402 ―1：10．8クビ 7．0

55 ナンヨーコウゼン 牡2青 54 加藤 祥太中村 德也氏 庄野 靖志 浦河 丸幸小林牧場 438 ―1：11．12 49．6�
811 ショウバイハンジョ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 404 ―1：11．63 33．7�
44 メイショウカズサ 牡2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 474 ―1：12．23� 39．1
710 キ キ キ キ ン 牝2栗 54 菱田 裕二内田 玄祥氏 岡田 稲男 日高 原田牧場 440 ―1：12．3� 61．7�
812 ナガラチェリー 牝2鹿 54 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 404 ― 〃 ハナ 105．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，517，500円 複勝： 30，397，100円 枠連： 11，571，400円
馬連： 47，084，500円 馬単： 23，709，600円 ワイド： 34，153，500円
3連複： 66，462，300円 3連単： 86，598，600円 計： 328，494，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 220円 � 130円 枠 連（1－3） 2，100円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 650円 �� 230円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 10，030円

票 数

単勝票数 計 285175 的中 � 76000（1番人気）
複勝票数 計 303971 的中 � 65352（2番人気）� 25960（5番人気）� 71688（1番人気）
枠連票数 計 115714 的中 （1－3） 4406（8番人気）
馬連票数 計 470845 的中 �� 20886（7番人気）
馬単票数 計 237096 的中 �� 6664（12番人気）
ワイド票数 計 341535 的中 �� 12599（8番人気）�� 45210（1番人気）�� 12929（7番人気）
3連複票数 計 664623 的中 ��� 30263（3番人気）
3連単票数 計 865986 的中 ��� 6903（19番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―46．4―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．8
3 12，7－（6，9）（2，8）5－（1，10）3，11＝4 4 12，7，9（6，5）8，2，1（3，10）11＝4

勝馬の
紹 介

クリノアンカーマン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 King’s Best 初出走

2017．3．21生 牡2鹿 母 キーオブライフ 母母 ミスティックリップス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※インテレット号・テルミーユアラヴ号・ファールカルテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26053 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右・外）

牝；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

88 ラ イ テ ィ ア 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418 ―1：35．0 1．4�
33 ボンオムトゥック 牝2芦 54 秋山真一郎窪田 康志氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 464 ―1：35．21� 10．8�
44 リ ノ 牝2鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444 ― 〃 クビ 14．8�
66 ウインマイティー 牝2芦 54 松山 弘平�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 452 ―1：35．3� 7．6�
11 グリンデルヴァルト 牝2鹿 54 武 豊藤田 好紀氏 坂口 智康 新ひだか 前田ファーム 446 ―1：35．72� 6．0	
77 トウアトリア 牝2栗 54 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 412 ―1：36．12� 21．3

55 ブ レ ナ イ 牝2青鹿 54

53 ☆川又 賢治山下 良子氏 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 456 ―1：37．58 85．8�
22 メイクルーザー 牝2黒鹿 54

51 ▲亀田 温心醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 444 ―1：37．92� 138．9�

89 クリノコハルビヨリ 牝2鹿 54 高倉 稜栗本 博晴氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 418 ―1：38．11� 106．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 45，613，300円 複勝： 125，082，600円 枠連： 8，758，500円
馬連： 50，226，500円 馬単： 38，827，300円 ワイド： 38，522，200円
3連複： 66，694，800円 3連単： 158，301，500円 計： 532，026，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 250円 �� 330円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 456133 的中 � 252002（1番人気）
複勝票数 計1250826 的中 � 986738（1番人気）� 52645（4番人気）� 45365（5番人気）
枠連票数 計 87585 的中 （3－8） 11013（3番人気）
馬連票数 計 502265 的中 �� 65561（3番人気）
馬単票数 計 388273 的中 �� 41093（3番人気）
ワイド票数 計 385222 的中 �� 44743（3番人気）�� 31552（4番人気）�� 12394（11番人気）
3連複票数 計 666948 的中 ��� 34816（8番人気）
3連単票数 計1583015 的中 ��� 33050（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―11．9―12．1―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．2―47．1―59．2―1：11．0―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ イ テ ィ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel 初出走

2017．4．21生 牝2鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ヴィオリーナ号（疾病〔感冒〕のため）

26054 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

79 ケイアイパープル 牡3鹿 54 和田 竜二亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 510＋ 21：54．3 1．7�
22 � キクノフェリックス 牡5黒鹿57 松山 弘平菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 484－101：54．72� 4．6�
810� マイティバローズ 牡4青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 426－ 6 〃 クビ 39．8�
55 テイエムファイター 牡3鹿 54 浜中 俊竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前谷 武志 490＋ 21：54．8� 6．6�
67 � メイショウカンキ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 458± 01：55．12 26．7�
66 トモノコテツ 牡4鹿 57 加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 468＋ 41：55．3� 12．8�
811 マイヨヴェール 牡4鹿 57 中井 裕二	ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 536－14 〃 クビ 54．0

33 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿 54

51 ▲団野 大成藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 434－ 2 〃 アタマ 8．8�
11 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿54 柴山 雄一土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 464－101：55．83 105．9�
44 ダンツスピリット 牡3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B484＋ 4 〃 ハナ 86．9
78 タムロドリーム 牝3鹿 52

49 ▲亀田 温心谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 B476± 02：01．3大差 109．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，984，300円 複勝： 56，294，000円 枠連： 10，051，200円
馬連： 54，074，200円 馬単： 32，931，900円 ワイド： 40，792，500円
3連複： 79，220，500円 3連単： 137，881，300円 計： 441，229，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 460円 枠 連（2－7） 390円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 210円 �� 790円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 299843 的中 � 140036（1番人気）
複勝票数 計 562940 的中 � 310000（1番人気）� 69003（2番人気）� 11829（7番人気）
枠連票数 計 100512 的中 （2－7） 20447（1番人気）
馬連票数 計 540742 的中 �� 116965（1番人気）
馬単票数 計 329319 的中 �� 45002（1番人気）
ワイド票数 計 407925 的中 �� 64368（1番人気）�� 12064（10番人気）�� 7733（14番人気）
3連複票数 計 792205 的中 ��� 24720（8番人気）
3連単票数 計1378813 的中 ��� 17362（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―14．0―13．1―13．1―13．1―12．1―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―38．1―51．2―1：04．3―1：17．4―1：29．5―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F36．9
1
3
・（8，9）（1，5）6，2，10，11－（3，4，7）・（8，9）5（1，6）10（2，4）11（3，7）

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

勝馬の
紹 介

ケイアイパープル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．4．6 阪神1着

2016．4．4生 牡3鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 4戦2勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 ケイアイパープル号の騎手和田竜二は，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10，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タムロドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月16日まで平地競

走に出走できない。



26055 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

814 パラーティウム 牝3黒鹿53 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474－ 61：12．3 2．4�
611 ル ー ア ン 牝3芦 53 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 484－ 61：12．72� 14．7�
610� モ ハ ー 牝5栗 55 松山 弘平北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 482－ 61：12．8クビ 10．4�
815 レッドモアナ 牝3栗 53 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 クビ 7．9	
59 ヴィルデローゼ 牝5黒鹿 55

52 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474± 01：13．0� 3．4

46 � ラブリースパイス 牝5栗 55 岩田 康誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 430－ 6 〃 クビ 16．1�
11 シエルブラン 牝5栗 55

52 ▲岩田 望来金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 458－ 41：13．1クビ 95．5�
23 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 幸 英明村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 438－ 61：13．41� 45．1
58 シルバークレイン 牝3芦 53 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 446－101：13．61� 41．1�
35 � ボ ア ソ ル チ 牝4黒鹿55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか 中田 英樹 458＋121：13．91� 406．6�
47 � モ テ モ テ 牝3鹿 53

52 ☆森 裕太朗�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 456＋ 6 〃 クビ 22．5�
34 リフタスフェルト 牝3鹿 53 藤岡 康太 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋181：14．0クビ 26．0�
22 グレースアンバー 牝3栗 53

50 ▲団野 大成吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 426＋ 1 〃 ハナ 44．3�
712 リネンリボン 牝3鹿 53

52 ☆川又 賢治戸山 光男氏 坂口 智康 新冠 芳住 鉄兵 460－ 41：14．63� 144．0�

713 ラ ラ ケ リ ア 牝3栗 53 藤懸 貴志フジイ興産� 斉藤 崇史 むかわ 真壁 信一 424＋141：15．02� 54．6�
（法942）

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，530，500円 複勝： 50，211，300円 枠連： 19，545，100円
馬連： 74，508，900円 馬単： 33，490，500円 ワイド： 54，285，000円
3連複： 109，865，100円 3連単： 134，190，700円 計： 511，627，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 310円 � 310円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 910円 �� 630円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 23，940円

票 数

単勝票数 計 355305 的中 � 118063（1番人気）
複勝票数 計 502113 的中 � 117021（2番人気）� 35210（6番人気）� 35249（5番人気）
枠連票数 計 195451 的中 （6－8） 20899（2番人気）
馬連票数 計 745089 的中 �� 28945（5番人気）
馬単票数 計 334905 的中 �� 8507（8番人気）
ワイド票数 計 542850 的中 �� 15918（8番人気）�� 23677（3番人気）�� 7152（22番人気）
3連複票数 計1098651 的中 ��� 13314（17番人気）
3連単票数 計1341907 的中 ��� 4484（54番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．0―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―35．1―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パラーティウム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West デビュー 2018．8．19 札幌3着

2016．3．14生 牝3黒鹿 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 10戦2勝 賞金 23，606，000円

26056 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：44．4
1：43．9

良
良

44 トーセンカンビーナ 牡3鹿 54 藤岡 康太島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 81：47．2 1．7�
55 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 488－ 41：47．3� 13．0�
11 ディープサドラーズ 牡3鹿 54 北村 友一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 8．5�
89 ウレキサイト 牡3芦 54 武 豊 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500－ 61：47．51� 13．3	
22 アーデントリー 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 440± 0 〃 クビ 8．5

66 エスペランサルル 牝7栗 55 国分 恭介江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 446＋ 21：47．81� 108．0�
77 ダノンレグナム 牡3鹿 54 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 498－ 41：48．12 8．0�
88 ドラウプニル 牡3鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：48．31 6．3
33 � メイショウワンモア 牝5鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 468± 01：49．25 211．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，152，300円 複勝： 93，344，200円 枠連： 14，670，700円
馬連： 71，365，900円 馬単： 45，906，000円 ワイド： 54，579，300円
3連複： 99，040，600円 3連単： 210，100，300円 計： 631，159，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 170円 枠 連（4－5） 990円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 380円 �� 260円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 計 421523 的中 � 191958（1番人気）
複勝票数 計 933442 的中 � 567754（1番人気）� 43972（6番人気）� 70483（3番人気）
枠連票数 計 146707 的中 （4－5） 11832（5番人気）
馬連票数 計 713659 的中 �� 51872（5番人気）
馬単票数 計 459060 的中 �� 25687（5番人気）
ワイド票数 計 545793 的中 �� 37270（5番人気）�� 63375（2番人気）�� 12852（17番人気）
3連複票数 計 990406 的中 ��� 45275（8番人気）
3連単票数 計2101003 的中 ��� 27707（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．6―12．6―11．8―11．1―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．2―1：01．8―1：13．6―1：24．7―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．6
3 1，5（2，7，9）8（3，6）4 4 ・（1，5）（2，9）7，8（3，6）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンカンビーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2018．7．8 中京2着

2016．2．7生 牡3鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 9戦2勝 賞金 27，760，000円



26057 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第9競走 ��2，400�
こ う ぶ

甲 武 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

55 バラックパリンカ 牡3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 432－ 62：26．2 1．3�
44 ザプリオレス 牡3鹿 54 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 502－ 22：26．83� 90．0�
33 アドマイヤローザ 牝5芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 アタマ 5．0�
88 エバークリア �3黒鹿54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 平山牧場 420± 02：26．9� 26．2�
11 レオビヨンド 牡3鹿 54 高倉 稜�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 470－ 22：27．21� 19．8	
66 アルデエンブレム 牡3栗 54 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 474± 02：27．52 34．1

22 ヤマカツシシマル 牡3青鹿54 荻野 極山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 464－162：27．6クビ 18．4�
89 	 オーラロード �4青鹿57 藤岡 康太吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 474＋ 82：27．92 16．9�
77 ロードブレス 牡3黒鹿54 幸 英明 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 502＋ 62：28．0クビ 13．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，350，600円 複勝： 111，591，700円 枠連： 13，865，900円
馬連： 68，103，400円 馬単： 54，709，300円 ワイド： 47，591，700円
3連複： 100，039，200円 3連単： 272，890，500円 計： 701，142，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 880円 � 120円 枠 連（4－5） 4，750円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 140円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 20，540円

票 数

単勝票数 計 323506 的中 � 191014（1番人気）
複勝票数 計1115917 的中 � 878473（1番人気）� 4664（9番人気）� 92360（2番人気）
枠連票数 計 138659 的中 （4－5） 2333（11番人気）
馬連票数 計 681034 的中 �� 12578（10番人気）
馬単票数 計 547093 的中 �� 7840（13番人気）
ワイド票数 計 475917 的中 �� 7365（14番人気）�� 135449（1番人気）�� 3339（30番人気）
3連複票数 計1000392 的中 ��� 19367（14番人気）
3連単票数 計2728905 的中 ��� 10625（61番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―13．4―12．1―12．0―12．3―11．8―11．6―11．4―11．7―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�
12．9―24．4―37．3―50．7―1：02．8―1：14．8―1：27．1―1：38．9―1：50．5―2：01．9―2：13．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バラックパリンカ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．4．21生 牡3黒鹿 母 アプリコットフィズ 母母 マンハッタンフィズ 9戦2勝 賞金 30，075，000円
※出走取消馬 マサハヤニース号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

26058 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第10競走 1，800�2009メモリアル ウオッカカップ
発走15時00分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 メモリーコウ 牝4栗 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 460－ 21：52．7 13．0�
69 ワンダーウマス 牡5鹿 57 武 豊山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 480－ 61：52．91� 2．9�
33 ゲンパチルシファー 牡3鹿 54 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 490± 01：53．11� 2．3�
813 ギ ラ ー ミ ン �4栗 57 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B494－121：53．31� 147．7�
45 クレスコブレイブ 牡5栗 57 柴山 雄一堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B514－161：53．51� 47．8�
44 レコンキスタ 牡5栗 57 菱田 裕二村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B490－ 21：53．6� 19．7	
56 マイネルオスカル 牡4栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 486－ 4 〃 アタマ 5．8

11 ジョースターライト 牡6青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B456－ 41：54．23� 90．2�
57 ヴォカツィオーネ 牝5栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 454－161：54．73 41．1�
68 ジャストコーズ �6青鹿57 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 B504＋10 〃 ハナ 73．3�
710 メイショウテンダン 牡3青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 460－101：54．8クビ 16．2�
711 グーテンターク 牡4鹿 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 486－ 61：55．12 36．6�
812� ブリッツシュラーク 牡5芦 57 藤岡 康太前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 2 〃 アタマ 43．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 53，388，800円 複勝： 64，417，900円 枠連： 28，251，800円
馬連： 146，237，400円 馬単： 69，716，000円 ワイド： 89，687，600円
3連複： 222，774，100円 3連単： 331，673，000円 計： 1，006，146，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 210円 � 120円 � 110円 枠 連（2－6） 1，760円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 600円 �� 420円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 14，910円

票 数

単勝票数 計 533888 的中 � 32741（4番人気）
複勝票数 計 644179 的中 � 46694（4番人気）� 143471（2番人気）� 211230（1番人気）
枠連票数 計 282518 的中 （2－6） 12780（8番人気）
馬連票数 計1462374 的中 �� 58957（6番人気）
馬単票数 計 697160 的中 �� 11223（14番人気）
ワイド票数 計 896876 的中 �� 33116（7番人気）�� 51221（4番人気）�� 157893（1番人気）
3連複票数 計2227741 的中 ��� 143092（2番人気）
3連単票数 計3316730 的中 ��� 17792（33番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―13．4―12．4―12．6―12．7―12．0―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．7―50．1―1：02．7―1：15．4―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メモリーコウ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2017．7．8 中京5着

2015．3．5生 牝4栗 母 メモリーキャップ 母母 メモリーアフリート 11戦3勝 賞金 42，005，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26059 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第11競走 ��1，400�JRAアニバーサリーステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．9．15以降1．9．8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

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 910，000
910，000

円
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

1：19．3
1：19．0

良
良

44 メイケイダイハード 牡4鹿 53 松若 風馬名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 536－ 21：20．4 31．6�
66 ムーンチャイム 牝4栗 53 武 豊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 4 〃 ハナ 5．6�
55 ミッキーブリランテ 牡3鹿 54 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－141：20．5� 2．2�
77 アバルラータ 牝5鹿 53 柴山 雄一安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 458－ 21：20．6� 17．4�
11 スリーケープマンボ �4鹿 55 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B480－ 81：20．92 11．7�
89 デスティニーソング 牝5鹿 52 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 〃 同着 10．0	
33 ディーパワンサ 牝5栗 53 中谷 雄太 
キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：21．21� 20．2�
88 パッションチカ 牝5鹿 50 高倉 稜冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 442－ 8 〃 クビ 176．4�
22 チ ト ニ ア 牝5栗 53 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 470± 01：21．51� 3．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 76，733，000円 複勝： 73，318，100円 枠連： 27，568，300円
馬連： 196，220，200円 馬単： 98，598，000円 ワイド： 100，127，000円
3連複： 274，629，800円 3連単： 559，427，000円 計： 1，406，621，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，160円 複 勝 � 470円 � 170円 � 120円 枠 連（4－6） 9，930円

馬 連 �� 9，810円 馬 単 �� 26，870円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 790円 �� 340円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 84，900円

票 数

単勝票数 計 767330 的中 � 19415（8番人気）
複勝票数 計 733181 的中 � 25515（8番人気）� 104613（3番人気）� 221528（1番人気）
枠連票数 計 275683 的中 （4－6） 2219（25番人気）
馬連票数 計1962202 的中 �� 15999（24番人気）
馬単票数 計 985980 的中 �� 2935（50番人気）
ワイド票数 計1001270 的中 �� 12845（24番人気）�� 32587（12番人気）�� 87888（2番人気）
3連複票数 計2746298 的中 ��� 39011（22番人気）
3連単票数 計5594270 的中 ��� 5271（206番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―11．0―10．8―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．3―46．3―57．1―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．1
3 ・（3，4）5（1，2，9）（6，8）7 4 ・（3，4，5）（1，2，9）6（8，7）

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4鹿 母 メイケイソフィア 母母 ガンアンドローズ 21戦4勝 賞金 58，670，000円
※パッションチカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26060 9月16日 晴 良 （1阪神4） 第5日 第12競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時10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

712� クールリフレイン 牡4鹿 57
54 ▲団野 大成下河辺美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 524－ 21：24．9 11．1�

46 ウォークザライン 牡3栗 55 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 468＋121：25．0� 8．0�
610 ド ラ セ ナ �4黒鹿57 中谷 雄太林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 472－ 4 〃 ハナ 101．6�
711 カルロスミノル 牡3栗 55 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B462－ 41：25．63� 4．5�
813 アナスタシオ 牝3青鹿 53

52 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 41：25．7� 4．6�

58 � エスケーアタランタ 牝3黒鹿53 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 464－10 〃 クビ 120．1	
57 � メイショウトコシエ 牡5栗 57 中井 裕二松本 和子氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 446－ 41：25．91 32．1

69 モルトグランデ 牡3黒鹿55 藤岡 康太幅田 京子氏 庄野 靖志 様似 澤井 義一 514＋10 〃 ハナ 19．4�
34 ラタンドレス 牝6鹿 55 古川 吉洋 �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 480－ 41：26．11� 20．4�
814 ア ス カ リ 牡3栗 55

52 ▲岩田 望来吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：26．2� 11．0
33 グーテンモルゲン 牡3鹿 55 松山 弘平薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 490－ 81：26．51� 7．1�
22 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新�G1レーシング 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 01：26．6� 136．4�

11 コパノカーリング 牡3鹿 55
54 ☆森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450－161：27．34 5．3�
45 デイジーブリランテ 牝4黒鹿55 秋山真一郎�三嶋牧場 �島 一歩 浦河 三嶋牧場 464± 01：30．0大差 34．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，669，500円 複勝： 71，010，500円 枠連： 39，489，000円
馬連： 151，515，800円 馬単： 58，963，300円 ワイド： 94，386，800円
3連複： 237，903，700円 3連単： 307，127，500円 計： 1，014，066，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 400円 � 290円 � 1，890円 枠 連（4－7） 1，280円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 11，690円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 16，440円 �� 11，080円

3 連 複 ��� 184，240円 3 連 単 ��� 832，880円

票 数

単勝票数 計 536695 的中 � 38502（7番人気）
複勝票数 計 710105 的中 � 47929（7番人気）� 72250（4番人気）� 8557（12番人気）
枠連票数 計 394890 的中 （4－7） 24552（6番人気）
馬連票数 計1515158 的中 �� 20696（25番人気）
馬単票数 計 589633 的中 �� 4035（50番人気）
ワイド票数 計 943868 的中 �� 13311（24番人気）�� 1510（76番人気）�� 2246（65番人気）
3連複票数 計2379037 的中 ��� 1033（247番人気）
3連単票数 計3071275 的中 ��� 295（1245番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．2―12．0―12．4―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クールリフレイン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Hold That Tiger

2015．4．30生 牡4鹿 母 ピサノプリヴェ 母母 ギネビアケイ 9戦1勝 賞金 14，100，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 アナスタシオ号の騎手坂井瑠星は，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：5番・1番）
〔その他〕 デイジーブリランテ号は，発走後まもなく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。

４レース目



（1阪神4）第5日 9月16日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 135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

195，620，000円
3，850，000円
23，450，000円
1，010，000円
21，590，000円
56，675，500円
3，510，000円
1，296，000円

勝馬投票券売得金
487，819，200円
790，262，600円
203，594，900円
1，010，275，400円
535，815，200円
671，112，700円
1，479，871，400円
2，503，506，000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 7，682，257，400円

総入場人員 32，804名 （有料入場人員 ）
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