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26061 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6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
1：23．5
1：23．1

重
重

12 ラ バ ピ エ ス 牡2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：26．0 4．8�
48 ヨドノビクトリー 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 472＋ 61：26．1� 7．9�
23 イナズママンボ 牝2鹿 54 田中 健小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 446＋ 4 〃 クビ 3．2�
510 スナークライデン 牡2芦 54 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462± 01：26．73� 11．3�
11 ニューミレニアム 牡2栗 54 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 424＋ 21：26．8� 88．0	
59 テ ソ ー ロ 牡2鹿 54 岩田 康誠了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490＋201：27．01� 5．3

714 メモリートニック 牡2黒鹿54 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 440＋ 6 〃 ハナ 22．9�
36 シゲルシャチ 牡2栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 石田牧場 476－ 21：27．1クビ 14．8�
611 レ ソ ル テ 牝2栗 54 松若 風馬�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 468± 01：27．52� 60．6
612 ミラクルシップ 牡2鹿 54

53 ☆	島 克駿合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 478－ 41：27．6
 80．7�

47 イージスピューマ 牡2栗 54
51 ▲坂井 瑠星眞﨑 修氏 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 450＋ 81：27．7クビ 98．1�

35 コウエイバラノマチ 牡2鹿 54 菱田 裕二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 金舛 幸夫 496＋101：27．8
 19．3�
815 ブルベアボア 牡2鹿 54 幸 英明 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 460＋ 81：28．01 38．2�
816 アイファータレント 牡2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 484－14 〃 クビ 250．8�
24 ラニカイシチー 牡2鹿 54 国分 優作 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 81：28．63� 26．5�
713 セ ル リ ア ン 牡2黒鹿54 藤岡 康太�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 478＋ 21：29．13 18．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，307，500円 複勝： 36，933，900円 枠連： 13，098，500円
馬連： 55，328，100円 馬単： 27，728，400円 ワイド： 37，558，100円
3連複： 87，255，500円 3連単： 101，020，900円 計： 385，230，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 210円 � 130円 枠 連（1－4） 2，090円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 760円 �� 350円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 15，030円

票 数

単勝票数 計 263075 的中 � 43379（2番人気）
複勝票数 計 369339 的中 � 61514（2番人気）� 37280（4番人気）� 85428（1番人気）
枠連票数 計 130985 的中 （1－4） 4848（11番人気）
馬連票数 計 553281 的中 �� 19923（8番人気）
馬単票数 計 277284 的中 �� 5469（11番人気）
ワイド票数 計 375581 的中 �� 11894（9番人気）�� 29382（1番人気）�� 16687（4番人気）
3連複票数 計 872555 的中 ��� 29153（2番人気）
3連単票数 計1010209 的中 ��� 4871（26番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．4―12．7―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．1―47．5―1：00．2―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ バ ピ エ ス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．9 中京5着

2014．2．16生 牡2鹿 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 2戦1勝 賞金 5，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アクラー号・タガノビッググッド号・テイエムチェロキー号・ホウロクダマ号

26062 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （芝・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
1：08．6
1：07．8

良
良

510 ミュークレックス 牡2鹿 54 幸 英明庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 432＋ 61：09．7 3．8�

23 ビックリシタナモー 牡2黒鹿54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 488± 01：09．91� 50．5�
11 ショウサンルヴィア 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 446＋ 21：10．21� 11．7�
713 グランドガール 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460＋ 4 〃 クビ 9．1�
36 ダンツアムール 牝2青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 420＋ 41：10．3� 6．2�
48 テイエムイキオイ 牡2青鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 446＋ 41：10．61� 5．9�
816 タイセイブリット 牡2黒鹿54 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 440－ 41：10．7	 11．2	
24 ノーティインパクト 牡2栗 54 国分 恭介小関 昭次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 422＋ 4 〃 ハナ 188．7

12 パッシングポイント 牝2鹿 54 藤岡 康太栗山 良子氏 
島 一歩 安平 追分ファーム 406－121：10．8	 46．0�
815 ニホンピロワールド 牡2鹿 54 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 458＋ 6 〃 クビ 33．3�
612� ル イ 牡2鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC 506± 0 〃 アタマ 13．0
611 トウカイシュテルン 牝2鹿 54 F．ヴェロン内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 472＋ 61：10．9� 25．5�

（仏）

47 ブルベアパンサー 牡2栗 54
51 ▲荻野 極 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 456＋ 41：11．43 30．0�

35 ワンダーフルリール 牝2青鹿54 川島 信二山本 信行氏 中竹 和也 浦河 帰山 清貴 400＋101：11．93 132．8�
714 ディグアップセンス 牡2鹿 54 松若 風馬広尾レース� 清水 久詞 新冠 富本 茂喜 428＋ 4 〃 クビ 7．0�
59 コパノオリジナル 牝2鹿 54 菱田 裕二小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 430－ 61：12．53	 208．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，646，500円 複勝： 41，629，600円 枠連： 17，100，300円
馬連： 57，985，900円 馬単： 28，596，600円 ワイド： 36，166，000円
3連複： 83，830，600円 3連単： 96，765，800円 計： 387，721，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 1，020円 � 430円 枠 連（2－5） 7，910円

馬 連 �� 13，160円 馬 単 �� 18，220円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 980円 �� 6，420円

3 連 複 ��� 42，050円 3 連 単 ��� 221，300円

票 数

単勝票数 計 256465 的中 � 53173（1番人気）
複勝票数 計 416296 的中 � 87041（1番人気）� 8455（13番人気）� 22565（7番人気）
枠連票数 計 171003 的中 （2－5） 1674（24番人気）
馬連票数 計 579859 的中 �� 3414（43番人気）
馬単票数 計 285966 的中 �� 1177（71番人気）
ワイド票数 計 361660 的中 �� 2788（37番人気）�� 9920（9番人気）�� 1414（64番人気）
3連複票数 計 838306 的中 ��� 1495（127番人気）
3連単票数 計 967658 的中 ��� 317（705番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．3―46．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミュークレックス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2016．7．17 中京3着

2014．4．17生 牡2鹿 母 スノーボードロマン 母母 カミモリローマン 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔制裁〕 ビックリシタナモー号の騎手北村友一は，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：5番・14番）

パッシングポイント号の騎手藤岡康太は，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：5番・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 ミュルミューレ号
※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。

第４回 阪神競馬 第６日



26063 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6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

714 ショートストーリー 牡3黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 41：53．0 12．0�
35 ホシルミエール �3鹿 56 浜中 俊永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：54．17 23．2�
510 トウシンダイヤ 牡3栗 56 C．ルメール�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム B524－101：54．31 3．1�
815 ヒルノサルバドール 牡3栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 446＋ 6 〃 クビ 3．2�
48 � ストーミーストーム 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 愛 Rodger

O’Dwyer 478－ 61：54．4	 11．1	
816 サンライズサーカス 牡3青鹿56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 504＋ 6 〃 クビ 5．4

47 エイシンミキサー 牡3黒鹿56 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494± 01：55．35 24．8�
23 スマートマリウス 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 504± 01：55．4
 10．5�
12 ペ リ コ ー ル 牝3栗 54 畑端 省吾門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 6 〃 クビ 105．0
36 ク レ オ メ 牝3鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 460＋101：55．5クビ 78．6�
612 トーホウリリー 牝3栗 54 F．ヴェロン東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 434± 01：56．35 66．4�

（仏）

11 サウンドオブビット 牡3鹿 56 国分 恭介馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 大北牧場 446＋ 41：56．4	 60．8�
59 ココアスエイト 牝3黒鹿54 竹之下智昭ザ・チャンピオンズ 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋ 41：57．89 388．9�
713 シルヴィーズモード 牝3青 54 藤懸 貴志�大樹ファーム 平田 修 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 476＋ 2 〃 クビ 65．0�
611 メイショウジーター 牡3栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494－102：00．6大差 219．5�
24 ラ ン ブ ル 牡3鹿 56 荻野 琢真 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 追分ファーム B532＋102：01．55 145．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，733，600円 複勝： 42，019，500円 枠連： 17，596，500円
馬連： 64，067，500円 馬単： 32，110，200円 ワイド： 39，387，400円
3連複： 88，571，200円 3連単： 118，743，000円 計： 431，228，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 250円 � 490円 � 150円 枠 連（3－7） 7，350円

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 21，290円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 530円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 71，440円

票 数

単勝票数 計 287336 的中 � 19109（6番人気）
複勝票数 計 420195 的中 � 41488（4番人気）� 17220（7番人気）� 93057（2番人気）
枠連票数 計 175965 的中 （3－7） 1855（18番人気）
馬連票数 計 640675 的中 �� 4345（25番人気）
馬単票数 計 321102 的中 �� 1131（51番人気）
ワイド票数 計 393874 的中 �� 3910（24番人気）�� 20177（5番人気）�� 8769（13番人気）
3連複票数 計 885712 的中 ��� 8130（23番人気）
3連単票数 計1187430 的中 ��� 1205（198番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．7―13．0―13．1―12．9―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．8―50．8―1：03．9―1：16．8―1：28．7―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．2
1
3
15（16，13）6（3，5，14）（9，10）（2，12）7，8－1，11＝4
15（16，13）（6，14，10）5（7，3，8）12（1，2）9－11－4

2
4

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

ショートストーリー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2016．4．23 京都9着

2013．5．8生 牡3黒鹿 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly 6戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ココアスエイト号・シルヴィーズモード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

10月25日まで平地競走に出走できない。
メイショウジーター号・ランブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月

25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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キョウエイブレイン号・トモノメジェール号・メイショウザイル号・リュラ号・ワンダーラスト号
（非抽選馬）10頭 イチザプラチナ号・エイシンウィキ号・クレスクント号・クールフォルム号・ジョリーザスターズ号・

スズカパレード号・ドルチェリア号・ニホンピログレード号・ネコハーバー号・ロングマジック号
※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。

26064 9月25日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28阪神4）第6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

33 タマモワカサマ 牡4鹿 60 平沢 健治タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 486± 03：21．3 4．2�
811� メイショウオトコギ �7栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 496＋ 63：21．93� 12．3�
812 シゲルクロメバル 牡3黒鹿58 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 458＋ 43：22．11	 80．8�
68 フミノスナイパー �5栗 60 森 一馬谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 498＋ 23：22．2
 4．6�
55 マイネルレハイム 牡4栗 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 63：22．83� 2．8�
44 アズマタックン 牡3青鹿58 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 482＋ 63：23．01	 30．9	
56 オビーディエント 牡7黒鹿60 林 満明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 23：24．49 54．3

710 エンカウンター 牡4鹿 60 山本 康志�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 548＋163：25．67 62．5�
79 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 西谷 誠 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 448＋ 2 〃 アタマ 14．4�
22 � トーセンアゲイン 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 23：25．7
 8．0�
11 フロイデシューネル 牝4鹿 58 田村 太雅岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム 516＋203：36．3大差 109．8�
67 ヤマニンブルジョン 牡6栗 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 492＋ 6 （競走中止） 11．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，233，400円 複勝： 24，943，600円 枠連： 12，611，800円
馬連： 41，154，200円 馬単： 25，395，000円 ワイド： 24，164，100円
3連複： 63，206，500円 3連単： 95，213，700円 計： 305，922，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 390円 � 2，060円 枠 連（3－8） 3，400円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 7，430円 �� 7，060円

3 連 複 ��� 77，200円 3 連 単 ��� 257，570円

票 数

単勝票数 計 192334 的中 � 36237（2番人気）
複勝票数 計 249436 的中 � 37045（3番人気）� 16598（7番人気）� 2597（11番人気）
枠連票数 計 126118 的中 （3－8） 2867（13番人気）
馬連票数 計 411542 的中 �� 10964（11番人気）
馬単票数 計 253950 的中 �� 3857（20番人気）
ワイド票数 計 241641 的中 �� 5879（16番人気）�� 822（45番人気）�� 866（44番人気）
3連複票数 計 632065 的中 ��� 614（123番人気）
3連単票数 計 952137 的中 ��� 268（516番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．4－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
10，5，9，3，6，12，4，8，11－2＝1
5，9，3，12，8－（4，6，10）11＝2＝1

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

勝馬の
紹 介

タマモワカサマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．19 京都2着

2012．4．6生 牡4鹿 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走中止〕 ヤマニンブルジョン号は，2号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。



26065 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6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
1：46．2
1：45．9

良
良

77 ムーヴザワールド 牡2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 510 ―1：47．8 4．2�
33 エアウィンザー 牡2黒鹿54 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 クビ 1．3�
78 オーサムバローズ 牡2鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 500 ―1：48．12 45．1�
11 ナイトバナレット 牡2芦 54 M．デムーロ �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：48．41� 9．9�
66 エテレインミノル 牡2鹿 54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474 ―1：48．93 92．2	
44 マイネルフェアネス 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 斉藤英牧場 496 ―1：49．0クビ 87．4

810 オーリャセブン 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 清水牧場 450 ―1：49．53 245．5�
89 ショウナンハドル 牡2黒鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 浜田多実雄 新ひだか 松本牧場 472 ―1：49．92� 59．3�
55 アドミラブル 牡2鹿 54 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520 ―1：50．0� 11．3
22 サ ン ナ イ ト 牡2黒鹿54 幸 英明新井 康司氏 森 秀行 新冠 松浦牧場 512 ―1：50．42� 38．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，374，600円 複勝： 110，980，700円 枠連： 11，099，400円
馬連： 60，163，400円 馬単： 51，931，100円 ワイド： 34，604，800円
3連複： 75，191，700円 3連単： 211，792，500円 計： 612，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 110円 � 110円 � 300円 枠 連（3－7） 210円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 140円 �� 910円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 563746 的中 � 106926（2番人気）
複勝票数 計1109807 的中 � 96802（2番人気）� 864424（1番人気）� 15992（5番人気）
枠連票数 計 110994 的中 （3－7） 39568（1番人気）
馬連票数 計 601634 的中 �� 229717（1番人気）
馬単票数 計 519311 的中 �� 56622（2番人気）
ワイド票数 計 346048 的中 �� 88040（1番人気）�� 7371（10番人気）�� 10462（6番人気）
3連複票数 計 751917 的中 ��� 37285（4番人気）
3連単票数 計2117925 的中 ��� 20550（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．8―49．0―1：01．3―1：13．5―1：24．8―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．3
3 8，10（4，9）7（2，3）（5，1）6 4 8（10，9）（4，7，3，1）（2，5，6）

勝馬の
紹 介

ムーヴザワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2014．3．9生 牡2黒鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26066 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 レッドディオーサ 牝3鹿 52 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 452＋ 61：52．5 2．1�
11 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 52 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 494＋ 61：52．6� 14．7�
12 アスタキサンチン 牝4栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B452＋ 21：52．92 13．1�
47 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

53 △義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 518－ 21：53．11� 62．1�
816 ダンツチェック 牝3鹿 52 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 508± 01：53．2� 25．9�
36 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 448＋ 41：53．62� 10．2	
713 チ カ リ ー タ 牝3芦 52 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462＋101：53．81� 4．7

24 ミスズマンボ 牝3青鹿 52

50 △城戸 義政永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 452－ 41：54．01� 56．2�
35 ティーゲット 牝3栗 52 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 464－ 6 〃 クビ 22．8�
714 メイショウケンプウ 牝3黒鹿 52

49 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 442－ 61：54．1クビ 72．4
510� イ ト ハ ユ リ 牝5芦 55

54 ☆加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474± 0 〃 クビ 225．1�

612 トラストマヴィア 牝3黒鹿52 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 468－14 〃 ハナ 153．4�
815 ナリタノヘア 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 430＋121：54．2クビ 59．9�
611 オーミパドドゥ 牝3栗 52 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 456－ 81：54．83� 263．0�
23 フラワーファースト 牝3鹿 52 岩田 康誠�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 478± 01：55．97 46．2�
59 フ ィ エ ル テ 牝4鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 81：57．6大差 6．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，374，600円 複勝： 55，510，200円 枠連： 19，696，500円
馬連： 72，617，900円 馬単： 39，604，700円 ワイド： 46，943，000円
3連複： 106，031，700円 3連単： 146，027，800円 計： 519，806，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 350円 � 260円 枠 連（1－4） 540円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 580円 �� 470円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 11，650円

票 数

単勝票数 計 333746 的中 � 125719（1番人気）
複勝票数 計 555102 的中 � 190570（1番人気）� 28662（6番人気）� 41624（5番人気）
枠連票数 計 196965 的中 （1－4） 28223（1番人気）
馬連票数 計 726179 的中 �� 42190（5番人気）
馬単票数 計 396047 的中 �� 14966（6番人気）
ワイド票数 計 469430 的中 �� 21113（5番人気）�� 26709（3番人気）�� 7599（17番人気）
3連複票数 計1060317 的中 ��� 23956（10番人気）
3連単票数 計1460278 的中 ��� 9087（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．6―50．0―1：02．5―1：15．1―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
1，5，3（2，13）4，16（14，15）（6，9）8，7，11，12，10
1，5（3，13）2，16，4，15，8（6，7）11，9（14，10）12

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

勝馬の
紹 介

レッドディオーサ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．1．24 京都6着

2013．2．9生 牝3鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 6戦2勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 ニホンピロヘーゼル号の騎手酒井学は，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。
〔その他〕 フィエルテ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アローシルバー号・サブトゥエンティ号・サンレイフレンチ号
（非抽選馬） 2頭 ヴァローア号・バイオレットフィズ号



26067 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時15分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

612 マコトサダイジン �5栗 57 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 21：33．9 45．1�
47 ラ グ ナ グ 牝3栗 53 浜中 俊吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 ハナ 5．5�
23 カレンオプシス 牝4青鹿55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 クビ 20．5�
817 トウショウジャイロ 牡3黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498－ 61：34．0クビ 26．9�
713 ウインクレド 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 470＋ 4 〃 クビ 34．6�
611 ワントゥワン 牝3黒鹿53 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 438＋ 81：34．1クビ 3．2	
48 クローディオ 牡4鹿 57 松若 風馬 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．2	 36．8�
714 スマートスペクター 牡3鹿 55 酒井 学大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 432＋ 8 〃 クビ 93．0�
36 タガノガジュマル 牡3黒鹿55 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426± 01：34．41 55．5
35 ティルヴィング 牝3青鹿53 M．デムーロ前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－141：34．5
 16．2�
715 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 426＋ 41：34．71� 12．1�
11 ステファンバローズ 牡3黒鹿55 C．ルメール 猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 458± 0 〃 クビ 5．2�
24 オ ル ロ フ 牡4黒鹿57 柴田 未崎寺田 寿男氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ B518＋ 61：34．8
 109．3�
816 サクレディーヴァ 牝3芦 53 F．ヴェロン K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 クビ 15．4�

（仏）

59  キングヴァラール 牡4黒鹿57 川須 栄彦阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 510＋141：35．01� 387．3�
818 カネトシブレス 牝3鹿 53

51 △城戸 義政兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 426＋ 8 〃 クビ 53．7�
12 スズカウルトラ 牡3鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 460＋16 〃 ハナ 193．9�
510 アルパーシャン 牡4栗 57 四位 洋文
エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 464－ 81：35．1クビ 7．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，928，200円 複勝： 67，455，400円 枠連： 22，439，900円
馬連： 93，277，400円 馬単： 40，060，600円 ワイド： 57，923，600円
3連複： 131，806，700円 3連単： 156，037，700円 計： 610，929，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，510円 複 勝 � 1，050円 � 210円 � 480円 枠 連（4－6） 1，070円

馬 連 �� 11，620円 馬 単 �� 28，070円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 6，220円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 31，810円 3 連 単 ��� 350，230円

票 数

単勝票数 計 419282 的中 � 7436（12番人気）
複勝票数 計 674554 的中 � 14253（11番人気）� 104113（2番人気）� 34540（6番人気）
枠連票数 計 224399 的中 （4－6） 16208（2番人気）
馬連票数 計 932774 的中 �� 6219（36番人気）
馬単票数 計 400606 的中 �� 1070（85番人気）
ワイド票数 計 579236 的中 �� 4490（34番人気）�� 2354（61番人気）�� 11786（11番人気）
3連複票数 計1318067 的中 ��� 3107（99番人気）
3連単票数 計1560377 的中 ��� 323（954番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―11．6―11．6―11．1―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．1―47．7―59．3―1：10．4―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトサダイジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 小倉8着

2011．3．29生 �5栗 母 マコトマンリョウ 母母 マイサクセション 12戦2勝 賞金 15，200，000円
※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 エルノルテ号
※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。

26068 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第8競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 ラインシュナイダー 牡4鹿 57 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 458－121：23．7 1．9�
510� エイシンヒマワリ 牝3鹿 53 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 米 Michael Jawl 502＋ 41：23．91	 6．7�
24 モンラッシェ 牡5栗 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 41：24．0
 18．9�
48 コ ン テ ナ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 600＋ 81：24．1クビ 11．2�
611 サンビショップ �4栗 57 浜中 俊加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 458± 0 〃 ハナ 41．7�
713 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 434－ 21：24．42 17．2	
815� チャイマックス 牝3鹿 53 中谷 雄太吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 472＋12 〃 アタマ 13．3

714 クールジョーカー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 456＋ 21：24．71
 114．9�
816 メイショウタラチネ 牝4黒鹿 55

52 ▲荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 484＋121：25．12
 5．1�
59 � ワンダーオマージュ 牡4黒鹿57 黒岩 悠山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 552＋26 〃 アタマ 203．3
12 イソノヴィグラス 牡3栗 55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 466＋ 91：25．31	 138．5�
47 ビリケンラッシュ 牡3鹿 55 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 浦河 谷川牧場 502＋ 61：26．04 49．8�
11 � メイショウハクラク 牡5栗 57 小林 徹弥松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 500－ 41：26．21	 183．8�
35 サンライズアルプス 牡5鹿 57

54 ▲坂井 瑠星松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 444－ 41：27．37 300．7�
23 � ホーリーシュラウド 牝4黒鹿55 藤懸 貴志星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 448＋141：27．4
 163．2�
612 ヒーローメーカー 牡3黒鹿55 小牧 太林 正道氏 森田 直行 日高 シンボリ牧場 516＋141：36．3大差 23．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，092，400円 複勝： 66，101，500円 枠連： 25，904，100円
馬連： 99，945，400円 馬単： 58，385，300円 ワイド： 54，159，000円
3連複： 128，860，500円 3連単： 213，017，400円 計： 692，465，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 290円 枠 連（3－5） 800円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 410円 �� 480円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 9，750円

票 数

単勝票数 計 460924 的中 � 188200（1番人気）
複勝票数 計 661015 的中 � 253938（1番人気）� 52476（4番人気）� 39700（7番人気）
枠連票数 計 259041 的中 （3－5） 25073（3番人気）
馬連票数 計 999454 的中 �� 93786（3番人気）
馬単票数 計 583853 的中 �� 32281（4番人気）
ワイド票数 計 541590 的中 �� 36221（3番人気）�� 29950（4番人気）�� 6110（22番人気）
3連複票数 計1288605 的中 ��� 28223（14番人気）
3連単票数 計2130174 的中 ��� 15839（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．5―33．9―46．1―58．2―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインシュナイダー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2014．12．6 阪神5着

2012．3．23生 牡4鹿 母 ト ウ ジ ュ 母母 セ イ メ イ 19戦3勝 賞金 57，143，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒーローメーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月25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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アリアカンタービレ号・コパノディール号・コンクエストシチー号・セレッソプリマベラ号・タイキレガトゥス号・

ブルーフラッシュ号・ペプチドブラッサム号・メイショウナガマサ号・モアザンイナフ号・ヨドノナイト号



26069 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第9競走 ��
��1，600�

こ う と う

甲 東 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．9．26以降28．9．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

46 ナガラフラワー 牝4鹿 53 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 474＋ 81：33．7 8．2�
712 テ ラ ノ ヴ ァ 牝3芦 52 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 5．3�
58 カープストリーマー 牡3栗 53 M．デムーロ �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：34．02 10．0�
59 ナムラアッパー 牡5鹿 54 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 424＋ 41：34．1クビ 46．8�
47 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 484＋14 〃 ハナ 7．5	
713 エテルナミノル 牝3黒鹿52 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440－ 41：34．31� 8．0

23 ビートゴーズオン 牝5栗 51 松若 風馬 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 2 〃 ハナ 125．1�
814 レインボーフラッグ 牡3鹿 55 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 アタマ 3．6�
11 マテラアリオン 牡3黒鹿53 岩田 康誠大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 474＋ 61：34．4クビ 17．8
34 デンコウリキ 牡6黒鹿54 松山 弘平田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 502－141：34．61� 58．9�
815 タガノヴィアーレ 牝3栗 50 森 裕太朗八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 4 〃 アタマ 45．3�
22 ウインミレーユ 牝3黒鹿51 菱田 裕二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 8 〃 クビ 52．2�
610 カ ト ラ ス 	6芦 53 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 480－ 21：34．81� 239．3�
35 トップアート 牡5鹿 56 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B450＋ 2 〃 クビ 7．3�
611 モンドシャルナ 牡5鹿 55 松田 大作山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 アタマ 39．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，357，600円 複勝： 75，298，400円 枠連： 33，474，100円
馬連： 138，266，000円 馬単： 59，768，700円 ワイド： 71，831，900円
3連複： 185，997，200円 3連単： 253，679，500円 計： 868，673，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 270円 � 190円 � 320円 枠 連（4－7） 620円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，860円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 50，720円

票 数

単勝票数 計 503576 的中 � 48568（6番人気）
複勝票数 計 752984 的中 � 70668（5番人気）� 118265（2番人気）� 56104（7番人気）
枠連票数 計 334741 的中 （4－7） 41534（2番人気）
馬連票数 計1382660 的中 �� 46176（9番人気）
馬単票数 計 597687 的中 �� 9339（19番人気）
ワイド票数 計 718319 的中 �� 20276（11番人気）�� 9692（25番人気）�� 17977（12番人気）
3連複票数 計1859972 的中 ��� 15685（33番人気）
3連単票数 計2536795 的中 ��� 3626（195番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．9―12．1―11．9―11．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．5―47．6―59．5―1：10．5―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナガラフラワー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2014．12．14 阪神1着

2012．3．27生 牝4鹿 母 ガリカローズ 母母 カイロローズ 12戦3勝 賞金 47，021，000円

26070 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第10競走 ��
��2，000�ムーンライトハンデキャップ

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．9．26以降28．9．18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 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

711 シルクドリーマー 牡7鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 476＋ 81：59．9 12．1�
45 プリメラアスール 牝4黒鹿52 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 492－ 42：00．0� 14．3�
44 ショウナンバーキン 牝6青 51 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472－ 4 〃 クビ 46．0�
57 クラウディオス �6栗 53 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：00．1� 63．6�
33 マキシマムドパリ 牝4芦 55 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 ハナ 2．2	
22 カ ゼ ル タ 牝4栗 53 藤岡 康太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 464－ 42：00．2クビ 12．7

812 タマモネイヴィー 牡5鹿 54 古川 吉洋タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 500± 02：00．41	 117．8�
710 シ ホ ウ 牡5鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 512± 0 〃 クビ 4．3�
11 アドマイヤオウジャ 牡6鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：01．35 48．6
68 グランアルマダ 牡4芦 56 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 528＋ 22：01．4� 21．6�
69 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 500＋ 22：02．03� 5．7�
56 グッドスピリッツ �5鹿 54 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 440－ 22：02．85 35．5�
813 ティーエスネオ 牡5芦 55 池添 謙一田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520－ 82：03．65 25．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，337，400円 複勝： 78，300，600円 枠連： 37，146，100円
馬連： 159，893，100円 馬単： 87，828，900円 ワイド： 85，779，700円
3連複： 236，089，200円 3連単： 404，100，400円 計： 1，150，475，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 440円 � 430円 � 950円 枠 連（4－7） 2，070円

馬 連 �� 12，130円 馬 単 �� 23，060円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 6，490円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 112，130円 3 連 単 ��� 620，700円

票 数

単勝票数 計 613374 的中 � 40230（4番人気）
複勝票数 計 783006 的中 � 49003（6番人気）� 50212（5番人気）� 20277（10番人気）
枠連票数 計 371461 的中 （4－7） 13866（7番人気）
馬連票数 計1598931 的中 �� 10215（28番人気）
馬単票数 計 878289 的中 �� 2856（53番人気）
ワイド票数 計 857797 的中 �� 6951（27番人気）�� 3396（48番人気）�� 4457（41番人気）
3連複票数 計2360892 的中 ��� 1579（152番人気）
3連単票数 計4041004 的中 ��� 472（838番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．3―12．0―12．2―12．0―11．8―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．3―47．6―59．6―1：11．8―1：23．8―1：35．6―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクドリーマー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．23 新潟4着

2009．4．25生 牡7鹿 母 ドリームキセキ 母母 ドリームロッチ 46戦5勝 賞金 105，292，000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



26071 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第11競走 ��
��2，400�第64回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

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

神戸新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，078，000円 308，000円 154，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

814 サトノダイヤモンド 牡3鹿 56 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500± 02：25．7 1．2�
815 ミッキーロケット 牡3鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 クビ 27．4�
712 レッドエルディスト 牡3芦 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：26．23 19．0�
35 カフジプリンス 牡3栗 56 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 6 〃 アタマ 22．2�
47 エアスピネル 牡3栗 56 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476± 02：26．41� 6．7�
58 ナムラシングン 牡3黒鹿56 池添 謙一奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 518± 02：26．93 9．5	
611 アグネスフォルテ 牡3栗 56 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 434＋ 42：27．0� 117．4

713 イ モ ー タ ル 牡3青鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520＋ 6 〃 ハナ 59．4�
34 ロードヴァンドール 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 486＋182：27．1クビ 73．3�
22 ジョルジュサンク 牡3栗 56 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 506＋10 〃 ハナ 69．0
23 ロードランウェイ 牡3鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 22：27．2
 205．1�
610 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 458± 02：27．83
 179．5�
59 トゥルーハート 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 452－ 62：28．01
 329．6�
46 マイネルラフレシア 牡3栗 56 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 82：28．53 194．9�
11 ヒルノマゼラン 牡3黒鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 492－ 42：28．6
 333．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 209，112，600円 複勝： 678，795，800円 枠連： 113，425，800円
馬連： 580，990，600円 馬単： 436，997，900円 ワイド： 318，266，200円
3連複： 928，764，000円 3連単： 2，676，665，200円 計： 5，943，018，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 380円 � 240円 枠 連（8－8） 1，130円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 570円 �� 330円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計2091126 的中 � 1319997（1番人気）
複勝票数 計6787958 的中 � 5347651（1番人気）� 100761（6番人気）� 184074（4番人気）
枠連票数 計1134258 的中 （8－8） 77681（5番人気）
馬連票数 計5809906 的中 �� 385014（4番人気）
馬単票数 計4369979 的中 �� 259021（5番人気）
ワイド票数 計3182662 的中 �� 141004（5番人気）�� 270502（3番人気）�� 30166（19番人気）
3連複票数 計9287640 的中 ��� 226825（10番人気）
3連単票数 計26766652 的中 ��� 242136（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．8―12．3―12．7―12．8―12．6―11．6―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．1―36．3―49．1―1：01．4―1：14．1―1：26．9―1：39．5―1：51．1―2：02．6―2：14．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2015．11．8 京都1着

2013．1．30生 牡3鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 6戦4勝 賞金 225，601，000円
〔制裁〕 ナムラシングン号の騎手池添謙一は，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10，000円。（被害馬：11番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサトノダイヤモンド号・ミッキーロケット号・レッドエルディスト号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26072 9月25日 曇 良 （28阪神4）第6日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 ナンヨーカノン 牝6青鹿55 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：23．6 7．3�
47 ソーディヴァイン 牝3鹿 53 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 522＋ 21：23．7� 4．2�
35 サトノファンタシー 牡3鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484± 01：24．33	 2．9�
816 ル イ カ ズ マ 牡5鹿 57 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 496＋ 6 〃 アタマ 106．4�
510 レッドウィズダム 牡3鹿 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 492± 01：24．4	 5．6	
12 アドマイヤスパーズ 牡6鹿 57 松田 大作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 492＋ 2 〃 アタマ 28．8

11 ペプチドウォヘッド 牡4鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 462± 0 〃 クビ 9．5�
36 
 トキノセレブ 牝5鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 490＋ 81：24．61� 79．0�
23 ア バ ン サ ル �5栗 57 小牧 太今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 502－ 41：24．7	 102．3
815 アイファーサラオー 牡4鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 492－ 21：24．8クビ 54．1�
24  トッコディルーチェ �3鹿 55 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

496＋ 2 〃 ハナ 45．2�
611 アドマイヤイバマ 牡6芦 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 48．8�
612 グレイスフルデイズ �6芦 57 荻野 琢真 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 486－ 41：24．9クビ 217．6�
48 タマモイレブン 牡4鹿 57 F．ヴェロンタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 516－ 21：25．32 43．9�

（仏）

713 コスモピーコック 牝4鹿 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 492± 0 〃 ハナ 20．3�
59 ドライヴナイト 牡3黒鹿55 北村 友一桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 494－ 61：25．61� 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，230，600円 複勝： 103，397，200円 枠連： 49，182，900円
馬連： 242，686，200円 馬単： 92，061，900円 ワイド： 106，038，000円
3連複： 282，804，800円 3連単： 446，033，700円 計： 1，397，435，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 170円 � 140円 � 130円 枠 連（4－7） 970円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 550円 �� 370円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 11，950円

票 数

単勝票数 計 752306 的中 � 81939（4番人気）
複勝票数 計1033972 的中 � 131118（3番人気）� 192579（2番人気）� 232467（1番人気）
枠連票数 計 491829 的中 （4－7） 38952（4番人気）
馬連票数 計2426862 的中 �� 117119（6番人気）
馬単票数 計 920619 的中 �� 18109（14番人気）
ワイド票数 計1060380 的中 �� 45139（6番人気）�� 71654（2番人気）�� 108089（1番人気）
3連複票数 計2828048 的中 ��� 149069（2番人気）
3連単票数 計4460337 的中 ��� 27053（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．0―46．8―59．0―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーカノン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．10．20 京都5着

2010．1．23生 牝6青鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 32戦4勝 賞金 69，815，000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） 4頭 ウォーターメアヌイ号・ツィンクルソード号・ラディカル号・ラフィネシチー号
（非抽選馬） 3頭 コパノリスボン号・ライドオンウインド号・ロスヴァイセ号
※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。

４レース目



（28阪神4）第6日 9月25日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

284，220，000円
2，530，000円
7，580，000円
2，470，000円
32，040，000円
69，586，500円
5，607，400円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
673，729，000円
1，381，366，400円
372，775，900円
1，666，375，700円
980，469，300円
912，821，800円
2，398，409，600円
4，919，097，600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 13，305，045，300円

総入場人員 24，957名 （有料入場人員 23，386名）
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