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2608510月2日 曇 稍重 （28阪神4）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：11．0
1：10．2

良
不良

510 メイショウテンセイ 牡2鹿 55 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 480＋ 21：12．2 3．0�
815 パワフルヒロコ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 434＋ 41：12．41� 4．5�
713 タマモサザンクロス 牡2黒鹿55 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 448＋ 41：12．61� 46．2�
36 エスシーエイト 牡2栗 55 松若 風馬工藤 圭司氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 474＋ 21：13．23� 4．1�
35 テイエムアニマンテ 牡2青鹿 55

54 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 472＋ 4 〃 クビ 27．8�
47 ホウロクダマ 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 532－ 41：13．51	 19．7	

11 テイエムチェロキー 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 カミイスタット 456＋ 21：13．6クビ 9．9


59 メタルソース 牡2鹿 55 国分 恭介山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋20 〃 アタマ 69．1�
24 ダンツシリアス 牝2黒鹿 54

52 △義 英真山元 哲二氏 本田 優 浦河 山口 義彦 B456＋ 41：13．81� 10．2�
611 メイショウオクヒダ 牡2鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462－ 8 〃 クビ 9．6
48 タガノビッググッド 牡2鹿 55

53 △城戸 義政八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 61：14．54 342．8�

12 アイファータキオン 牡2芦 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 432＋ 61：14．71� 181．3�
816 ユメニカケル 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太�ビリオンスター田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 420－ 21：14．8� 131．9�
612 ミルトプリンス 牡2鹿 55 F．ヴェロン永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 長浜 忠 430＋ 6 〃 クビ 54．0�

（仏）

23 トミケンナプロスト 牡2鹿 55
52 ▲荻野 極冨樫 賢二氏 清水 久詞 青森 石田 英機 452－ 21：16．28 204．4�

714 シゲルツキノワグマ 牡2鹿 55 菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 熊本 有限会社
宮村牧場 452＋ 41：17．37 355．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，057，300円 複勝： 29，453，000円 枠連： 10，297，200円
馬連： 48，268，400円 馬単： 24，929，000円 ワイド： 28，662，200円
3連複： 72，395，400円 3連単： 92，098，000円 計： 326，160，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 960円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，270円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 10，910円 3 連 単 ��� 38，770円

票 数

単勝票数 計 200573 的中 � 51859（1番人気）
複勝票数 計 294530 的中 � 71384（1番人気）� 53806（2番人気）� 4976（9番人気）
枠連票数 計 102972 的中 （5－8） 15260（1番人気）
馬連票数 計 482684 的中 �� 57103（2番人気）
馬単票数 計 249290 的中 �� 15224（2番人気）
ワイド票数 計 286622 的中 �� 27189（2番人気）�� 2991（24番人気）�� 2296（30番人気）
3連複票数 計 723954 的中 ��� 4976（35番人気）
3連単票数 計 920980 的中 ��� 1722（127番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―47．3―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 ・（3，10）13（6，15）9，5，7，1（2，4）11，12，16－8＝14 4 ・（3，10，13）15（6，9）（5，7）4（1，2）11－12，16－8＝14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウテンセイ �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．8．14 小倉9着

2014．3．24生 牡2鹿 母 ブルーロバリー 母母 スプレッドブレイヴ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 シゲルツキノワグマ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルツキノワグマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月2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。

2608610月2日 曇 稍重 （28阪神4）第8日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時20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
2：00．8
1：59．8

良
良

77 スワーヴリチャード 牡2栗 55 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 504－ 22：04．0 1．1�
22 ピスカデーラ 牝2鹿 54 北村 宏司名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：04．21 11．4�
44 レッドクライム 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 460－ 62：04．41� 9．6�
11 タキシードネコ 牡2黒鹿55 �島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 400＋ 22：05．03� 208．9�
66 ダンツブレーブ 牡2芦 55 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 450± 0 〃 ハナ 138．6�
78 マテラフィールド 牡2栗 55 松若 風馬大野 剛嗣氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 470＋ 22：05．21� 8．1	
89 アスタークライ 牡2栗 55 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 440＋ 2 〃 クビ 35．5

810 マイネルシルバリー 牡2芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 498± 02：05．3� 30．8�
55 ワンダラスサイト 牝2黒鹿54 高倉 稜 �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 482－ 22：05．61� 181．6
33 テイエムナナフク 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 464± 02：09．0大差 277．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，106，500円 複勝： 122，271，200円 枠連： 10，432，400円
馬連： 47，128，600円 馬単： 45，233，500円 ワイド： 32，611，400円
3連複： 68，475，200円 3連単： 198，619，500円 計： 568，878，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 150円 � 140円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 240円 �� 200円 �� 530円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 441065 的中 � 301479（1番人気）
複勝票数 計1222712 的中 � 1025016（1番人気）� 38639（4番人気）� 44612（3番人気）
枠連票数 計 104324 的中 （2－7） 14932（4番人気）
馬連票数 計 471286 的中 �� 79873（3番人気）
馬単票数 計 452335 的中 �� 59059（3番人気）
ワイド票数 計 326114 的中 �� 35739（3番人気）�� 45833（2番人気）�� 13129（8番人気）
3連複票数 計 684752 的中 ��� 78377（3番人気）
3連単票数 計1986195 的中 ��� 79510（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―13．3―12．9―12．6―12．2―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．4―50．7―1：03．6―1：16．2―1：28．4―1：40．3―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴリチャード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．9．11 阪神2着

2014．3．10生 牡2栗 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 テイエムナナフク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムナナフク号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年11月2日まで出走できない。

第４回 阪神競馬 第８日



2608710月2日 晴 稍重 （28阪神4）第8日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

612 デューズワイルズ 牡3黒鹿57 北村 宏司 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466－ 21：53．4 1．8�
816 ワンダーラスト 牝3鹿 55 �島 良太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 416± 01：53．93 66．8�
12 ダンスウィズミー 牝3鹿 55 四位 洋文石川 達絵氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 400－ 61：54．0クビ 6．8�
35 シ ー オ ー ク 牝3栗 55 F．ヴェロン �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 470＋ 41：54．1� 9．0�

（仏）

48 ア ネ モ イ 牡3黒鹿57 松若 風馬平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 480＋ 41：54．52� 9．5	
815 クールフォルム 牡3鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 21：54．71� 78．5


714 ウォーターサルーン 牡3黒鹿57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 452＋ 41：54．8� 60．3�
713 ハッピーチャンス 牝3鹿 55

52 ▲三津谷隼人馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋201：55．22� 30．8�
23 キョウエイブレイン 牡3鹿 57 藤懸 貴志田中 晴夫氏 森田 直行 日高 広富牧場 430＋ 21：55．3� 123．8
59 ヤマニンブルネット 牝3栗 55

52 ▲森 裕太朗土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 498－ 21：56．15 103．0�
611 メイショウザイル 牡3鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 462＋ 41：56．31� 27．8�
11 スカイノメジャー 牡3黒鹿57 松田 大作江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 494＋101：56．4クビ 10．7�
510 リ ュ ラ 牝3黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 416－ 81：57．25 14．0�
47 ス ト レ イ ン 牡3鹿 57 幸 英明�坂東牧場 角居 勝彦 平取 坂東牧場 496± 01：57．3� 55．0�
36 クリノアンボワーズ 牝3鹿 55 太宰 啓介栗本 博晴氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494－ 41：58．68 279．0�
24 ライドオンザムーン 牝3黒鹿55 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 464± 0 （競走中止） 44．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，857，400円 複勝： 60，813，500円 枠連： 18，086，300円
馬連： 52，425，100円 馬単： 33，063，900円 ワイド： 32，895，400円
3連複： 74，275，200円 3連単： 113，648，100円 計： 412，064，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 710円 � 170円 枠 連（6－8） 2，710円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 250円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 34，980円

票 数

単勝票数 計 268574 的中 � 118043（1番人気）
複勝票数 計 608135 的中 � 370504（1番人気）� 7512（9番人気）� 52515（2番人気）
枠連票数 計 180863 的中 （6－8） 5157（8番人気）
馬連票数 計 524251 的中 �� 7698（16番人気）
馬単票数 計 330639 的中 �� 3178（22番人気）
ワイド票数 計 328954 的中 �� 5158（17番人気）�� 41420（1番人気）�� 2104（29番人気）
3連複票数 計 742752 的中 ��� 6644（23番人気）
3連単票数 計1136481 的中 ��� 2355（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．5―48．9―1：01．9―1：14．8―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．6
1
3
1，13（7，5，16）（10，14）（3，15）4，12（6，11）－8－9，2
1，13（7，5，16）（14，12）10（3，15）8，11（6，2）4－9

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

勝馬の
紹 介

デューズワイルズ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．21 阪神2着

2013．2．19生 牡3黒鹿 母 ジューンアナガリス 母母 カフェロワイヤル 12戦1勝 賞金 16，580，000円
〔競走中止〕 ライドオンザムーン号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ワンダーラスト号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔調教再審査〕 ライドオンザムーン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノアンボワーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月2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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ヴィリア号・シゲルオニカマス号・ダイシンヤース号・ドルチェリア号・ネコハーバー号・ハギノティムシェル号・

ファラオカズマ号・ロマンチックドラマ号・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。

2608810月2日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（28阪神4）第8日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20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

22 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 500＋ 43：21．1 2．4�
33 グランドデザイン 牝4黒鹿58 平沢 健治西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 464＋123：21．2� 3．8�
44 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± 03：22．37 13．4�
55 オリエンタルイギー 牡3栗 58 大江原 圭棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 468± 03：23．15 16．3�
11 ラスカルトップ 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454± 03：24．05 3．2�
66 ラテラルアーク �5栗 60 西谷 誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 484＋143：24．1� 8．4	
77 ガンマーフォンテン 牡4栗 60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 504－ 93：31．9大差 38．8


（7頭）

売 得 金
単勝： 18，798，200円 複勝： 19，272，000円 枠連： 発売なし
馬連： 34，876，100円 馬単： 23，892，300円 ワイド： 16，728，100円
3連複： 49，369，300円 3連単： 121，710，100円 計： 284，646，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 380円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 187982 的中 � 60986（1番人気）
複勝票数 計 192720 的中 � 62732（1番人気）� 36874（3番人気）
馬連票数 計 348761 的中 �� 64775（2番人気）
馬単票数 計 238923 的中 �� 26230（3番人気）
ワイド票数 計 167281 的中 �� 24461（2番人気）�� 10424（4番人気）�� 6718（7番人気）
3連複票数 計 493693 的中 ��� 27746（4番人気）
3連単票数 計1217101 的中 ��� 27796（8番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

�
�
2，6－5，3，1－4＝7・（2，3）4－5－1，6＝7

勝馬の
紹 介

メイショウメイザン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2014．12．7 阪神6着

2012．3．25生 牡4鹿 母 ハイウェイトゥグローリー 母母 Anita Via 障害：12戦1勝 賞金 16，500，000円



2608910月2日 晴 稍重 （28阪神4）第8日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：08．6
1：07．8

良
良

45 アットザトップ 牡2栗 55 松若 風馬�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 462 ―1：10．9 2．3�
34 シゲルジャッカル �2鹿 55

54 ☆�島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 480 ―1：11．22 41．5�
58 プラチナバイオ 牡2芦 55

54 ☆加藤 祥太バイオ� 高橋 義忠 平取 坂東牧場 456 ―1：11．3クビ 13．6�
610 プ ン メ リ ン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 450 ―1：11．62 5．3�
814 エイドローン 牝2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 488 ―1：11．7クビ 3．8�
33 アグネスヒテン 牝2鹿 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 18．4	
57 キンシノスパーク 牡2栗 55 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 478 ―1：12．02 24．6

22 エイシンプロング 牝2鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 418 ―1：12．2
 10．3�
11 メイショウタンヅツ 牡2鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 454 ―1：12．73 70．4�
712 ド ナ ル 牡2鹿 55 F．ヴェロン杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 小泉牧場 430 ―1：12．8� 46．8

（仏）

69 ハニーフェイバー 牝2鹿 54
51 ▲荻野 極西森 鶴氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 440 ―1：13．22� 73．6�

711 アイアンヒナマツリ 牝2鹿 54
51 ▲坂井 瑠星池上 一馬氏 西村 真幸 新ひだか グローリーファーム 416 ―1：13．94 33．1�

46 シゲルムササビ 牝2鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 466 ―1：18．0大差 58．3�
（13頭）

813 テイルバック 牡2青鹿55 小牧 太新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 470 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，982，800円 複勝： 27，537，600円 枠連： 15，933，000円
馬連： 45，148，500円 馬単： 26，797，300円 ワイド： 26，026，100円
3連複： 54，626，600円 3連単： 77，446，000円 計： 300，497，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 860円 � 320円 枠 連（3－4） 1，690円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 590円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 14，760円 3 連 単 ��� 68，220円

票 数

単勝票数 差引計 269828（返還計 15515） 的中 � 90517（1番人気）
複勝票数 差引計 275376（返還計 19012） 的中 � 79064（1番人気）� 5842（9番人気）� 18571（5番人気）
枠連票数 差引計 159330（返還計 3927） 的中 （3－4） 7302（8番人気）
馬連票数 差引計 451485（返還計 66357） 的中 �� 7373（15番人気）
馬単票数 差引計 267973（返還計 37844） 的中 �� 3204（22番人気）
ワイド票数 差引計 260261（返還計 40778） 的中 �� 3667（19番人気）�� 12197（6番人気）�� 1408（38番人気）
3連複票数 差引計 546266（返還計144384） 的中 ��� 2774（42番人気）
3連単票数 差引計 774460（返還計202997） 的中 ��� 823（190番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．4―46．9―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 5，14－（3，4）－7，12（2，8）（10，11）1，9－6 4 ・（5，14）（3，4）＝7，2（8，12）10（1，11）9＝6

勝馬の
紹 介

アットザトップ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

2014．3．10生 牡2栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 テイルバック号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 シゲルジャッカル号の騎手�島克駿は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルムササビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月2日まで平地

競走に出走できない。
※プンメリン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2609010月2日 晴 稍重 （28阪神4）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ヴ ァ ロ ー ア 牝4鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 462± 01：51．8 96．2�
24 エヴォリューション 牝5鹿 55

53 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484± 01：52．54 10．3�
713 ビ ス カ リ ア 牝4鹿 55 菱田 裕二 �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 460± 0 〃 クビ 1．8�
11 トリプライト 牝3鹿 53 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B456－ 4 〃 ハナ 5．8�
36 オースミハナチャン 牝3栗 53 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 486＋121：52．6クビ 35．4	
510 ジャーマンアイリス 牝3芦 53 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442－101：52．81� 8．8

47 メイショウナゴミ 牝4青鹿55 F．ヴェロン松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 460＋121：52．9� 13．2�

（仏）

48 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± 01：53．32� 12．7

612 サブトゥエンティ 牝4栗 55
52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 442－ 21：53．4� 47．4�

12 	 サンレイフレンチ 牝5栗 55 
島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426± 01：53．5クビ 257．3�
714	 バイオレットフィズ 牝4黒鹿55 秋山真一郎中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 448＋121：53．81� 77．6�
815 バ ル ビ ー ナ 牝4鹿 55 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 510＋ 61：54．86 19．3�
611 パラダイスリッジ 牝4鹿 55

54 ☆
島 克駿金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋12 〃 クビ 111．0�

59 クレスクント 牝3芦 53
52 ☆中井 裕二 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 506－221：54．9クビ 58．7�

35 アイファーマシェリ 牝5黒鹿 55
52 ▲坂井 瑠星中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 470＋ 81：57．7大差 161．7�

23 スラップスティック 牝3黒鹿 53
52 ☆加藤 祥太市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 438± 01：58．02 300．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，976，100円 複勝： 67，669，800円 枠連： 16，622，800円
馬連： 63，590，300円 馬単： 36，042，700円 ワイド： 39，702，900円
3連複： 88，226，400円 3連単： 131，925，600円 計： 474，756，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，620円 複 勝 � 910円 � 230円 � 110円 枠 連（2－8） 9，520円

馬 連 �� 38，770円 馬 単 �� 90，400円

ワ イ ド �� 9，350円 �� 2，420円 �� 390円

3 連 複 ��� 17，290円 3 連 単 ��� 255，730円

票 数

単勝票数 計 309761 的中 � 2574（12番人気）
複勝票数 計 676698 的中 � 7597（11番人気）� 39824（5番人気）� 392741（1番人気）
枠連票数 計 166228 的中 （2－8） 1353（21番人気）
馬連票数 計 635903 的中 �� 1271（52番人気）
馬単票数 計 360427 的中 �� 299（110番人気）
ワイド票数 計 397029 的中 �� 1009（56番人気）�� 3994（24番人気）�� 29765（3番人気）
3連複票数 計 882264 的中 ��� 3827（51番人気）
3連単票数 計1319256 的中 ��� 374（496番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―13．2―12．4―12．2―12．3―12．7―12．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．7―49．1―1：01．3―1：13．6―1：26．3―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ロ ー ア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Tobougg デビュー 2015．2．15 東京6着

2012．3．28生 牝4鹿 母 ボーントゥブーギー 母母 Braissim 7戦2勝 賞金 12，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーマシェリ号・スラップスティック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年11月2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） 4頭 イチザプラチナ号・イワバシル号・エイシンウィキ号・メモリーサクセス号
（非抽選馬） 1頭 サンマルゴージャス号
※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。



2609110月2日 晴 稍重 （28阪神4）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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
1：44．5
1：43．9

良
良

12 クィーンチャーム 牝4黒鹿 55
52 ▲坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 444－ 41：46．8 5．9�

47 ルドルフィーナ 牡3青鹿55 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 466－ 41：46．9� 36．2�

611 タツゴウゲキ 牡4鹿 57 北村 宏司鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 492＋14 〃 クビ 16．9�
23 ゴールドインゴット 牡3黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 468± 01：47．0� 7．5�
713 アドマイヤスター 牡4青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498± 01：47．1� 30．1	
612 メイショウミツボシ 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 480＋121：47．31� 25．8

816 チャップリン 牡4黒鹿57 太宰 啓介髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 490＋ 8 〃 ハナ 83．8�
59 マルカブリスク 牡3栗 55 F．ヴェロン日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 430＋ 61：47．4クビ 19．4�

（仏）

48 ラスイエットロス 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 410± 0 〃 ハナ 24．6

36 ウォーターミリオン 牡3栗 55
54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 434－101：47．5� 144．6�

714 エールデュレーヴ 牝3黒鹿53 秋山真一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438＋24 〃 クビ 11．7�
35 フォルシャー 牡5栗 57 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－101：47．6クビ 3．7�
817 レーヌドブリエ 牝4栗 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 440± 0 〃 クビ 4．6�
715 エアルシアン 牝4鹿 55 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 ハナ 29．7�
818 ブルーフラッシュ 	5芦 57 松若 風馬桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 442－ 21：47．81
 52．9�
11 ウインテンダネス 牡3栗 55 高倉 稜�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 484＋ 61：48．22� 23．2�
510 ク ロ ー ク ス 牡3栗 55

54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 468± 01：48．4� 107．4�
24 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 53 田中 健野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 446＋ 81：49．03� 112．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，363，400円 複勝： 52，799，900円 枠連： 22，794，800円
馬連： 78，950，400円 馬単： 36，449，800円 ワイド： 46，711，900円
3連複： 109，116，500円 3連単： 127，639，100円 計： 508，825，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 1，420円 � 550円 枠 連（1－4） 3，750円

馬 連 �� 15，550円 馬 単 �� 24，120円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 1，920円 �� 8，890円

3 連 複 ��� 73，390円 3 連 単 ��� 362，890円

票 数

単勝票数 計 343634 的中 � 46315（3番人気）
複勝票数 計 527999 的中 � 67838（3番人気）� 8456（14番人気）� 23892（7番人気）
枠連票数 計 227948 的中 （1－4） 4705（17番人気）
馬連票数 計 789504 的中 �� 3934（43番人気）
馬単票数 計 364498 的中 �� 1133（79番人気）
ワイド票数 計 467119 的中 �� 2560（51番人気）�� 6373（18番人気）�� 1339（82番人気）
3連複票数 計1091165 的中 ��� 1115（206番人気）
3連単票数 計1276391 的中 ��� 255（1066番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．4―47．4―59．4―1：11．3―1：22．5―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．5
3 11，16（4，18）（10，9）15（8，7）5（3，2，17）（6，12）（1，14）13 4 11，16（4，18）（8，10，9）（3，7，15）5（2，17）（1，6，12）14，13

勝馬の
紹 介

クィーンチャーム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．3．22 中京3着

2012．2．23生 牝4黒鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 11戦2勝 賞金 19，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォーターシャウト号・ディアスプマンテ号
（非抽選馬） 1頭 グルーヴィタイム号
※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。

2609210月2日 晴 良 （28阪神4）第8日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

713 モアザンイナフ 牡4黒鹿57 北村 友一宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 450－ 61：23．9 17．2�
714 レッドヴェルサス 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B506± 01：24．21� 2．6�
24 メイショウノボサン 牡3栗 55 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋121：24．73 11．4�
816 ミトノゴールド 牡4栗 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B488＋121：25．01� 4．3�
12 コンクエストシチー 牡4栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 474＋ 6 〃 アタマ 46．4�
612 テイケイラピッド 牝4栗 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 532＋301：25．1クビ 58．6	
611 スリーパスポート 牡3黒鹿 55

53 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 482－ 21：25．2� 72．4

510 ナムラミラクル 牡3芦 55 松若 風馬奈村 信重氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 458－ 41：25．3� 75．0�
47 ヨドノナイト 牡4鹿 57 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム B488＋ 41：25．4� 7．9�
36 ヤサカナンティー 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 486± 01：25．5クビ 18．8
11 ヤマイチファミリー 牝3鹿 53

52 ☆�島 克駿坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 496－10 〃 クビ 19．4�
35 セレッソプリマベラ 牝3栗 53 松田 大作三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 446＋ 4 〃 ハナ 85．3�
48 クリノスーアンコー 牡4青鹿57 藤岡 康太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 498＋121：25．6クビ 17．8�
59 	 ケンブリッジゼウス 牡4栗 57

55 △義 英真中西 宏彰氏 大久保龍志 新冠 川上牧場 558＋ 81：26．77 13．7�
23 ロードレグナム 牡3青鹿55 F．ヴェロン �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 502＋201：26．9� 127．5�

（仏）

815 ラ イ ザ ン 牡5青鹿57 小牧 太林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456± 01：27．96 21．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，233，300円 複勝： 44，498，500円 枠連： 22，208，700円
馬連： 81，949，100円 馬単： 38，737，200円 ワイド： 48，069，300円
3連複： 108，810，500円 3連単： 138，425，000円 計： 514，931，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 290円 � 140円 � 260円 枠 連（7－7） 2，600円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，770円 �� 590円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 42，900円

票 数

単勝票数 計 322333 的中 � 14940（6番人気）
複勝票数 計 444985 的中 � 32628（5番人気）� 113841（1番人気）� 37125（4番人気）
枠連票数 計 222087 的中 （7－7） 6606（11番人気）
馬連票数 計 819491 的中 �� 27797（6番人気）
馬単票数 計 387372 的中 �� 4631（22番人気）
ワイド票数 計 480693 的中 �� 14983（7番人気）�� 6662（21番人気）�� 21794（3番人気）
3連複票数 計1088105 的中 ��� 12637（14番人気）
3連単票数 計1384250 的中 ��� 2339（108番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．3―12．2―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．2―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 1，12（10，15）（13，16）5，14（3，7）11，8，9，2，4，6 4 1，12（10，15，16）（13，14）5（3，7，11）8，2（6，9，4）

勝馬の
紹 介

モアザンイナフ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．11．16 京都13着

2012．3．10生 牡4黒鹿 母 ミステリアスオーラ 母母 レディソヴリン 8戦1勝 賞金 7，500，000円
［他本会外：4戦2勝］

※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 キングカーティス号・グランドポピー号・シゲルサンマ号・タイキレガトゥス号
※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。



2609310月2日 晴 良 （28阪神4）第8日 第9競走 ��
��2，400�

ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．10．3以降28．9．25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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

11 シュペルミエール 牡3栗 53 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 02：27．7 2．6�

56 サトノエトワール 牡3青鹿53 F．ヴェロン里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B502＋ 82：27．8� 7．5�
（仏）

812� ケージーキンカメ 牡5黒鹿53 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 474＋ 62：28．01	 67．8�
68 � スズカビスタ 牡5鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 476＋ 22：28．31� 49．7�
813 エトランドル 牡4鹿 56 小牧 太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528－ 4 〃 アタマ 7．5�
57 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿53 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 520＋242：28．51
 11．6	
710 サトノバリアント 牡5鹿 53 北村 友一里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456－ 22：29．35 142．4

45 � エアカーディナル 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 480－ 42：29．51	 8．8�
711 ダンディーズムーン 牡5鹿 56 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 6 〃 クビ 63．1
22 � スリーヴェローチェ 牡7鹿 53 田中 健永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 474＋ 62：29．6クビ 33．1�
69 デンコウインパルス 牡4鹿 57 松田 大作田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 480－ 22：29．81
 12．1�
33 スワーヴアーサー 牡3鹿 53 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 480± 02：30．65 4．3�
44 � ゴルディオン 牡3鹿 50 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond
Farm, Inc 486－ 22：34．3大差 188．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，295，800円 複勝： 67，622，200円 枠連： 24，131，600円
馬連： 116，363，500円 馬単： 55，947，200円 ワイド： 60，286，900円
3連複： 154，643，800円 3連単： 227，114，100円 計： 753，405，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 220円 � 780円 枠 連（1－5） 690円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，460円 �� 5，430円

3 連 複 ��� 20，600円 3 連 単 ��� 64，420円

票 数

単勝票数 計 472958 的中 � 145233（1番人気）
複勝票数 計 676222 的中 � 194008（1番人気）� 74151（3番人気）� 14957（10番人気）
枠連票数 計 241316 的中 （1－5） 27085（2番人気）
馬連票数 計1163635 的中 �� 81697（3番人気）
馬単票数 計 559472 的中 �� 26045（3番人気）
ワイド票数 計 602869 的中 �� 36687（2番人気）�� 6034（25番人気）�� 2689（43番人気）
3連複票数 計1546438 的中 ��� 5628（54番人気）
3連単票数 計2271141 的中 ��� 2556（210番人気）

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

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―37．6―50．3―1：03．1―1：15．5―1：27．9―1：40．5―1：52．5―2：04．0―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュペルミエール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．27 中山3着

2013．1．31生 牡3栗 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 7戦3勝 賞金 41，259，000円
〔その他〕 ゴルディオン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴルディオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年11月2日まで出走できない。
※ゴルディオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2609410月2日 晴 良 （28阪神4）第8日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走14時50分 （芝・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

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

59 � イ ッ テ ツ 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-
stown Stud 484－ 61：09．4 11．8�

35 オーヴィレール 牝3芦 53 四位 洋文下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 468－ 21：09．82	 8．8�
47 � フィドゥーシア 牝4鹿 55 F．ヴェロン前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 478＋ 6 〃 ハナ 7．8�
（仏）

36 クリノタカラチャン 牝6黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 424－ 21：10．01
 180．6�
24 デンコウウノ 牡5鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 498± 01：10．21 27．2�
23 キーナンバー 牡3栗 55 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 500＋ 81：10．3� 6．7	
48 レーヴムーン 牡3黒鹿55 藤岡 康太ニットー商事
 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 470－ 6 〃 クビ 2．7�
11 タガノアザガル 牡4黒鹿57 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 41：10．51	 41．0�
815 メイショウブイダン 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 464－ 2 〃 ハナ 13．6
713 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 57 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 478＋ 8 〃 ハナ 138．4�
12 クリノコマチ 牝5栗 55 太宰 啓介栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456－ 61：10．6クビ 65．4�
612 モンマックス 牡6鹿 57 松若 風馬�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 520＋ 41：10．7	 121．8�
714 レ デ ィ ー 牝6鹿 55 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 448－ 2 〃 クビ 398．0�
510 モズハツコイ 牝5芦 55 藤岡 佑介 
キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 466＋ 21：10．91	 6．4�
816 フクノドリーム 牝5栗 55 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 492＋ 41：11．0	 52．4�
611 メイショウスイヅキ 牝3鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466＋221：11．1	 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，298，600円 複勝： 73，202，500円 枠連： 38，196，400円
馬連： 150，772，100円 馬単： 68，287，400円 ワイド： 77，103，900円
3連複： 208，834，900円 3連単： 286，595，900円 計： 953，291，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 360円 � 320円 � 280円 枠 連（3－5） 1，630円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 10，390円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，400円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 71，620円

票 数

単勝票数 計 502986 的中 � 34079（6番人気）
複勝票数 計 732025 的中 � 51431（7番人気）� 60754（5番人気）� 72224（4番人気）
枠連票数 計 381964 的中 （3－5） 18095（7番人気）
馬連票数 計1507721 的中 �� 23642（20番人気）
馬単票数 計 682874 的中 �� 4925（41番人気）
ワイド票数 計 771039 的中 �� 12267（21番人気）�� 14146（17番人気）�� 16494（15番人気）
3連複票数 計2088349 的中 ��� 14287（37番人気）
3連単票数 計2865959 的中 ��� 2901（245番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．7―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―46．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ッ テ ツ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．8．24 札幌3着

2012．3．2生 牡4鹿 母 Temple Street 母母 Echoes 17戦5勝 賞金 77，438，000円
※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。

２レース目



2609510月2日 晴 良 （28阪神4）第8日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

711 ウインプリメーラ 牝6黒鹿56 F．ヴェロン�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 81：34．4 7．3�
（仏）

57 マイネルアウラート 牡5黒鹿57 国分 優作 �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 456± 01：34．71	 41．7�

34 テイエムイナズマ 牡6黒鹿58 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 504－121：34．8クビ 8．0�

22 ブラックスピネル 牡3黒鹿54 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：34．9	 2．0�
46 マイネルホウオウ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 508＋ 21：35．0	 17．7	
11 メイショウヤタロウ 牡8鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 496± 01：35．1クビ 63．9

58 ゴールデンナンバー 牝7栗 55 藤岡 佑介池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－121：35．2	 28．8�
712 クラリティシチー 牡5鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 486－ 61：35．3
 41．9�
813 ダンツキャンサー 牝5黒鹿54 �島 克駿山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 476－ 8 〃 アタマ 26．5
45 タガノエトワール 牝5鹿 54 酒井 学八木 良司氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋10 〃 クビ 25．4�
814 リーサルウェポン 牝5鹿 54 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 434＋ 21：35．72
 12．7�
33 � シベリアンスパーブ 牡7鹿 56 幸 英明藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 496－ 61：35．8
 23．5�
69 マテンロウボス 牡5黒鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 460－ 8 〃 クビ 6．3�

（13頭）
610 ワキノブレイブ 牡6青鹿57 小牧 太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 74，760，800円 複勝： 97，683，900円 枠連： 53，009，500円
馬連： 266，826，900円 馬単： 125，974，600円 ワイド： 114，929，700円
3連複： 381，944，600円 3連単： 608，890，800円 計： 1，724，020，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 280円 � 910円 � 280円 枠 連（5－7） 4，590円

馬 連 �� 15，200円 馬 単 �� 26，510円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 960円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 33，790円 3 連 単 ��� 230，640円

票 数

単勝票数 差引計 747608（返還計 256） 的中 � 81479（3番人気）
複勝票数 差引計 976839（返還計 489） 的中 � 99474（3番人気）� 24089（11番人気）� 99221（4番人気）
枠連票数 差引計 530095（返還計 38） 的中 （5－7） 8948（19番人気）
馬連票数 差引計2668269（返還計 3342） 的中 �� 13597（39番人気）
馬単票数 差引計1259746（返還計 1378） 的中 �� 3563（70番人気）
ワイド票数 差引計1149297（返還計 1895） 的中 �� 8447（37番人気）�� 32153（8番人気）�� 6897（46番人気）
3連複票数 差引計3819446（返還計 10257） 的中 ��� 8476（98番人気）
3連単票数 差引計6088908（返還計 14049） 的中 ��� 1914（568番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．0―12．2―11．8―11．0―11．0―11．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインプリメーラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．15 阪神2着

2010．4．4生 牝6黒鹿 母 エリモプリティー 母母 ストックスアップ 32戦6勝 賞金 231，239，000円
〔出走取消〕 ワキノブレイブ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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。

2609610月2日 晴 良 （28阪神4）第8日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 � コクスイセン 牡3黒鹿55 武 幸四郎中辻 明氏 寺島 良 登別 ユートピア牧場 490－141：51．0 5．9�
714 カフジナイサー 牡3黒鹿55 四位 洋文加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 2 〃 クビ 7．0�
48 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿55 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B494－ 41：51．1クビ 5．0�
35 ジョースターライト 牡3青鹿55 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B456－ 21：51．41	 59．8�
816 クリノリトミシュル 牝3鹿 53 小牧 太栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 500± 01：51．72 2．9�
11 ウエスタンパレード 牡5栗 57 F．ヴェロン �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 510＋ 4 〃 ハナ 47．4	

（仏）

12 キーブランド 牡7鹿 57 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 520＋ 61：52．01	 224．8

611 ヴ ィ ッ セ ン 牡5鹿 57 松若 風馬 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：52．1
 10．9�
815 コ コ 牝4芦 55 藤岡 康太副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 512－12 〃 アタマ 18．0
510 サンライズウェイ 牡6栗 57 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：52．2クビ 175．4�
47 � キーアシスト 牡5鹿 57 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 506＋ 41：52．3	 20．9�
612 ナムラアラシ 牡3鹿 55 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 510＋121：52．51� 66．1�
59 オイルタウン 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 474＋ 61：52．71� 54．8�
24 � ビーチブレイブ 牡6芦 57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B504－ 2 〃 ハナ 79．3�
713 マイネルオフィール 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 480－14 〃 クビ 13．2�
23 � セプティエーム 牡4芦 57 北村 宏司吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

482＋ 21：52．8クビ 25．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，001，100円 複勝： 101，270，500円 枠連： 48，331，400円
馬連： 222，282，200円 馬単： 81，268，500円 ワイド： 101，062，500円
3連複： 258，011，300円 3連単： 384，885，800円 計： 1，264，113，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 220円 � 170円 枠 連（3－7） 1，650円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 620円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 21，170円

票 数

単勝票数 計 670011 的中 � 89765（3番人気）
複勝票数 計1012705 的中 � 123533（3番人気）� 111500（4番人気）� 176376（2番人気）
枠連票数 計 483314 的中 （3－7） 22575（7番人気）
馬連票数 計2222822 的中 �� 75310（8番人気）
馬単票数 計 812685 的中 �� 13941（15番人気）
ワイド票数 計1010625 的中 �� 24837（10番人気）�� 42484（4番人気）�� 35549（8番人気）
3連複票数 計2580113 的中 ��� 42711（12番人気）
3連単票数 計3848858 的中 ��� 13180（54番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．8―11．9―12．1―12．4―12．5―12．4―13．2

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�コクスイセン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ストラヴィンスキー

2013．5．19生 牡3黒鹿 母 ピュアシンフォニー 母母 ピュアブラウン 8戦2勝 賞金 26，706，000円
地方デビュー 2015．7．21 船橋

〔発走状況〕 ジョースターライト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カフジナイサー号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔調教再審査〕 ジョースターライト号は，発走調教再審査。
※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） 5頭 スズカアドニス号・スズカウラノス号・スランジバール号・セルリアンサーロス号・マイネルボルソー号
（非抽選馬） 2頭 フミノメモリー号・ワンダーフォルテ号
※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。

４レース目



（28阪神4）第8日 10月2日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 170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

224，520，000円
2，530，000円
7，800，000円
1，350，000円
22，000，000円
66，607，750円
4，827，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
473，731，300円
764，094，600円
280，044，100円
1，208，581，200円
596，623，400円
624，790，300円
1，628，729，700円
2，508，998，000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 8，085，592，600円

総入場人員 18，799名 （有料入場人員 17，722名）



平成28年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，384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

1，927，570，000円
15，180，000円
76，910，000円
13，680，000円
207，830，000円
516，027，500円
39，417，600円
13，286，400円

勝馬投票券売得金
4，212，476，400円
7，012，754，000円
2，305，429，300円
10，262，026，400円
5，498，852，300円
5，485，454，500円
14，198，681，300円
25，141，186，000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 74，116，860，200円

総入場延人員 137，205名 （有料入場延人員 127，856名）
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