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26013 9月11日 曇 良 （28阪神4）第2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

23 フィールドセンス 牡2鹿 54 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 510＋121：54．8 2．8�
611 ダイナミックバトル 牡2芦 54 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 466± 01：55．01 5．8�
713 シゲルオカピ 牡2黒鹿54 菱田 裕二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 444＋141：55．21� 58．5�
510 シゲルクーガー �2鹿 54

53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 470＋ 41：55．41� 88．1�
36 ワンダーウマス 牡2鹿 54 M．デムーロ山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 466－ 21：55．82� 5．0�
47 メイショウワカクサ 牝2鹿 54 内田 博幸松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 502＋ 81：56．33 9．3�
815 ランドジュピター 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 452＋ 21：56．93� 19．2	
612 デクレアビクトリー 牡2鹿 54 和田 竜二 
シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 550－ 41：57．21	 5．5�
11 ヌ ン ク ウ ボ 牡2鹿 54 古川 吉洋ヌンクラブ� 山内 研二 日高 日高大洋牧場 524± 01：57．94 20．0
59 テイエムナナフク 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 464－16 〃 クビ 54．3�
48 シゲルマサイキリン 牡2芦 54

52 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 青森 青南ムラカミ
ファーム 466－ 61：58．32� 44．5�

714 アローシャトル 牡2鹿 54 松田 大作佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 木村牧場 452＋ 41：58．4� 49．6�
24 ラブパッション 牝2鹿 54 荻野 琢真田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 382－ 81：58．61 311．9�
816 ネガエバカナイソウ 牡2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 452－ 81：58．81� 178．8�
12 ナインゴラン 牡2栗 54 高倉 稜 
コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460－ 21：59．11	 88．5�
35 カレドヴルフ 牡2鹿 54 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472－ 42：00．27 34．1�
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売 得 金
単勝： 18，443，000円 複勝： 26，955，600円 枠連： 12，711，800円
馬連： 47，515，800円 馬単： 25，612，700円 ワイド： 27，574，200円
3連複： 73，572，400円 3連単： 92，974，500円 計： 325，360，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 190円 � 930円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，730円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 35，830円

票 数

単勝票数 計 184430 的中 � 52388（1番人気）
複勝票数 計 269556 的中 � 64279（1番人気）� 38624（3番人気）� 5022（12番人気）
枠連票数 計 127118 的中 （2－6） 22747（1番人気）
馬連票数 計 475158 的中 �� 50478（2番人気）
馬単票数 計 256127 的中 �� 14326（3番人気）
ワイド票数 計 275742 的中 �� 20580（2番人気）�� 3889（18番人気）�� 1574（44番人気）
3連複票数 計 735724 的中 ��� 5793（33番人気）
3連単票数 計 929745 的中 ��� 1881（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．3―50．2―1：02．9―1：15．7―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3
7，11－（3，13）（10，16）（1，14）－（6，9）－15（4，8）12－2－5・（7，11）（3，13）－10（1，6，16）14－（8，9，15）12－4＝2＝5

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

勝馬の
紹 介

フィールドセンス �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神3着

2014．5．1生 牡2鹿 母 クロスザレイチェル 母母 ハローレイチェル 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレドヴルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月11日まで平地競

走に出走できない。

26014 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

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� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

12 ジャンダラリン 牝2鹿 54
51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 454＋ 61：22．0 7．5�

48 ブライトメジャー 牝2栗 54 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋ 21：22．74 15．5�
816 マルムーティエ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 4．8�
24 カワキタエビデンス 牝2鹿 54 菱田 裕二川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 426＋ 6 〃 ハナ 6．1�
59 ファームフェイス 牝2鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 448－ 4 〃 ハナ 5．6	
36 サイモンミラベル 牝2栗 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 462＋ 41：23．01� 21．4

715 マイアミトロピカル 牝2栗 54 藤岡 康太 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 420＋ 4 〃 クビ 8．6�
23 ピンクガーベラ 牝2芦 54 松山 弘平�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋ 41：23．1クビ 7．9�
714 ヴィグランドサヤカ 牝2芦 54

53 ☆�島 克駿大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 458－ 21：23．2� 131．7
713 スーサンゴー 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448＋ 41：23．3� 7．5�
611 エイシンムー 牝2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 480± 0 〃 クビ 45．0�
11 プ ラ ネ テ ス 牝2栗 54 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 日高 天羽 禮治 442± 01：23．72� 107．8�
510 エイユーエンプレス 牝2鹿 54

52 △義 英真笹部 義則氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 404－ 6 〃 ハナ 135．7�
35 アハデコノヨヲ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 448± 01：23．8� 393．6�
817 キュイラッサ 牝2栗 54

51 ▲坂井 瑠星一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 450＋121：24．01 117．0�
612 クリノアスカ 牝2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 鎌田 正嗣 436＋ 41：24．95 297．8�
818 ライラックパープル 牝2黒鹿54 武 豊山口 敦広氏 清水 久詞 日高 奥山 博 456＋ 41：25．53� 39．1�
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47 バ ト ル ク ウ 牝2青鹿54 高倉 稜宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，917，600円 複勝： 39，803，300円 枠連： 15，275，900円
馬連： 59，564，100円 馬単： 27，687，100円 ワイド： 36，481，700円
3連複： 83，811，600円 3連単： 93，391，000円 計： 382，932，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 460円 � 180円 枠 連（1－4） 6，040円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，030円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 75，900円

票 数

単勝票数 差引計 269176（返還計 122） 的中 � 28613（4番人気）
複勝票数 差引計 398033（返還計 148） 的中 � 39308（6番人気）� 18734（9番人気）� 68477（1番人気）
枠連票数 差引計 152759（返還計 7 ） 的中 （1－4） 1957（22番人気）
馬連票数 差引計 595641（返還計 514） 的中 �� 10761（22番人気）
馬単票数 差引計 276871（返還計 287） 的中 �� 2529（45番人気）
ワイド票数 差引計 364817（返還計 389） 的中 �� 6395（25番人気）�� 9279（13番人気）�� 6472（24番人気）
3連複票数 差引計 838116（返還計 1894） 的中 ��� 5555（47番人気）
3連単票数 差引計 933910（返還計 2288） 的中 ��� 892（312番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．7―58．6―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．3
3 ・（4，14）－13，8（2，16）（6，15）3（5，10，18）－11，12，17（1，9） 4 ・（4，14）13（2，8）16（3，6）15，5（10，18）11（9，17）1，12

勝馬の
紹 介

ジャンダラリン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2016．7．3 中京4着

2014．4．8生 牝2鹿 母 パ チ ャ マ マ 母母 レディアモーレ 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔出走取消〕 バトルクウ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔制裁〕 ジャンダラリン号の騎手森裕太朗は，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：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イチザガーデン号

第４回 阪神競馬 第２日



26015 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2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 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

711 メイショウバッハ 牡3栗 56 浜中 俊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 478－ 41：54．0 10．7�
33 ウォータープリアム 牡3栗 56 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 506＋ 61：54．1� 1．5�
68 マッジョテンペスタ 牡3鹿 56 内田 博幸太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 456－ 61：54．42 3．8�
22 メイショウセグレタ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 502± 01：54．61� 13．5�
69 オースミフォース 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 466－161：54．7� 37．7	
813 タンブルウィード 牡3鹿 56 岡田 祥嗣村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 522＋ 71：55．01� 27．1

45 デザートナイト �3鹿 56 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492± 01：55．53 24．4�
56 ドリームプランナー 牝3鹿 54 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 434－ 41：55．92� 64．1�
11 ソリッドボート �3芦 56

55 ☆	島 克駿水上 行雄氏 佐々木晶三 浦河 笠松牧場 462＋ 21：56．21� 43．2
710 スズカコメット 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 488＋ 61：56．41� 137．8�
57 ダイシンサクセス 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 B494± 01：57．25 91．7�
812 オヤマホクト 牡3鹿 56 	島 良太加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436－ 41：57．3� 176．4�
44 ピカピカシャチョウ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 452± 02：01．1大差 166．6�
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売 得 金
単勝： 18，310，800円 複勝： 65，730，200円 枠連： 8，430，300円
馬連： 38，328，700円 馬単： 31，707，000円 ワイド： 20，626，600円
3連複： 53，128，700円 3連単： 116，668，200円 計： 352，930，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 160円 � 100円 � 120円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 480円 �� 140円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 8，150円

票 数

単勝票数 計 183108 的中 � 13662（3番人気）
複勝票数 計 657302 的中 � 19908（3番人気）� 530602（1番人気）� 40625（2番人気）
枠連票数 計 84303 的中 （3－7） 9648（2番人気）
馬連票数 計 383287 的中 �� 45508（2番人気）
馬単票数 計 317070 的中 �� 10021（7番人気）
ワイド票数 計 206266 的中 �� 15779（3番人気）�� 8463（6番人気）�� 49542（1番人気）
3連複票数 計 531287 的中 ��� 62537（1番人気）
3連単票数 計1166682 的中 ��� 10378（22番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―14．1―12．9―12．4―12．6―12．8―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―37．6―50．5―1：02．9―1：15．5―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウバッハ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．27 阪神15着

2013．4．17生 牡3栗 母 リバーサウンド 母母 チームカラーズ 6戦1勝 賞金 5，400，000円
〔発走状況〕 タンブルウィード号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スズカコメット号の騎手三津谷隼人は，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：6番）
〔調教再審査〕 タンブルウィード号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピカピカシャチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月11日まで平

地競走に出走できない。

26016 9月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28阪神4）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，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3：15．7良・良

66 オールブラックス 牡7鹿 60 白浜 雄造近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 496＋ 23：21．1 1．9�
55 マジックダイオウ 牡3栗 58 林 満明�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 458＋103：21．63 4．4�
44 メイショウメイザン 牡4鹿 60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496－ 23：21．81� 3．6�
22 テイエムオドロキ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 466－ 23：23．18 17．1�
77 クリノイザナミ 牝5青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 450＋ 43：23．52� 8．4�
33 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿58 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460± 03：25．3大差 30．4	
11 ステイバーニング 牡4黒鹿60 中村 将之岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 464± 03：25．4� 37．3

88 � ワンダープレジール 牡4黒鹿60 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 454＋ 63：25．72 73．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 16，863，800円 複勝： 17，102，900円 枠連： 発売なし
馬連： 31，414，300円 馬単： 22，409，600円 ワイド： 16，956，900円
3連複： 42，905，900円 3連単： 105，221，700円 計： 252，875，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 200円 �� 150円 �� 240円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，420円

票 数

単勝票数 計 168638 的中 � 67705（1番人気）
複勝票数 計 171029 的中 � 70784（1番人気）� 30363（2番人気）� 27537（3番人気）
馬連票数 計 314143 的中 �� 52934（2番人気）
馬単票数 計 224096 的中 �� 23033（2番人気）
ワイド票数 計 169569 的中 �� 20702（2番人気）�� 32809（1番人気）�� 15572（3番人気）
3連複票数 計 429059 的中 ��� 102240（1番人気）
3連単票数 計1052217 的中 ��� 53465（2番人気）
上り 1マイル 1：48．8 4F 53．4－3F 40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
6－7－4，5＝2（3，1）＝8
6－5，7，4＝2－（3，1）＝8

�
�
6＝7，5，4＝2，1，3＝8
6，5－7－4＝2＝（3，1）－8

勝馬の
紹 介

オールブラックス �

父 アグネスデジタル �


母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．11．12 京都5着

2009．5．15生 牡7鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ 障害：2戦1勝 賞金 9，400，000円

追 加 記 事（第 4回阪神競馬第 1日第 4競走）
〔その他〕　　バルビオス号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



26017 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2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 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
2：00．8
1：59．8

良
良

55 � メ リ オ ラ 牡2鹿 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Diamond A
Racing Corp. 418 ―2：03．2 19．4�

89 スワーヴリチャード 牡2栗 54 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 ハナ 1．7�
33 ゴットルンタ 牡2鹿 54 藤岡 佑介後藤 進氏 木原 一良 日高 本間牧場 502 ― 〃 クビ 9．4�
88 アウステルリッツ 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464 ―2：03．51� 3．0�
66 ブルベアライノ 牡2芦 54 和田 竜二 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 462 ―2：04．13	 35．2	
22 クリノハリウッド 牡2鹿 54 内田 博幸栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 築紫 洋 432 ―2：04．73	 59．7

11 カ テ ナ チ オ 牡2鹿 54 浜中 俊幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 バンダム牧場 468 ―2：04．91	 11．4�
44 マ リ ナ ー 牡2栗 54 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 476 ―2：05．85 94．7�
77 ワンダラスサイト 牝2黒鹿54 松山 弘平 �コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 484 ―2：05．9	 22．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，948，800円 複勝： 62，473，500円 枠連： 10，985，700円
馬連： 46，513，500円 馬単： 40，680，200円 ワイド： 30，110，500円
3連複： 61，997，900円 3連単： 149，545，900円 計： 441，256，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 340円 � 110円 � 220円 枠 連（5－8） 1，300円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，480円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 44，100円

票 数

単勝票数 計 389488 的中 � 16006（5番人気）
複勝票数 計 624735 的中 � 18201（6番人気）� 388326（1番人気）� 34156（3番人気）
枠連票数 計 109857 的中 （5－8） 6537（5番人気）
馬連票数 計 465135 的中 �� 14697（7番人気）
馬単票数 計 406802 的中 �� 4484（21番人気）
ワイド票数 計 301105 的中 �� 8867（10番人気）�� 4835（16番人気）�� 24653（2番人気）
3連複票数 計 619979 的中 ��� 10012（13番人気）
3連単票数 計1495459 的中 ��� 2458（104番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．7―12．9―12．9―13．2―12．6―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．6―37．3―50．2―1：03．1―1：16．3―1：28．9―1：40．2―1：51．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メ リ オ ラ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Cure the Blues 初出走

2014．5．21生 牡2鹿 母 Stop Traffic 母母 Save My Soul 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26018 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

816 ラヴアンドドラゴン 牝3鹿 54 川田 将雅窪田 芳郎氏 藤原 英昭 新冠 パカパカ
ファーム 472＋ 21：35．2 1．6�

11 ベストティアラ 牝3青 54 川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 むかわ 上水牧場 516＋ 21：35．51� 16．9�

47 エディンバラ 牝3黒鹿54 福永 祐一八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 420－ 41：35．6� 11．9�
59 クリノブラビッシモ 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 446－ 41：35．81	 36．5�
23 ダノンハナフブキ 牡3鹿 56 内田 博幸�ダノックス 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 448± 0 〃 クビ 148．9�
48 メイショウレクセラ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 454－ 21：36．01	 78．4	
510 ラ ー ダ ー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 41：36．21
 54．7�
817 ブ ラ ン カ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 
社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 410－28 〃 クビ 24．1�
12 ニシノリンド 牝3鹿 54 武 豊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 424± 01：36．3
 5．3
24 アルマンディン 牝3黒鹿54 菱田 裕二 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋101：36．51	 79．7�
612 フォーチュンラック 牝3鹿 54 松田 大作
前川企画 野中 賢二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 476－ 61：36．6
 84．5�
35 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496－ 21：36．81 7．9�
713 コウザンアプローチ 牡3鹿 56 浜中 俊山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 508± 01：37．01	 26．1�
36 メイショウカネミツ 牡3鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 494－ 2 〃 アタマ 105．4�
815 プレリュードフィズ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 406－101：37．1� 260．8�
714 コウイッテン 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極深澤 朝房氏 佐々木晶三 浦河 大道牧場 448－101：37．31
 389．1�
611 ザッツイット 牡3栗 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 454－101：42．8大差 130．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，610，400円 複勝： 83，812，500円 枠連： 18，235，600円
馬連： 66，456，100円 馬単： 43，145，800円 ワイド： 41，216，100円
3連複： 95，347，300円 3連単： 153，844，300円 計： 537，668，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 310円 � 210円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 610円 �� 360円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 16，260円

票 数

単勝票数 計 356104 的中 � 171756（1番人気）
複勝票数 計 838125 的中 � 552712（1番人気）� 24892（5番人気）� 42476（4番人気）
枠連票数 計 182356 的中 （1－8） 39925（1番人気）
馬連票数 計 664561 的中 �� 31744（4番人気）
馬単票数 計 431458 的中 �� 14130（8番人気）
ワイド票数 計 412161 的中 �� 17242（5番人気）�� 32112（3番人気）�� 4361（24番人気）
3連複票数 計 953473 的中 ��� 14744（15番人気）
3連単票数 計1538443 的中 ��� 6857（42番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．3―12．7―12．5―11．8―10．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―36．2―48．9―1：01．4―1：13．2―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．8
3 1，9（7，16）17（3，10）14（2，5，13）（6，15）（8，11）12，4 4 1，9（7，16）（3，10，17）（2，14，13）5（8，6，15）（11，12）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラヴアンドドラゴン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー 2016．5．29 京都3着

2013．4．4生 牝3鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream 4戦1勝 賞金 8，120，000円
〔制裁〕 メイショウオニマル号の騎手松山弘平は，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：14番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザッツイット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月11日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 ゴールドマリーン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 リュラ号



26019 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第7競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 タマモイレブン 牡4鹿 57 石橋 脩タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518－ 61：11．3 9．3�
36 サーティグランド 牡4鹿 57

55 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 496－121：11．4� 6．8�
48 ブルームーン 牡4鹿 57 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：11．5クビ 2．9�
59 ナムラヒューマン 牡4芦 57 内田 博幸奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 472＋ 4 〃 クビ 18．1�
510 クリノサンレオ 牡3栗 55 太宰 啓介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 436＋ 41：11．6	 51．8�
611 クリノダイスーシー 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 490－ 6 〃 クビ 32．4	
612 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 61：11．7クビ 29．0

23 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 M．デムーロ脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426＋ 2 〃 クビ 5．4�
714
 チョウエンペラー 牡5栗 57 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 462＋101：12．12	 109．0�
12 
 シゲルノマオイ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 486± 01：12．31 39．5
47 サクレメジャー 牡3栗 55 松山 弘平 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506± 01：12．51� 64．8�
11 マルクデラポム 牝3青鹿 53

50 ▲荻野 極三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 464＋ 41：12．71	 11．2�
713 ヤマニンアリエッタ 牝5黒鹿55 藤懸 貴志土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 534＋ 41：12．8クビ 145．9�
815 バ ル ビ ー ナ 牝4鹿 55 藤岡 佑介中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 504＋ 61：13．12 9．2�
24 ヒロノフェロー 牡3鹿 55 中谷 雄太サンエイ開発� 庄野 靖志 浦河 川越ファーム 508－ 61：13．31 178．6�
35 メイショウボノム 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470－ 41：14．25 13．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，404，800円 複勝： 45，802，200円 枠連： 22，432，100円
馬連： 76，781，100円 馬単： 35，517，900円 ワイド： 48，520，800円
3連複： 112，007，500円 3連単： 135，241，500円 計： 507，707，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 260円 � 200円 � 150円 枠 連（3－8） 1，080円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 990円 �� 470円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 22，620円

票 数

単勝票数 計 314048 的中 � 27000（5番人気）
複勝票数 計 458022 的中 � 38088（4番人気）� 56982（3番人気）� 99346（1番人気）
枠連票数 計 224321 的中 （3－8） 16061（4番人気）
馬連票数 計 767811 的中 �� 16897（12番人気）
馬単票数 計 355179 的中 �� 3929（28番人気）
ワイド票数 計 485208 的中 �� 11804（12番人気）�� 27184（2番人気）�� 26413（3番人気）
3連複票数 計1120075 的中 ��� 29541（6番人気）
3連単票数 計1352415 的中 ��� 4333（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―11．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．1―46．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 ・（12，15）16（1，4，11）（3，9，13）（2，7，8）10，5，14，6 4 ・（12，15）16，11（1，4）（9，13）（3，8，10）7（2，5）14，6

勝馬の
紹 介

タマモイレブン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．10．5 新潟4着

2012．3．26生 牡4鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 20戦3勝 賞金 33，054，000円
※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） 5頭 グランドポピー号・サンライズビーム号・シゲルサンマ号・ツーエムカイザー号・ナムラボルト号

26020 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第8競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

813 ジョースターライト 牡3青鹿54 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B458＋ 22：04．5 222．3�
814 ロードボアソルテ 牡3栗 54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか タツヤファーム 474＋ 6 〃 クビ 8．1�
69 ショウナンバローネ 牡4鹿 57 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 42：04．6� 4．5�
58 フジノナデシコ 牝3鹿 52 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 444－102：04．81� 28．9�
34 ウインユニファイド 牡4黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 516＋122：04．9� 28．2�
46 ソリティール 牡3栗 54 川田 将雅�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 62：05．11� 2．1	
11 タガノジーニアス 牡3鹿 54 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B492－ 6 〃 ハナ 62．2

45 メイショウダッサイ 牡3黒鹿 54

52 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 480＋202：05．31� 81．0�
711 ニホンピロシナバー 牡4青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 500± 02：05．4� 4．6�
33 タイキオールブルー 牡4青鹿 57

56 ☆岩崎 翼大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム B436－ 82：05．61 35．4�

57 チャップリン 牡4黒鹿57 内田 博幸髙瀬 真尚氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 482－ 62：06．34 36．6�
610 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 480± 02：07．25 52．2�
712 ビームオブホープ 牡3青鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 466－ 22：07．94 89．4�
22 アドマイヤデライト 牡3黒鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 B516－122：08．96 26．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，381，200円 複勝： 49，632，100円 枠連： 20，102，500円
馬連： 92，014，100円 馬単： 49，433，400円 ワイド： 54，318，900円
3連複： 123，581，500円 3連単： 190，904，600円 計： 620，368，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 22，230円 複 勝 � 3，190円 � 250円 � 240円 枠 連（8－8） 34，930円

馬 連 �� 64，940円 馬 単 �� 181，740円

ワ イ ド �� 13，480円 �� 12，170円 �� 610円

3 連 複 ��� 100，740円 3 連 単 ��� 2，129，320円

票 数

単勝票数 計 403812 的中 � 1453（14番人気）
複勝票数 計 496321 的中 � 3216（14番人気）� 55776（4番人気）� 62145（3番人気）
枠連票数 計 201025 的中 （8－8） 446（34番人気）
馬連票数 計 920141 的中 �� 1098（65番人気）
馬単票数 計 494334 的中 �� 204（143番人気）
ワイド票数 計 543189 的中 �� 995（67番人気）�� 1102（65番人気）�� 24829（5番人気）
3連複票数 計1235815 的中 ��� 920（150番人気）
3連単票数 計1909046 的中 ��� 65（1437番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．5―48．6―1：01．0―1：13．8―1：26．3―1：38．7―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョースターライト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2015．9．6 小倉9着

2013．3．24生 牡3青鹿 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 13戦2勝 賞金 16，750，000円



26021 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第9競走 ��
��1，200�

しんりょう

新 涼 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

59 センターピース 牡4栗 57 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462－ 21：10．6 5．4�
11 キングソング 牡6鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 440＋ 2 〃 クビ 16．6�
35 ショコラブラン 牡4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472± 01：10．7クビ 2．0�
713 ディープミタカ 牡5栗 57 石橋 脩深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 8 〃 ハナ 58．2�
47 � アドマイヤシャドウ 牡7鹿 57 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 478－161：10．91	 126．9�
816 テイエムシャンパン 牡4芦 57 内田 博幸竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 492＋ 41：11．0	 14．5	
510
 エルフィンコーブ 牝3鹿 53 福永 祐一吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

506＋ 41：11．1クビ 4．3

24 ク ー ゲ ル 牡5栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 506－ 61：11．41� 68．1�
612� サントノーレ 牝4栗 55 武 豊吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 490＋ 21：11．5� 40．7�
48 ワンダーフォルテ 牡8栗 57 田中 健山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 502－ 21：11．81� 249．6
12 ヤマニンメンヒル 牡7鹿 57 菱田 裕二土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 468－10 〃 ハナ 57．3�
23 クリノリーソクツモ 牝4鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444± 01：12．01 42．8�
714 ミキノグランプリ 牡5栗 57 古川 吉洋谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 474± 01：12．31� 147．3�
36 ダイシンバルカン 牡4鹿 57 松山 弘平大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 21：12．72	 28．5�
815 クリノシャンボール 牡3黒鹿55 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 492－ 21：13．23 39．8�
611 ラフジェントリー 牡6黒鹿57 M．デムーロ今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B496－101：13．52 29．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，243，400円 複勝： 72，526，000円 枠連： 36，264，500円
馬連： 131，861，500円 馬単： 66，534，100円 ワイド： 68，726，800円
3連複： 176，422，100円 3連単： 283，883，300円 計： 884，461，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 140円 � 250円 � 110円 枠 連（1－5） 1，490円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 680円 �� 190円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 13，420円

票 数

単勝票数 計 482434 的中 � 70761（3番人気）
複勝票数 計 725260 的中 � 103898（2番人気）� 40939（5番人気）� 311408（1番人気）
枠連票数 計 362645 的中 （1－5） 18796（6番人気）
馬連票数 計1318615 的中 �� 29883（10番人気）
馬単票数 計 665341 的中 �� 8132（17番人気）
ワイド票数 計 687268 的中 �� 21891（6番人気）�� 111754（1番人気）�� 35208（4番人気）
3連複票数 計1764221 的中 ��� 102851（2番人気）
3連単票数 計2838833 的中 ��� 15330（27番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．8―45．6―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センターピース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．4 阪神3着

2012．4．3生 牡4栗 母 ア ミ リ ス 母母 ミスティーグリーン 14戦4勝 賞金 53，467，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 ウォーターメアヌイ号・ケッキセヨ号・コパノリスボン号・シゲルチャグチャグ号・テーオーソルジャー号・

マーシレス号・メイショウカフウ号・メイショウワダイコ号・ヨウライフク号・ヨシオ号・ライドオンウインド号・
ラフィネシチー号・ラブミークン号・リッシンロケット号・ロゼッタストーン号

26022 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

にしのみや

西宮ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

55 ブラックムーン 牡4鹿 57 川田 将雅 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 492± 01：46．3 1．6�
66 シャドウダンサー 牡5黒鹿57 M．デムーロ飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498－101：46．4� 5．1�
22 ブレイヴリー 牡5鹿 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B492＋14 〃 クビ 8．2�
88 カバーストーリー 牡5栗 57 福永 祐一前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 484＋ 41：46．61 7．8�
77 メイショウコルノ 牡5黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 546＋16 〃 クビ 14．1�
11 グッドスピリッツ 	5鹿 57 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 442－ 61：46．7� 22．9�
33 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 和田 竜二タマモ	 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B500－ 41：46．91
 48．4

44 レッドルーラー 牡6鹿 57 岩田 康誠 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496－ 21：47．53� 13．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 47，717，100円 複勝： 83，263，800円 枠連： 発売なし
馬連： 115，752，800円 馬単： 74，589，800円 ワイド： 53，088，600円
3連複： 126，973，500円 3連単： 360，752，600円 計： 862，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 200円 �� 240円 �� 550円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 477171 的中 � 227157（1番人気）
複勝票数 計 832638 的中 � 494179（1番人気）� 77849（2番人気）� 71287（4番人気）
馬連票数 計1157528 的中 �� 183836（1番人気）
馬単票数 計 745898 的中 �� 83346（2番人気）
ワイド票数 計 530886 的中 �� 74300（1番人気）�� 57175（3番人気）�� 20490（8番人気）
3連複票数 計1269735 的中 ��� 105026（3番人気）
3連単票数 計3607526 的中 ��� 98629（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．9―12．4―12．1―11．2―11．0―10．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．2―48．6―1：00．7―1：11．9―1：22．9―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �

父 アドマイヤムーン �


母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡4鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 13戦5勝 賞金 96，716，000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



26023 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第30回セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，27．9．12以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，27．9．11以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

11 ビッグアーサー 牡5鹿 58 福永 祐一中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 524＋ 41：07．6 2．1�
710 ネ ロ 牡5栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 464＋ 41：07．81 4．8�
711 ラヴァーズポイント 牝6青鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 514＋ 8 〃 クビ 53．5�
44 アースソニック 牡7鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 494－ 81：07．9クビ 130．9�
813 スノードラゴン 牡8芦 57 川田 将雅岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 508－ 4 〃 クビ 19．0�
45 レッドアリオン 牡6鹿 56 武 豊 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント 474－ 41：08．0クビ 25．4	
33 ダンスディレクター 牡6鹿 56 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444± 0 〃 ハナ 5．4

22 � エイシンブルズアイ 牡5栗 56 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 474－ 6 〃 ハナ 9．8�
56 ウ リ ウ リ 牝6青 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 8．1�
68 アットウィル 牡6栗 56 古川 吉洋宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 496－ 21：08．1クビ 36．4
57 ティーハーフ 牡6栗 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 6 〃 アタマ 61．5�
812� マイネルエテルネル 牡6栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 496＋ 81：08．42 226．9�

69 メイショウライナー 牡6鹿 56 松山 弘平松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 470－ 61：08．5	 245．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 191，233，100円 複勝： 227，183，400円 枠連： 85，897，900円
馬連： 571，222，700円 馬単： 315，680，800円 ワイド： 264，587，800円
3連複： 855，926，000円 3連単： 1，896，892，600円 計： 4，408，624，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 700円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，410円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 15，990円

票 数

単勝票数 計1912331 的中 � 713023（1番人気）
複勝票数 計2271834 的中 � 860570（1番人気）� 313998（2番人気）� 45077（9番人気）
枠連票数 計 858979 的中 （1－7） 145434（1番人気）
馬連票数 計5712227 的中 �� 892094（1番人気）
馬単票数 計3156808 的中 �� 279705（1番人気）
ワイド票数 計2645878 的中 �� 353105（1番人気）�� 43020（16番人気）�� 30131（22番人気）
3連複票数 計8559260 的中 ��� 126965（16番人気）
3連単票数 計18968926 的中 ��� 85993（48番人気）

ハロンタイム 12．3―10．2―10．6―10．8―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．5―33．1―43．9―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．5
3 1，13－11，8（4，10）12（5，9）2，6（3，7） 4 1－13，11，8，10（4，12）9（5，2）（3，6）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．4．13 福島1着

2011．3．18生 牡5鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 12戦8勝 賞金 299，811，000円
※メイショウライナー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりビッグアーサー号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月11日 晴 良 （28阪神4）第2日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

510 ミエノサクシード 牝3栗 52 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 444± 01：45．7 12．1�
59 クリノラホール 牝3芦 52 内田 博幸栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 436± 01：46．33� 4．1�
23 フロレットアレー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 422－ 6 〃 ハナ 4．7�
35 ローズウィスパー 牝3鹿 52 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 21：46．51� 12．7�
714� ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 470－ 4 〃 クビ 121．7�
612 フラッシュバイオ 牝5鹿 55 浜中 俊バイオ	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456－ 41：46．6クビ 21．7

12 タガノミルキー 牝3芦 52 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 4 〃 アタマ 56．5�
817 エアルシアン 牝4鹿 55 藤岡 佑介 	ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 464＋221：46．81� 89．4�
11 � ラックアサイン 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 486－101：47．01� 55．2
818 アドマイヤウイング 牝5鹿 55 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 アタマ 191．9�
713 ミッキーカーニバル 牝4鹿 55 武 豊野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋14 〃 クビ 17．1�
715 トウシンハンター 牝4黒鹿 55

54 ☆	島 克駿	サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 440－ 61：47．21� 34．0�
816� ツキミチャン 牝5青鹿 55

52 ▲三津谷隼人瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 462＋18 〃 クビ 232．1�
48 スティルウォーター 牝3黒鹿 52

49 ▲荻野 極 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 音無 秀孝 新ひだか 橋本牧場 398－ 21：47．3クビ 73．5�

36 メイショウメリリー 牝3黒鹿52 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 440± 0 〃 クビ 93．5�
24 リングオブハピネス 牝3栗 52 松山 弘平五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 450－141：47．62 118．8�
611� レッドラミア 牝4鹿 55 福永 祐一 	東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 428－451：48．02� 14．3�
47 ヴィンテージローズ 牝5栗 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 430± 01：50．1大差 2．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 66，236，800円 複勝： 80，708，800円 枠連： 47，731，000円
馬連： 219，059，600円 馬単： 79，560，700円 ワイド： 94，157，300円
3連複： 264，304，300円 3連単： 404，995，100円 計： 1，256，753，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 250円 � 160円 � 160円 枠 連（5－5） 2，260円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 810円 �� 870円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 22，260円

票 数

単勝票数 計 662368 的中 � 43558（4番人気）
複勝票数 計 807088 的中 � 69264（4番人気）� 141184（2番人気）� 137742（3番人気）
枠連票数 計 477310 的中 （5－5） 16334（11番人気）
馬連票数 計2190596 的中 �� 78382（6番人気）
馬単票数 計 795607 的中 �� 11270（18番人気）
ワイド票数 計 941573 的中 �� 28641（6番人気）�� 26598（7番人気）�� 68703（3番人気）
3連複票数 計2643043 的中 ��� 57997（6番人気）
3連単票数 計4049951 的中 ��� 13186（56番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．0―12．2―12．0―11．6―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．3―47．3―59．5―1：11．5―1：23．1―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノサクシード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．1．10 京都4着

2013．3．10生 牝3栗 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 9戦2勝 賞金 18，000，000円
〔その他〕 ヴィンテージローズ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エイシンジルコン号

４レース目



（28阪神4）第2日 9月11日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

281，620，000円
2，530，000円
6，220，000円
2，080，000円
32，070，000円
61，008，000円
4，976，600円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
580，310，800円
854，994，300円
278，067，300円
1，496，484，300円
812，559，100円
756，366，200円
2，069，978，700円
3，984，315，300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 10，833，076，000円

総入場人員 19，184名 （有料入場人員 17，889名）
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