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26049 9月24日 晴 稍重 （28阪神4）第5日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走9時50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

713 アドマイヤミヤビ 牝2芦 54 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 81：34．8 1．3�
47 ベ ル カ プ リ 牝2鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 462＋101：35．11� 11．2�
48 ラ フ ォ リ ア 牝2黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 ハナ 27．0�
510 プ ロ キ シ マ 牝2青 54 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 ハナ 5．2�
35 アルメリアブルーム 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 414＋ 81：35．41� 29．7	
24 ミスミーチャン 牝2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 千歳 社台ファーム 426＋ 61：35．5� 33．7

59 サツキユニヴァース 牝2栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 432± 01：35．6� 71．5�
816 リネンロマン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 412± 01：35．7� 100．8�
612 メイショウフウコウ 牝2青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 424＋ 81：36．02 69．0
12 ライブリハナメ 牝2鹿 54 松山 弘平加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 448－ 61：36．21� 32．3�
815 カワキタエビデンス 牝2鹿 54 酒井 学川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 426± 01：36．3� 15．7�
23 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 458－ 41：36．61� 87．8�
611 エイユーエンプレス 牝2鹿 54 田中 健笹部 義則氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 406＋ 21：37．02� 300．2�
714 クリノルイーザ 牝2鹿 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 横井 哲 418＋ 21：37．42� 374．7�
36 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 B468－ 21：38．03� 283．5�

（15頭）
11 ヤマノヒマワリ 牝2黒鹿54 国分 恭介山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，047，300円 複勝： 108，632，100円 枠連： 12，775，200円
馬連： 48，608，800円 馬単： 33，986，600円 ワイド： 31，614，700円
3連複： 73，576，700円 3連単： 118，542，400円 計： 453，783，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 230円 � 330円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 310円 �� 560円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 差引計 260473（返還計 507） 的中 � 149609（1番人気）
複勝票数 差引計1086321（返還計 874） 的中 � 824650（1番人気）� 34894（3番人気）� 21361（5番人気）
枠連票数 差引計 127752（返還計 15） 的中 （4－7） 20394（2番人気）
馬連票数 差引計 486088（返還計 2933） 的中 �� 48362（2番人気）
馬単票数 差引計 339866（返還計 2226） 的中 �� 29177（2番人気）
ワイド票数 差引計 316147（返還計 3149） 的中 �� 28794（2番人気）�� 14197（4番人気）�� 4270（19番人気）
3連複票数 差引計 735767（返還計 12034） 的中 ��� 20987（9番人気）
3連単票数 差引計1185424（返還計 20248） 的中 ��� 13925（14番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．9―12．3―12．4―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．9―35．8―48．1―1：00．5―1：12．2―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤミヤビ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．24 中京2着

2014．1．14生 牝2芦 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔出走取消〕 ヤマノヒマワリ号は，疾病〔左前球節炎〕のため出走取消。

26050 9月24日 晴 稍重 （28阪神4）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：46．2
1：45．9

良
良

58 ガウディウム 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446＋141：48．9 10．3�
23 タガノヴァン 牡2黒鹿54 藤岡 康太八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 0 〃 クビ 11．0�
814 ユイフィーユ 牝2青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 468± 01：49．0クビ 11．8�
34 ラ レ ー タ 牡2栗 54 川田 将雅�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 81：49．21� 3．9�
35 コパノカーニバル 牡2鹿 54 古川 吉洋小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 谷岡牧場 482－ 81：49．3� 44．9	
611 カリーニョミノル 牝2鹿 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 482＋ 41：49．62 5．8

22 テイエムグッドマン 牡2鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 478－ 21：49．92 18．8�
46 ケンシュナウザー 牡2栗 54 高倉 稜中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460－ 2 〃 アタマ 43．1�
815 アテンソード 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 428－ 41：50．0クビ 105．2
610 リトルプリンス 牡2黒鹿54 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 512± 0 〃 クビ 7．1�
47 ダイシンクイント 牡2黒鹿54 M．デムーロ大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 486＋10 〃 ハナ 3．8�
59 プロクレイマー 牡2黒鹿54 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 488＋ 41：50．32 86．8�
712 デクレアビクトリー 牡2鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 544－ 6 〃 ハナ 62．1�
11 マイネルアレックス 牡2栗 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 大栄牧場 456＋101：50．51 352．2�
713 マグナスエフェクト 牡2栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース小島 茂之 安平 追分ファーム 430－101：51．88 70．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，611，100円 複勝： 42，768，100円 枠連： 14，999，200円
馬連： 50，131，900円 馬単： 26，135，100円 ワイド： 34，095，300円
3連複： 72，466，500円 3連単： 91，404，000円 計： 356，611，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 370円 � 300円 � 370円 枠 連（2－5） 2，750円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，120円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 16，110円 3 連 単 ��� 79，840円

票 数

単勝票数 計 246111 的中 � 19087（5番人気）
複勝票数 計 427681 的中 � 29982（6番人気）� 39797（5番人気）� 29445（7番人気）
枠連票数 計 149992 的中 （2－5） 4213（14番人気）
馬連票数 計 501319 的中 �� 9168（18番人気）
馬単票数 計 261351 的中 �� 2948（32番人気）
ワイド票数 計 340953 的中 �� 6215（18番人気）�� 4122（27番人気）�� 4403（25番人気）
3連複票数 計 724665 的中 ��� 3372（51番人気）
3連単票数 計 914040 的中 ��� 830（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．3―49．1―1：01．4―1：13．8―1：25．5―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．1
3 2，6（5，4，10，14）（3，8，11）（7，15）（1，9）13，12 4 2，6（5，10）（4，14）8，11（3，7）（1，15）（13，9，12）

勝馬の
紹 介

ガウディウム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2016．7．16 中京7着

2014．4．23生 牡2鹿 母 パーフェクトジョイ 母母 ユーワジョイナー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※マグナスエフェクト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 阪神競馬 第５日



26051 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：08．8
1：08．7

重
重

714 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 456＋ 41：12．2 2．6�
35 ショウサングランド 牡3鹿 56 C．ルメール 鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム B476－ 21：12．51� 4．0�
12 エイシンミレレ 牝3黒鹿54 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 三嶋牧場 B444＋101：12．82 28．2�
611 エイシンイヒラニ 牝3芦 54 M．デムーロ�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 452－ 61：12．9クビ 9．3�
816 コ マ ユ 牝3鹿 54 松若 風馬稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 456＋141：13．22 41．4	
815 ワンダーフェリス 牝3黒鹿54 太宰 啓介山本 信行氏 渡辺 薫彦 新ひだか 城地 清満 468± 01：13．41� 46．6

612 オースミマルス 牡3鹿 56 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 466－ 2 〃 クビ 8．3�
48 テイエムサンピラー 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 500－ 21：13．61 17．9�
510 ウイングフィールド 牝3鹿 54 幸 英明塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 478＋ 2 〃 ハナ 30．8
713 アリエルバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 新冠 川島牧場 444± 01：13．81� 23．2�
59 ラブリーラッフル 牝3青鹿54 川田 将雅�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 436＋ 61：14．11� 16．1�
23 ラ ン ス タ ン 牝3鹿 54 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 462＋ 81：14．73� 17．5�
47 ザンスカール 牝3黒鹿54 F．ヴェロン �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470 ―1：15．12� 73．4�

（仏）

24 メイショウミナト 牡3鹿 56
54 △城戸 義政松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 520 ―1：16．05 136．7�

11 シロインジャー 牝3白 54
53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 528－ 61：16．53 25．2�

36 ドントリック 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 488 ―1：17．45 190．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，632，900円 複勝： 42，879，300円 枠連： 15，370，600円
馬連： 58，114，500円 馬単： 31，023，100円 ワイド： 40，018，500円
3連複： 79，576，200円 3連単： 105，003，000円 計： 401，618，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 140円 � 590円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，760円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 20，680円

票 数

単勝票数 計 296329 的中 � 90561（1番人気）
複勝票数 計 428793 的中 � 108220（1番人気）� 93242（2番人気）� 11212（11番人気）
枠連票数 計 153706 的中 （3－7） 26954（1番人気）
馬連票数 計 581145 的中 �� 96173（1番人気）
馬単票数 計 310231 的中 �� 29934（1番人気）
ワイド票数 計 400185 的中 �� 60247（1番人気）�� 5070（20番人気）�� 4562（22番人気）
3連複票数 計 795762 的中 ��� 9450（17番人気）
3連単票数 計1050030 的中 ��� 3680（46番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリアマンボ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．11．8 京都2着

2013．4．13生 牝3青鹿 母 マンボスルー 母母 Slew Boyera 8戦1勝 賞金 12，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シロインジャー号・ドントリック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月24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） 1頭 ウォータークローネ号
（非抽選馬） 4頭 イワバシル号・オドラニャソンソン号・サンマルゴージャス号・ライドオンザムーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

26052 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20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

36 サトノアルカディア 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B516－ 41：53．7 1．8�
23 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 2 〃 アタマ 11．1�
48 ロードアルペジオ 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 2 〃 クビ 6．5�
611 スズカマサル 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 434－ 21：53．8� 5．4�
713 プリマレジェンド 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿�G1レーシング 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 502＋201：54．43� 44．1�
816 アサクサジャック 牡3鹿 56 藤岡 康太田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B456－ 41：55．35 15．4	
35 グレートウォール 牡3栗 56 川田 将雅 
キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 61：56．15 16．4�
612 エ ク デ ィ ス 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 
キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：56．52� 27．2�
510 フェリアデアブリル �3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 オリエント牧場 446＋ 61：56．6クビ 249．5
815 ヤマカツトップガン 牡3鹿 56 松山 弘平�駒秀 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 484＋ 61：56．92 179．2�
11 アグネスクレア 牝3栗 54 畑端 省吾渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 562＋ 61：57．64 213．0�
24 キトゥンズグレイス 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 クビ 31．4�
714 メモラビリア 牝3栗 54 小牧 太 
社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 516＋ 61：57．81� 55．3�
12 レッドジュディス 牝3栗 54 F．ヴェロン �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：57．9	 57．8�

（仏）

47 ア プ ロ ム 牡3黒鹿56 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 494－ 61：59．49 244．4�
59 カリーノピッコラ 牝3栗 54 酒井 学�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 384－ 42：02．4大差 444．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，107，400円 複勝： 62，188，600円 枠連： 13，681，100円
馬連： 49，948，900円 馬単： 33，669，100円 ワイド： 32，579，600円
3連複： 66，972，600円 3連単： 106，399，300円 計： 392，546，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 190円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 380円 �� 300円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 271074 的中 � 119150（1番人気）
複勝票数 計 621886 的中 � 377668（1番人気）� 29393（5番人気）� 39654（3番人気）
枠連票数 計 136811 的中 （2－3） 17906（3番人気）
馬連票数 計 499489 的中 �� 45123（3番人気）
馬単票数 計 336691 的中 �� 19604（4番人気）
ワイド票数 計 325796 的中 �� 22445（3番人気）�� 30041（2番人気）�� 6156（13番人気）
3連複票数 計 669726 的中 ��� 29743（6番人気）
3連単票数 計1063993 的中 ��� 11554（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．6―50．8―1：03．8―1：16．5―1：29．0―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアルカディア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．19 函館9着

2013．2．28生 牡3黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 8戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メモラビリア号・レッドジュディス号・アプロム号・カリーノピッコラ号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成28年10月24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 ヴィリア号・ウイングカイユウ号・シゲルシマアジ号・シーザサン号・ダイシンヤース号・マイネルシャウト号・

メモリーサクセス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



26053 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右・外）

牝，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

58 ミ ス エ ル テ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464 ―1：37．2 1．3�
713 デルマコイウタ 牝2鹿 54 池添 謙一浅沼 廣幸氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 448 ―1：37．52 8．3�
11 ティアドーロ 牝2芦 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 482 ―1：37．6� 18．6�
59 ナムラマリア 牝2栗 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 392 ― 〃 クビ 92．4�
46 クライベイビー 牝2栗 54 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―1：37．81� 36．2	
815 ミスレジェンド 牝2黒鹿54 北村 友一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464 ―1：37．9� 43．7

712 ピ カ ロ 牝2鹿 54 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 444 ―1：38．0� 219．2�
611 イサチルオリョウ 牝2黒鹿 54

52 △義 英真小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474 ―1：38．1� 124．1�
22 メイショウオワラ 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 446 ―1：38．31� 63．7
814 マッシヴエレガンス 牝2鹿 54 幸 英明小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 480 ― 〃 クビ 28．2�
34 オ ト チ ャ ン 牝2黒鹿54 四位 洋文大塚 亮一氏 音無 秀孝 浦河 杵臼牧場 532 ―1：38．51� 72．9�
23 ジュンテオドーラ 牝2鹿 54 C．ルメール 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474 ―1：38．81� 8．0�
35 サンブリリアント 牝2栗 54 松若 風馬西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 486 ―1：38．9� 43．0�
610 ファイヤーローズ 牝2鹿 54 古川 吉洋�ターフ・スポート宮 徹 浦河 笹地牧場 464 ―1：39．22 243．4�
47 オフィーリア 牝2青鹿54 岩田 康誠�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406 ―1：40．68 28．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，872，500円 複勝： 117，711，500円 枠連： 18，026，400円
馬連： 50，907，000円 馬単： 41，899，000円 ワイド： 36，144，600円
3連複： 69，622，000円 3連単： 128，608，700円 計： 510，791，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（5－7） 360円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 450円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 478725 的中 � 287751（1番人気）
複勝票数 計1177115 的中 � 922358（1番人気）� 60756（2番人気）� 25250（4番人気）
枠連票数 計 180264 的中 （5－7） 38247（1番人気）
馬連票数 計 509070 的中 �� 93463（1番人気）
馬単票数 計 418990 的中 �� 63615（1番人気）
ワイド票数 計 361446 的中 �� 59616（1番人気）�� 18960（4番人気）�� 6901（12番人気）
3連複票数 計 696220 的中 ��� 30636（3番人気）
3連単票数 計1286087 的中 ��� 28916（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―37．2―50．2―1：02．9―1：14．6―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ス エ ル テ �
�
父 Frankel �

�
母父 Pulpit 初出走

2014．4．7生 牝2鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 デルマコイウタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 デルマコイウタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年10月24日まで出走できない。

26054 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

22 コ ー カ ス 牡2鹿 54 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504 ―1：25．4 9．4�

33 � マテラスカイ 牡2栗 54 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 498 ―1：26．14 6．2�

44 サトノクリエション 牡2栗 54 川田 将雅里見 治氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 506 ―1：26．31� 5．1�
66 リリーメーカー 牝2鹿 54 松若 風馬阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 486 ―1：26．4クビ 43．3�
79 オ ク ラ ホ マ 牡2栗 54 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 510 ―1：26．71	 3．1�
810 エ オ リ ア 牝2鹿 54 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ―1：26．8	 23．3�
11 ショーアッシ 牡2鹿 54 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 松田牧場 486 ―1：27．54 16．0	
78 ハ ナ ビ 牡2鹿 54 武 豊
キーファーズ 小崎 憲 平取 坂東牧場 488 ― 〃 クビ 3．5�
55 プルメリアミコ 牝2芦 54 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 422 ―1：27．7	 49．6�
67 ブルベアヘッジ 牡2栗 54 酒井 学 
ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 バンブー牧場 516 ―1：28．02 39．7
811 ブルベアエイプス 牡2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 
ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462 ― 〃 クビ 47．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，913，900円 複勝： 30，865，600円 枠連： 14，493，000円
馬連： 43，994，700円 馬単： 26，930，500円 ワイド： 28，151，900円
3連複： 58，438，100円 3連単： 96，724，000円 計： 328，511，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 220円 � 190円 � 180円 枠 連（2－3） 3，510円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 970円 �� 610円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 22，720円

票 数

単勝票数 計 289139 的中 � 24423（5番人気）
複勝票数 計 308656 的中 � 33313（5番人気）� 41851（4番人気）� 48692（3番人気）
枠連票数 計 144930 的中 （2－3） 3193（10番人気）
馬連票数 計 439947 的中 �� 11585（10番人気）
馬単票数 計 269305 的中 �� 3539（22番人気）
ワイド票数 計 281519 的中 �� 7168（10番人気）�� 11871（9番人気）�� 13469（7番人気）
3連複票数 計 584381 的中 ��� 12845（12番人気）
3連単票数 計 967240 的中 ��� 3086（68番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．1―12．5―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．0―59．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ー カ ス �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Diktat 初出走

2014．4．2生 牡2鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マテラスカイ号の騎手M．デムーロは，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）



26055 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第7競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

816 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 522＋ 62：04．7 13．0�
612 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 472－ 22：05．12� 2．3�
24 ドラゴンバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 508＋ 82：05．95 5．5�
12 タ イ ユ ー ル 牡4芦 57 F．ヴェロン前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B502＋ 42：06．0� 13．0�

（仏）

611 ギ ン ガ 牡4鹿 57 幸 英明石川 達絵氏 松下 武士 日高 日高大洋牧場 B454± 0 〃 ハナ 62．8�
815 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± 0 〃 アタマ 6．5	
713 エーティーサンダー 牡3青鹿54 菱田 裕二荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506－ 22：06．63� 18．9

510 デイジーフローラ 牝3鹿 52 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 494－ 22：06．92 52．7�
23 � プレイアンドラスト 牝4鹿 55 川島 信二高田 博氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 452－ 4 〃 クビ 173．1�
11 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 22：07．0クビ 22．7
47 タマモベルガモ 牡3栗 54

51 ▲坂井 瑠星タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 476＋ 22：07．42� 9．0�
59 テイエムダンシング 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 492＋ 62：07．5� 65．5�
35 フィールブリーズ 牡3鹿 54 国分 恭介水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 524－102：08．03 23．0�
36 エ イ ム 牡3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 446－122：08．74 69．1�
48 ジェイシックス 牡3芦 54 柴田 未崎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 490－ 82：09．23 365．2�
714 メイショウシノビ 牡3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 492± 02：12．0大差 173．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，642，100円 複勝： 49，666，600円 枠連： 22，472，100円
馬連： 70，044，200円 馬単： 35，028，100円 ワイド： 43，816，700円
3連複： 92，471，000円 3連単： 122，110，700円 計： 468，251，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 230円 � 120円 � 180円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，140円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 18，410円

票 数

単勝票数 計 326421 的中 � 19955（6番人気）
複勝票数 計 496666 的中 � 43035（5番人気）� 140654（1番人気）� 62604（3番人気）
枠連票数 計 224721 的中 （6－8） 33964（1番人気）
馬連票数 計 700442 的中 �� 48964（3番人気）
馬単票数 計 350281 的中 �� 7670（10番人気）
ワイド票数 計 438167 的中 �� 21425（4番人気）�� 8988（15番人気）�� 37836（2番人気）
3連複票数 計 924710 的中 ��� 31511（5番人気）
3連単票数 計1221107 的中 ��� 4808（47番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―13．5―13．0―12．8―13．0―12．6―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．7―48．2―1：01．2―1：14．0―1：27．0―1：39．6―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインユニファイド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Gold Alert デビュー 2014．6．14 阪神10着

2012．4．25生 牡4黒鹿 母 ユーキャンドゥイット 母母 Royal Fit 23戦3勝 賞金 31，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウシノビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月24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 アドマイヤデライト号・メイショウダッサイ号
（非抽選馬） 3頭 ウォーターレスター号・ダブルアックス号・ナイトタイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

26056 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

24 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 川田 将雅森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 432＋ 81：11．4 10．6�
510 エイシンカーニバル 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 478＋ 41：11．5� 5．3�
713 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± 01：11．6� 3．5�
714 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± 0 〃 クビ 4．1�
47 ナムラヒューマン 牡4芦 57 F．ヴェロン奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 464－ 81：11．91� 9．4�

（仏）

612 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿53 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 436＋121：12．11� 69．1	
36 サンマルメジャール 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 462－ 21：12．2� 124．0

11 バ リ キ 牡4栗 57 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 458± 01：12．41� 17．9�
23 � グレートブレス 牡4栗 57

55 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 500－ 21：12．61	 89．9�

816� ブレーヴブラッド 牡4鹿 57 和田 竜二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460－ 4 〃 クビ 22．0
611� タイキパラドックス 牡4栗 57 小牧 太�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 436－ 81：12．91� 33．0�
48 リバーサイドパーク 牝3鹿 53 武 豊�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 444± 0 〃 クビ 12．0�
35 ヤマニンアタシャン 牝5鹿 55 古川 吉洋土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 424± 01：13．21� 217．9�
815 タガノディナー 牝4黒鹿 55

52 ▲荻野 極八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 426＋ 41：13．62� 77．5�

59 リンガディンドン 牡4芦 57 松若 風馬吉田 晴哉氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 526＋ 21：13．81	 13．8�
12 オウケンダイヤ 牝3黒鹿53 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 384－ 41：15．18 297．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，840，000円 複勝： 63，733，600円 枠連： 28，038，900円
馬連： 84，593，200円 馬単： 41，341，400円 ワイド： 53，433，000円
3連複： 122，406，900円 3連単： 151，119，300円 計： 581，506，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 200円 � 180円 � 140円 枠 連（2－5） 2，030円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 790円 �� 550円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 21，790円

票 数

単勝票数 計 368400 的中 � 27601（5番人気）
複勝票数 計 637336 的中 � 72304（4番人気）� 87342（3番人気）� 144758（1番人気）
枠連票数 計 280389 的中 （2－5） 10654（8番人気）
馬連票数 計 845932 的中 �� 25216（8番人気）
馬単票数 計 413414 的中 �� 5028（24番人気）
ワイド票数 計 534330 的中 �� 16600（8番人気）�� 24937（4番人気）�� 34446（2番人気）
3連複票数 計1224069 的中 ��� 38089（4番人気）
3連単票数 計1511193 的中 ��� 5027（50番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．0―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルゴホウサイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．8．2 小倉10着

2012．4．29生 牝4鹿 母 シゲルラブスカイ 母母 スターダンサー 30戦3勝 賞金 47，250，000円
〔制裁〕 サーティグランド号の騎手義英真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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。
（非当選馬） 7頭 エイシンガイア号・グランドポピー号・クリノスーアンコー号・サンライズビーム号・シゲルサンマ号・

ニホンピロヘーラー号・ラッシュストーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



26057 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

89 ジューヌエコール 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋121：22．3 2．6�
44 マルモレイナ 牝2鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 446－ 41：22．4� 40．6�
66 オールポッシブル 牝2鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468－ 41：22．5クビ 6．8�
88 ラヴィングアンサー 牡2鹿 54 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482＋ 41：22．81� 5．5�
33 マイネルパラディ 牡2芦 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 470± 01：22．9	 4．4	
22 ジュニエーブル 牡2鹿 54 古川 吉洋柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 432± 01：23．0� 24．1

55 シゲルベンガルトラ 牡2栗 54 藤岡 康太森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 430－101：23．31� 17．4�
11 ショーウェイ 牝2鹿 54 松若 風馬吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 468－ 8 〃 アタマ 16．7�
77 ジャンダラリン 牝2鹿 54 岩田 康誠岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 454± 01：23．72	 7．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，246，600円 複勝： 60，849，600円 枠連： 17，136，100円
馬連： 95，526，400円 馬単： 50，651，800円 ワイド： 47，533，200円
3連複： 118，156，800円 3連単： 227，405，800円 計： 664，506，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 860円 � 210円 枠 連（4－8） 4，030円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 360円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 62，120円

票 数

単勝票数 計 472466 的中 � 142345（1番人気）
複勝票数 計 608496 的中 � 145903（1番人気）� 12707（9番人気）� 73835（4番人気）
枠連票数 計 171361 的中 （4－8） 3292（13番人気）
馬連票数 計 955264 的中 �� 11669（23番人気）
馬単票数 計 506518 的中 �� 4367（33番人気）
ワイド票数 計 475332 的中 �� 6390（22番人気）�� 38137（3番人気）�� 2741（35番人気）
3連複票数 計1181568 的中 ��� 7264（45番人気）
3連単票数 計2274058 的中 ��� 2654（224番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．2―12．1―11．4―11．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 7（6，8）3，2（1，4）（9，5） 4 7（6，8）3（2，4）（1，9，5）

勝馬の
紹 介

ジューヌエコール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．10 中京1着

2014．3．21生 牝2鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 2戦2勝 賞金 23，189，000円
〔発走状況〕 マイネルパラディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

26058 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第10競走 ��
��1，800�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

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
1：44．5
1：43．9

良
良

811 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 448＋ 41：48．0 3．0�
33 ギ モ ー ヴ 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：48．21� 4．6�
55 キンショーユキヒメ 牝3芦 52 岩田 康誠礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 504＋12 〃 アタマ 7．7�
67 ゴールドエッセンス 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 422＋ 4 〃 アタマ 12．1�
812 ガルデルスリール 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 アタマ 30．6�
56 ウインクルサルーテ 牝3鹿 52 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 416＋ 41：48．4	 10．5	
79 
 ウイングパラダイス 牝5鹿 55 池添 謙一池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 8 〃 ハナ 154．7

22 ミッキーグッドネス 牝3鹿 52 浜中 俊野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 406－ 41：48．82� 5．0�
44 フライングレディ 牝3黒鹿52 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 424＋ 41：48．9	 10．1�
710 トモノメジェール 牝3栗 52 中井 裕二共田 義夫氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 468－ 21：49．22 347．6
68 レッドラヴィータ 牝5栗 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：49．51	 35．1�
11 メイショウバーズ 牝3鹿 52 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 472＋30 〃 クビ 32．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，889，200円 複勝： 81，058，700円 枠連： 25，757，600円
馬連： 132，688，000円 馬単： 62，032，200円 ワイド： 65，624，000円
3連複： 171，112，400円 3連単： 257，274，500円 計： 849，436，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 190円 枠 連（3－8） 760円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 530円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 538892 的中 � 142662（1番人気）
複勝票数 計 810587 的中 � 168027（1番人気）� 135629（2番人気）� 94481（4番人気）
枠連票数 計 257576 的中 （3－8） 26051（2番人気）
馬連票数 計1326880 的中 �� 119886（1番人気）
馬単票数 計 620322 的中 �� 30682（1番人気）
ワイド票数 計 656240 的中 �� 47522（1番人気）�� 31516（4番人気）�� 23530（10番人気）
3連複票数 計1711124 的中 ��� 54734（4番人気）
3連単票数 計2572745 的中 ��� 21149（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．0―12．4―12．8―12．5―11．5―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．7―49．1―1：01．9―1：14．4―1：25．9―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．6
3 9，1－4，8（5，12）（2，7，11）3，10，6 4 ・（9，1，4，12）（8，7，11）5，2（10，3）6
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 10戦3勝 賞金 33，287，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ミッキーグッドネス号の騎手浜中俊は，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：3番）
※トモノメジェール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26059 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第11競走 ��
��1，400�大阪スポーツ杯

発走15時35分 （ダート・右）
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55�4歳
以上57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

34 パーティードレス 牝5栗 55 M．デムーロ原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474＋ 21：23．7 15．3�
45 サウススターマン 牡5黒鹿57 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 510＋ 41：23．8	 2．0�
69 ゴールドスーク 牡5栗 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：24．01 6．7�
22 ランドマーキュリー 牡6栗 57 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 522－ 21：24．31	 84．9�
712 ガッサンプレイ 牡6栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 466－12 〃 クビ 81．4�
813
 ベ ッ ク 牡5栗 57 �島 良太細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 506－ 41：24．4クビ 32．1	
610 コウセイコタロウ 牡7黒鹿57 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 498＋ 4 〃 クビ 317．7

58 ニットウスバル 牡4鹿 57 浜中 俊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 512－121：24．5	 6．8�
11 ハニードント 牝5栗 55 柴田 未崎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 460－ 21：24．81	 54．5�
814 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504－ 4 〃 ハナ 17．7
57 ウィッシュハピネス 牝4青鹿55 C．ルメール 前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 81：24．9クビ 4．5�
33 ナンヨーマーク 牡5青鹿57 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 520＋ 81：25．11� 33．4�
711 ジャコカッテ 牡5栗 57 太宰 啓介晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 498＋ 21：25．31� 82．7�
46 フルヒロボーイ 牡7鹿 57 国分 恭介古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 524－121：26．25 253．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，990，400円 複勝： 114，258，200円 枠連： 52，244，800円
馬連： 230，137，300円 馬単： 118，042，900円 ワイド： 103，668，600円
3連複： 322，351，700円 3連単： 595，957，500円 計： 1，604，651，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 300円 � 110円 � 170円 枠 連（3－4） 930円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，390円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 21，070円

票 数

単勝票数 計 679904 的中 � 35455（5番人気）
複勝票数 計1142582 的中 � 51804（6番人気）� 544131（1番人気）� 117092（3番人気）
枠連票数 計 522448 的中 （3－4） 43221（4番人気）
馬連票数 計2301373 的中 �� 129017（5番人気）
馬単票数 計1180429 的中 �� 22951（11番人気）
ワイド票数 計1036686 的中 �� 44820（6番人気）�� 16597（15番人気）�� 126715（2番人気）
3連複票数 計3223517 的中 ��� 106271（7番人気）
3連単票数 計5959575 的中 ��� 20502（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．3―59．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パーティードレス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．3．26生 牝5栗 母 グロンシャール 母母 ポールトゥウィン 18戦5勝 賞金 66，895，000円

26060 9月24日 曇 稍重 （28阪神4）第5日 第12競走 ��2，000�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
1：57．6
1：56．1

良
良

35 ルナーランダー 牡3栗 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496± 02：01．8 33．7�

24 メ ナ ス コ �4黒鹿57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434＋ 2 〃 クビ 76．2�

23 トライブキング 牡3鹿 54 F．ヴェロン前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 442± 02：01．9クビ 10．0�
（仏）

12 エルプシャフト 牡3青鹿54 M．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 アタマ 1．6�
11 ゼンノブレーメン 牡4鹿 57 C．ルメール 大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 488＋ 22：02．0� 36．1�
714 ブ ボ ナ 牝3黒鹿52 国分 恭介杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 484＋ 4 〃 クビ 199．1	
816 アグネススターダム 牡3栗 54 松若 風馬渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 444－ 22：02．32 23．4

48 アドマイヤウイング 牝5鹿 55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：02．5� 192．4�
47 ラハトケレブ 牡3鹿 54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 アタマ 18．3�
36 ピスコサワー 牡3黒鹿54 松田 大作金子真人ホール

ディングス 中内田充正 日高 日高大洋牧場 514± 02：02．71� 48．2�
612 レヴィンインパクト 牡3鹿 54 川田 将雅G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 444－14 〃 クビ 9．2�
510 レ ン ト ラ ー 牡4黒鹿57 武 豊 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 468＋142：02．8� 5．8�
815 オールドクラシック 牡3青鹿54 岩田 康誠�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：03．01� 24．2�
713 オカホンコー 牡5鹿 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 486＋ 6 〃 クビ 129．1�
59 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57 池添 謙一田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 62：04．06 127．6�
611 ドラゴンヴァース 牡4黒鹿57 武 幸四郎窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 494－ 22：04．42	 180．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，583，400円 複勝： 88，638，600円 枠連： 34，265，500円
馬連： 164，686，100円 馬単： 77，136，700円 ワイド： 80，052，600円
3連複： 193，998，900円 3連単： 345，944，600円 計： 1，049，306，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，370円 複 勝 � 1，070円 � 1，780円 � 390円 枠 連（2－3） 5，630円

馬 連 �� 65，280円 馬 単 �� 116，160円

ワ イ ド �� 11，450円 �� 3，460円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 133，730円 3 連 単 ��� 861，880円

票 数

単勝票数 計 645834 的中 � 15311（8番人気）
複勝票数 計 886386 的中 � 21135（8番人気）� 12323（11番人気）� 66829（4番人気）
枠連票数 計 342655 的中 （2－3） 4710（21番人気）
馬連票数 計1646861 的中 �� 2081（65番人気）
馬単票数 計 771367 的中 �� 498（128番人気）
ワイド票数 計 800526 的中 �� 1793（61番人気）�� 6017（31番人気）�� 3129（46番人気）
3連複票数 計1939989 的中 ��� 1088（203番人気）
3連単票数 計3459446 的中 ��� 291（1134番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．9―12．8―12．8―12．3―11．8―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―37．1―49．9―1：02．7―1：15．0―1：26．8―1：38．3―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
14（1，5）（7，16）（2，3）9（4，10）（6，15）（8，12）（11，13）
14，5（1，3，7）16（2，10）9（4，6，15）（8，11）（12，13）

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

勝馬の
紹 介

ルナーランダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．1．9 京都9着

2013．4．3生 牡3栗 母 タ ッ チ Ⅱ 母母 Caress 6戦2勝 賞金 14，000，000円
※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 エイシンジルコン号・グローリーミスト号・メイショウルルド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（28阪神4）第5日 9月24日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

198，370，000円
2，530，000円
9，900，000円
1，100，000円
19，990，000円
63，121，500円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
487，376，800円
863，250，500円
269，260，500円
1，079，381，000円
577，876，500円
596，732，700円
1，441，149，800円
2，346，493，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，661，521，600円

総入場人員 13，617名 （有料入場人員 12，587名）
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