
26037 9月17日 曇 重 （29阪神4）第4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）

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
1：23．0
1：23．0

重
重

44 レディバード 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：26．0 1．1�
78 バーニングガール 牝2鹿 54 幸 英明長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 464－121：26．53 25．3�
67 サンドクイーン 牝2栗 54 福永 祐一�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：27．03 7．2�
66 ハイヒールモモタン 牝2鹿 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 450＋ 81：27．53 38．1�
22 ブルベアアオジソ 牝2鹿 54

53 ☆義 英真 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 422＋ 61：27．6クビ 28．9�
79 ブリーズドゥース 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼 	社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 498－161：28．34 46．6

810 ダ ッ チ ェ ス 牝2芦 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新冠 坂元 芳春 422＋ 41：28．4クビ 151．7�
811 アマノラヴィータ 牝2鹿 54 松若 風馬中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 丸村村下

ファーム 466＋ 61：29．46 88．2�
11 ブライトヴィーナス 牝2鹿 54 国分 恭介中地賢次郎氏 中村 均 新ひだか 久米 和夫 436± 01：29．61� 79．4
33 テイエムハエオゴ 牝2青鹿54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 436＋ 61：29．7� 196．5�
55 コパノルーリー 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人小林 祐介氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 432＋ 41：32．4大差 91．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，110，600円 複勝： 83，784，500円 枠連： 8，916，300円
馬連： 43，936，500円 馬単： 37，081，800円 ワイド： 32，824，400円
3連複： 58，262，300円 3連単： 141，348，000円 計： 436，264，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 160円 � 110円 枠 連（4－7） 540円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 300円 �� 110円 �� 480円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 301106 的中 � 223037（1番人気）
複勝票数 計 837845 的中 � 684349（1番人気）� 22572（3番人気）� 61050（2番人気）
枠連票数 計 89163 的中 （4－7） 12757（2番人気）
馬連票数 計 439365 的中 �� 41006（2番人気）
馬単票数 計 370818 的中 �� 30664（3番人気）
ワイド票数 計 328244 的中 �� 19823（3番人気）�� 123331（1番人気）�� 10940（6番人気）
3連複票数 計 582623 的中 ��� 80354（1番人気）
3連単票数 計1413480 的中 ��� 47171（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．6―48．2―1：00．9―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディバード �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2017．7．8 中京2着

2015．5．6生 牝2鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コパノルーリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月17日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ラクシュミー号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

26038 9月17日 曇 重 （29阪神4）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時25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

88 � フィールシュパース 牡2栗 54 田辺 裕信�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 520＋221：55．1 6．2�
44 シゲルホウレンソウ 牡2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 488± 01：55．2� 2．1�
33 ラクロアクリスエス 牡2鹿 54 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 482－ 41：56．58 13．1�
22 ベティバローズ 牝2鹿 54 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 坂東牧場 470－ 41：57．03 3．1�
77 マイネルサブリエ 牡2栗 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 450－ 21：57．53 94．9�
66 リベリュール 牡2栗 54

53 ☆城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 浦河 赤田牧場 478＋ 61：58．24 18．2	
55 コパノダニエル 牡2栗 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 496＋102：00．3大差 43．4

11 � ラジオタイソウ 牡2鹿 54 松若 風馬冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak

Farm, LLC 486＋ 82：02．0大差 13．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 31，066，500円 複勝： 52，404，000円 枠連： 発売なし
馬連： 49，939，600円 馬単： 32，011，700円 ワイド： 24，773，100円
3連複： 56，318，100円 3連単： 128，167，600円 計： 374，680，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 110円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 290円 �� 630円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 7，350円

票 数

単勝票数 計 310665 的中 � 41800（3番人気）
複勝票数 計 524040 的中 � 30471（3番人気）� 330500（1番人気）� 23238（4番人気）
馬連票数 計 499396 的中 �� 55023（2番人気）
馬単票数 計 320117 的中 �� 15093（4番人気）
ワイド票数 計 247731 的中 �� 23789（2番人気）�� 9211（10番人気）�� 15461（4番人気）
3連複票数 計 563181 的中 ��� 29329（5番人気）
3連単票数 計1281676 的中 ��� 12627（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．5―50．6―1：03．8―1：16．8―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

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

2
4
1，2，4（7，5）3，6－8・（2，4）3，1－8（7，5）－6

勝馬の
紹 介

�フィールシュパース �

父 Kitten’s Joy �


母父 Maria’s Mon デビュー 2017．6．11 東京13着

2015．4．26生 牡2栗 母 Mighty Renee 母母 Margy 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ベティバローズ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コパノダニエル号・ラジオタイソウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

10月17日まで平地競走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 阪神競馬 第４日



26039 9月17日 曇 稍重 （29阪神4）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時55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

814 メイショウドウドウ 牡2黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 456－101：10．6 7．9�
610 メイショウトラマツ 牡2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 492＋12 〃 ハナ 4．2�
58 ヤマニンルネッタ 牝2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 81：10．7� 3．9�
35 グローバルリーチ 牡2鹿 54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 服部 牧場 456－ 81：10．91� 19．6�
23 ネオヴォイス 牝2鹿 54 古川 吉洋山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 428－10 〃 クビ 15．1�
611 ア プ ロ ー ズ 牝2鹿 54 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 440＋ 2 〃 ハナ 5．2	
712 ディアボレット 牝2栗 54

53 ☆荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 430± 0 〃 アタマ 8．6

46 スギノアルテミス 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 410－ 21：11．0� 53．3�
47 シゲルエダマメ 牡2青鹿54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 日高 高山 博 492＋ 6 〃 ハナ 91．4�
11 ゴーオンザステージ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太前田 剛氏 宮本 博 新ひだか 岡田スタツド 390－ 21：11．21� 97．0
34 シゲルビーツ 牝2黒鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 新冠 長浜 秀昭 426＋ 61：11．3� 264．8�
713 スノーガーデン 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 460＋ 61：11．51� 25．2�
815 ワ ン ウ イ ン 牡2黒鹿54 川須 栄彦竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 上山牧場 430－ 2 〃 クビ 96．1�
59 エイシンヘリオス 牡2鹿 54 秋山真一郎�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 480＋12 〃 アタマ 79．2�
22 スターアイリス 牝2鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 北田 剛 432＋ 6 〃 ハナ 24．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，189，600円 複勝： 39，827，400円 枠連： 16，211，200円
馬連： 53，246，400円 馬単： 24，953，300円 ワイド： 35，704，300円
3連複： 75，873，500円 3連単： 90，342，700円 計： 360，348，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 150円 � 140円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 590円 �� 490円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 241896 的中 � 25784（4番人気）
複勝票数 計 398274 的中 � 40122（4番人気）� 70400（2番人気）� 84254（1番人気）
枠連票数 計 162112 的中 （6－8） 13914（3番人気）
馬連票数 計 532464 的中 �� 23795（7番人気）
馬単票数 計 249533 的中 �� 5461（12番人気）
ワイド票数 計 357043 的中 �� 14732（7番人気）�� 18330（4番人気）�� 28212（1番人気）
3連複票数 計 758735 的中 ��� 32416（3番人気）
3連単票数 計 903427 的中 ��� 5456（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．4―47．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウドウドウ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2017．8．5 小倉6着

2015．3．5生 牡2黒鹿 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ディアボレット号の騎手荻野極は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・7番）

アプローズ号の騎手川田将雅は，後検量に遅れたことについて過怠金10，000円。

26040 9月17日 曇 重 （29阪神4）第4日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 スズカマイゲスト 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482＋ 21：55．1 7．4�

815 トーシンキング 牡3青鹿56 武 豊長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 464－ 21：55．52� 7．6�
12 オーシャンセブン 牡3鹿 56 藤岡 佑介髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 466－ 61：55．71 2．6�
23 スプリングボックス 牡3黒鹿56 北村 友一�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 480＋ 6 〃 ハナ 17．6�
713 ゼ ル ビ ー ノ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム B472＋ 6 〃 クビ 11．6	
48 ブルベアバック 牡3鹿 56 幸 英明 
ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 438－ 61：55．8� 10．8�
24 エイシンブルーム 牝3青鹿54 国分 恭介
栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 高野牧場 446＋ 21：56．01� 5．3�
714 マテンロウオスカー 牡3栗 56 岩田 康誠寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 アタマ 40．4
611 ピエナアラシ 牡3鹿 56 菱田 裕二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－ 41：56．42� 27．4�
35 タイキリアリティ 牡3芦 56 松田 大作�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 472－ 41：56．71� 322．1�
59 ジークグランツ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 下河辺牧場 452± 0 〃 クビ 60．0�
11 マリンシークレット 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500－ 41：56．8クビ 68．5�
612 カリブハーブ 牝3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 446＋ 21：57．01� 49．9�
816 メッサーマイスター 牡3鹿 56 川島 信二
G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 474＋ 41：57．32 30．1�
510 ナリタトップスター 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁
オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 390－101：57．4� 70．3�
36 キ ク ノ コ ア 牡3鹿 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 520－ 41：58．35 43．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，896，000円 複勝： 47，800，500円 枠連： 17，789，500円
馬連： 59，821，700円 馬単： 28，718，600円 ワイド： 44，148，500円
3連複： 89，414，900円 3連単： 106，799，500円 計： 426，389，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 240円 � 130円 枠 連（4－8） 1，310円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 460円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 21，160円

票 数

単勝票数 計 318960 的中 � 34137（3番人気）
複勝票数 計 478005 的中 � 61791（3番人気）� 41041（6番人気）� 116217（1番人気）
枠連票数 計 177895 的中 （4－8） 10484（5番人気）
馬連票数 計 598217 的中 �� 13090（13番人気）
馬単票数 計 287186 的中 �� 3193（22番人気）
ワイド票数 計 441485 的中 �� 8146（15番人気）�� 26021（2番人気）�� 19833（3番人気）
3連複票数 計 894149 的中 ��� 31689（2番人気）
3連単票数 計1067995 的中 ��� 3659（44番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―14．0―13．3―13．1―13．1―12．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．5―51．8―1：04．9―1：18．0―1：30．7―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカマイゲスト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．6．4 阪神10着

2014．4．19生 牡3鹿 母 アドマイヤビアン 母母 アドマイヤラピス 8戦1勝 賞金 7，050，000円
〔騎手変更〕 スプリングボックス号の騎手浜中俊は，負傷のため北村友一に変更。
※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） 1頭 スズカベローナ号
（非抽選馬） 3頭 ナムラメルシー号・ファイトプラス号・メイショウブルゴー号



26041 9月17日 曇 稍重 （29阪神4）第4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

33 リュクスポケット 牡2栗 54 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 500 ―1：47．7 28．4�
57 メガリージョン 牡2鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 470 ― 〃 クビ 4．4�
45 ガールズバンド 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 448 ―1：48．02 13．1�
711 デクレアラー 牡2栗 54 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：48．31� 7．9�
712 レノヴァール 牡2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 504 ―1：48．4� 17．3	
34 オ ノ リ ス 牡2黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502 ―1：48．61 36．1

69 ダノンチェリー 牝2鹿 54 C．ルメール�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 2．9�
58 シャンデリアスピン 牝2青鹿54 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462 ―1：48．7� 5．9�
46 ビップデヴィット 牡2栗 54

53 ☆荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 470 ―1：48．8クビ 178．7
813 ロイヤルパールス 牡2鹿 54 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 490 ―1：49．22� 43．7�
814 ヴィンセント 牡2黒鹿54 岩田 康誠�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422 ―1：49．3� 14．7�
610 ショウナンバローロ 牡2鹿 54 和田 竜二国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 494 ―1：49．83 128．0�
22 ヒシハムザリバー 牡2鹿 54 四位 洋文阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450 ―1：50．33 42．7�
11 デンコウキングダム 牡2栗 54 菱田 裕二田中 康弘氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 414 ―1：50．4クビ 191．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，544，100円 複勝： 52，913，300円 枠連： 17，388，700円
馬連： 64，023，000円 馬単： 31，996，400円 ワイド： 40，897，000円
3連複： 83，692，300円 3連単： 110，457，900円 計： 443，912，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 680円 � 200円 � 390円 枠 連（3－5） 1，910円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 13，710円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 4，160円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 22，340円 3 連 単 ��� 186，670円

票 数

単勝票数 計 425441 的中 � 12678（8番人気）
複勝票数 計 529133 的中 � 17189（8番人気）� 86773（2番人気）� 33016（5番人気）
枠連票数 計 173887 的中 （3－5） 7031（10番人気）
馬連票数 計 640230 的中 �� 9807（18番人気）
馬単票数 計 319964 的中 �� 1750（47番人気）
ワイド票数 計 408970 的中 �� 7085（16番人気）�� 2475（41番人気）�� 7493（14番人気）
3連複票数 計 836923 的中 ��� 2809（67番人気）
3連単票数 計1104579 的中 ��� 429（512番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．0―12．4―12．2―11．9―11．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．4―48．8―1：01．0―1：12．9―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュクスポケット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2015．1．18生 牡2栗 母 コ ン カ ラ ン 母母 ク バ タ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26042 9月17日 曇 重 （29阪神4）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

48 メイショウブレナム 牡3栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 466＋ 81：11．8 14．4�
816� ナニスンネン 牡5栗 57 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 516＋ 61：11．9� 33．3�
36 バルコラベーロ 牡3栗 55 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 39．0�
714 タマモサザンクロス 牡3黒鹿 55

54 ☆義 英真タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 444± 01：12．0� 30．3�
612 カゼノカムイ 牡4鹿 57 幸 英明菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 B472－ 21：12．2� 21．1	
35 ユアマイラブ 牡4鹿 57 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444± 01：12．41� 8．4

713 ホウロクダマ 牡3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 546± 01：12．5� 21．3�

12 メジャーガラメキ 牝5栗 55 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486－ 81：12．6� 4．6�
24 サンマルスカイ 牡5鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 432± 01：12．7クビ 54．3
23 キョウワヒラリー 牝3鹿 53 福永 祐一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 496－ 4 〃 ハナ 4．3�
59 ニューミレニアム 牡3栗 55 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 428＋ 41：12．8� 51．9�
510� テイエムマンカイ 牡4黒鹿57 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 544＋121：12．9� 22．6�
47 サウスリバティー 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 472± 01：13．53� 39．0�
11 エ ッ シ ャ ー 	3栗 55 田辺 裕信小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 470－10 〃 ハナ 3．1�
815� リアルスキャット 牡4鹿 57

56 ☆城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 むかわ 上水牧場 470＋121：14．13� 98．7�
（15頭）

611 アグネスエーデル 牡5鹿 57 武 豊上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 512＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，634，400円 複勝： 37，927，200円 枠連： 17，073，200円
馬連： 40，355，300円 馬単： 19，073，700円 ワイド： 30，527，900円
3連複： 42，752，500円 3連単： 50，431，800円 計： 261，776，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 480円 � 780円 � 880円 枠 連（4－8） 17，760円

馬 連 �� 21，730円 馬 単 �� 43，740円

ワ イ ド �� 6，550円 �� 6，370円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 93，480円 3 連 単 ��� 703，130円

票 数

単勝票数 差引計 236344（返還計 64871） 的中 � 13049（5番人気）
複勝票数 差引計 379272（返還計 98401） 的中 � 21753（5番人気）� 12599（9番人気）� 11066（11番人気）
枠連票数 差引計 170732（返還計 2411） 的中 （4－8） 745（29番人気）
馬連票数 差引計 403553（返還計263509） 的中 �� 1439（60番人気）
馬単票数 差引計 190737（返還計120375） 的中 �� 327（127番人気）
ワイド票数 差引計 305279（返還計158391） 的中 �� 1201（64番人気）�� 1235（62番人気）�� 1905（48番人気）
3連複票数 差引計 427525（返還計490300） 的中 ��� 343（240番人気）
3連単票数 差引計 504318（返還計607778） 的中 ��� 52（1560番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．6―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．5―47．1―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 3（14，8）（1，5，6，13）16（7，12，10）15（2，9）－4 4 ・（3，14，8）（5，6，13）1（12，16）（7，10）15（2，9）4

勝馬の
紹 介

メイショウブレナム �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2016．11．19 京都8着

2014．3．18生 牡3栗 母 メイショウヒミコ 母母 サルガソシー 7戦2勝 賞金 16，700，000円
〔競走除外〕 アグネスエーデル号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 テイエムマンカイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムマンカイ号は，平成29年9月18日から平成29年10月9日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムアニマンテ号
（非抽選馬） 1頭 プラチナバイオ号



26043 9月17日 曇 重 （29阪神4）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 エ オ リ ア 牝3鹿 52 菱田 裕二 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 482＋221：52．6 12．5�

47 メイショウササユリ 牝3黒鹿 52
49 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 490－ 61：52．7� 7．3�

816 コンプリートベスト 牝3鹿 52 岩田 康誠吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B462－ 81：52．91� 27．7�
48 セータコローナ 牝4鹿 55 武 豊�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 496＋ 81：53．0クビ 2．6�
35 ノーブルスノー 牝4芦 55 小牧 太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 480－ 6 〃 アタマ 8．8�
59 スズカスマート 牝3鹿 52 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 480± 0 〃 同着 18．4	
36 リュミエールドール 牝3鹿 52 和田 竜二 
社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：53．85 9．1�
510� バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 442＋ 81：53．9クビ 135．8�
612 イイコトバカリ 牝3鹿 52 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 472＋101：54．43 38．7
11 メイショウサチシオ 牝3黒鹿 52

51 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 498＋ 81：54．5クビ 9．5�
23 マッカナバラ 牝5芦 55 北村 友一�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 446＋ 21：54．92	 98．0�
713 クールデザイン 牝3鹿 52 M．デムーロ 
社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 448＋ 81：55．0	 7．0�
815 トップノート 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478－ 21：55．1� 36．2�
24 サンマルアリュール 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 524＋ 4 〃 ハナ 198．4�
714 ベルリンガー 牝4黒鹿55 池添 謙一 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 496－121：55．84 148．8�
12 チェリーボンボン 牝3青鹿 52

49 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 444＋ 41：57．28 63．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，300，900円 複勝： 55，347，000円 枠連： 20，936，000円
馬連： 79，159，300円 馬単： 34，994，400円 ワイド： 53，542，700円
3連複： 108，495，000円 3連単： 132，952，300円 計： 523，727，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 370円 � 240円 � 560円 枠 連（4－6） 1，120円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 3，620円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 27，200円 3 連 単 ��� 176，530円

票 数

単勝票数 計 383009 的中 � 24440（7番人気）
複勝票数 計 553470 的中 � 38663（7番人気）� 66726（3番人気）� 23308（9番人気）
枠連票数 計 209360 的中 （4－6） 14407（4番人気）
馬連票数 計 791593 的中 �� 16871（15番人気）
馬単票数 計 349944 的中 �� 3375（28番人気）
ワイド票数 計 535427 的中 �� 11625（13番人気）�� 3744（40番人気）�� 5199（32番人気）
3連複票数 計1084950 的中 ��� 2991（88番人気）
3連単票数 計1329523 的中 ��� 546（525番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．9―12．6―12．9―12．9―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．3―48．9―1：01．8―1：14．7―1：27．4―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ オ リ ア �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2016．9．24 阪神6着

2014．3．31生 牝3鹿 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 6戦2勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 メイショウササユリ号の騎手森裕太朗は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10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。
（非抽選馬） 1頭 クリノセゴビア号

26044 9月17日 曇 良 （29阪神4）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

46 クリノヤマトノオー 牡3鹿 54 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 448＋ 21：47．3 7．0�
23 バティスティーニ 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋22 〃 クビ 2．9�
22 ロ ラ イ マ �4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 434－10 〃 ハナ 7．3�
712 ナリタゴールド �5鹿 57

54 ▲富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 422－ 41：47．4クビ 30．4�
35 エイシンルーク 牡3黒鹿54 C．ルメール�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 490－ 4 〃 ハナ 6．1	
611 ワンダープチュック 牡3黒鹿54 武 豊山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 490± 0 〃 クビ 3．9

610 レンジャックマン 牡3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446＋ 41：47．82� 13．1�
34 トゥルーハート 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 466± 01：48．22� 56．7�

814 インウィスパーズ 牡3鹿 54 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 432－10 〃 ハナ 33．0

11 レ ッ ク ス �3栗 54 川須 栄彦小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444＋ 4 〃 ハナ 408．9�
58 フォルシャー 牡6栗 57 岩田 康誠 �社台レースホース杉山 晴紀 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478＋ 21：48．3� 33．3�
47 ヴ レ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 512－101：48．51� 226．5�
815	 アグネスザルーツ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 464－101：48．6� 144．1�
713 ピ オ ニ エ 牝3鹿 52 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド 402－ 61：48．81� 486．6�
59 マイネルサグラ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 41：49．0
 78．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，001，700円 複勝： 63，371，500円 枠連： 21，990，000円
馬連： 90，576，500円 馬単： 40，786，900円 ワイド： 56，195，700円
3連複： 116，820，900円 3連単： 154，777，600円 計： 585，520，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 150円 � 230円 枠 連（2－4） 730円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 420円 �� 760円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 410017 的中 � 46673（4番人気）
複勝票数 計 633715 的中 � 84117（3番人気）� 129753（2番人気）� 63372（5番人気）
枠連票数 計 219900 的中 （2－4） 23209（3番人気）
馬連票数 計 905765 的中 �� 61423（3番人気）
馬単票数 計 407869 的中 �� 11279（11番人気）
ワイド票数 計 561957 的中 �� 36192（2番人気）�� 18095（11番人気）�� 26348（7番人気）
3連複票数 計1168209 的中 ��� 36800（7番人気）
3連単票数 計1547776 的中 ��� 8587（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―36．9―49．4―1：01．6―1：13．4―1：24．8―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．9
3 ・（10，14）（6，9，15）（12，7）（3，4，5）－（2，11）13，1，8 4 ・（10，14）（6，9，15）（3，12，7）（2，4，5）11，1（13，8）

勝馬の
紹 介

クリノヤマトノオー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．20 小倉1着

2014．3．5生 牡3鹿 母 ブリュンヒルト 母母 フィールディ 9戦2勝 賞金 27，995，000円
〔制裁〕 ナリタゴールド号の騎手富田暁は，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30，000円。（被害馬：7番・5番・

11番）



26045 9月17日 曇 重 （29阪神4）第4日 第9競走 ��
��1，200�

しゅくがわ

夙 川 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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

713 オアシスクイーン 牝3鹿 53 幸 英明村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 61：11．1 2．6�
815 スズカプリズム 牝4栗 55 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 482＋ 61：11．31� 44．0�
816	 アスタースウィング 牡3栗 55 C．ルメール 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 500＋ 81：11．4クビ 3．6�
612 ブルームーン 牡5鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 6 〃 クビ 9．9�
47 キングソング 牡7鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 438－ 6 〃 ハナ 16．5�
23 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492＋ 21：11．5� 12．7	
36 シルバードリーム 牝4栃栗55 荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 474－ 41：11．81
 22．9

35 � ブロンズテーラー 牝6青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 472＋141：11．9� 33．2�
714	 エイシンパライソ 牡5栗 57 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B510－ 61：12．11� 73．2�
48 ノーブルヴィーナス 牝5黒鹿55 島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 464＋141：12．31 165．1
24 	 アメリカントップ 牡4鹿 57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B524－181：12．62 7．6�
59 ミカエルシチー 牡5鹿 57 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 B530＋ 21：12．92 26．3�
510 サンレイルージュ 牝5鹿 55 坂井 瑠星永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 486＋121：13．43 199．9�
11 メイショウボノム 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474－ 41：13．61 31．3�
611 エンドレスシャイン 牡6鹿 57 松若 風馬岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 446＋ 6 〃 ハナ 82．8�
12 � メイショウカロッタ 牡5鹿 57 城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 490－ 81：13．91
 48．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，410，600円 複勝： 73，136，400円 枠連： 31，174，400円
馬連： 136，259，900円 馬単： 55，361，100円 ワイド： 80，296，300円
3連複： 187，673，300円 3連単： 232，843，700円 計： 847，155，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 730円 � 180円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 340円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 47，270円

票 数

単勝票数 計 504106 的中 � 153513（1番人気）
複勝票数 計 731364 的中 � 168635（1番人気）� 17652（11番人気）� 111845（2番人気）
枠連票数 計 311744 的中 （7－8） 47947（1番人気）
馬連票数 計1362599 的中 �� 17315（20番人気）
馬単票数 計 553611 的中 �� 4825（31番人気）
ワイド票数 計 802963 的中 �� 9477（27番人気）�� 68939（1番人気）�� 7821（33番人気）
3連複票数 計1876733 的中 ��� 19761（19番人気）
3連単票数 計2328437 的中 ��� 3571（132番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．1―47．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（1，6）（4，10）（2，3，13）（5，16）14－7（9，8，15）12－11 4 ・（1，6，4）10，3，13（2，14，5，16）－（7，8，15）12，9－11

勝馬の
紹 介

オアシスクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2016．6．25 函館1着

2014．4．20生 牝3鹿 母 リッピアピンク 母母 カ ル メ ン 9戦3勝 賞金 32，425，000円
〔制裁〕 メイショウユメゴゼ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

26046 9月17日 曇 良 （29阪神4）第4日 第10競走 ��
��2，000�

の せ

能 勢 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

22 ロードアルバータ 牡3青鹿54 C．ルメール �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 438－142：01．2 3．5�
33 サマーローズ 牝5栗 55 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 482± 02：01．3� 17．9�
44 アルメリアブルーム 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 424± 0 〃 ハナ 8．6�
78 ウォータービルド 牡3鹿 54 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 482± 0 〃 クビ 2．1�
811 メイショウミツボシ 牡5鹿 57 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 482± 02：01．4� 95．8	
11 タイセイアプローズ 牡5鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 454－ 82：01．5� 21．5

66 フ ァ シ ー ノ 牡6鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 476± 0 〃 クビ 49．9�
79 ジュンスパーヒカル 牡5鹿 57 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：01．6クビ 12．4�
55 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 4 〃 ハナ 144．7
67 オールドクラシック 牡4青鹿57 川田 将雅�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 22：01．81	 22．8�
810 ローズウィスパー 牝4鹿 55 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 480＋ 62：01．9� 8．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，566，700円 複勝： 84，951，000円 枠連： 24，733，900円
馬連： 143，297，500円 馬単： 75，522，200円 ワイド： 72，169，700円
3連複： 183，684，500円 3連単： 351，183，500円 計： 999，109，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 390円 � 260円 枠 連（2－3） 2，480円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 730円 �� 540円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 17，920円

票 数

単勝票数 計 635667 的中 � 141439（2番人気）
複勝票数 計 849510 的中 � 143421（2番人気）� 48475（6番人気）� 84852（4番人気）
枠連票数 計 247339 的中 （2－3） 7701（9番人気）
馬連票数 計1432975 的中 �� 56193（8番人気）
馬単票数 計 755222 的中 �� 18446（12番人気）
ワイド票数 計 721697 的中 �� 25546（7番人気）�� 35573（5番人気）�� 12391（19番人気）
3連複票数 計1836845 的中 ��� 38482（13番人気）
3連単票数 計3511835 的中 ��� 14207（51番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―12．7―12．4―11．9―12．5―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．7―49．4―1：01．8―1：13．7―1：26．2―1：38．0―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロードアルバータ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．1．5 京都2着

2014．4．2生 牡3青鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 8戦3勝 賞金 39，062，000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



26047 9月17日 曇 良 （29阪神4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第35回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

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

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，302，000円 372，000円 186，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

714� ラビットラン 牝3栗 54 和田 竜二吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves
Matz, LLC 444＋ 41：45．5 26．4�

816 カワキタエンカ 牝3鹿 54 横山 典弘川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 462＋ 61：45．71� 21．4�
36 リスグラシュー 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：45．8	 6．3�
35 ミ リ ッ サ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420＋ 6 〃 ハナ 9．7�
611 メイショウオワラ 牝3鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456－ 61：45．9クビ 48．0�
817 ファンディーナ 牝3青鹿54 岩田 康誠�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 526＋221：46．21	 2．9	
12 モズカッチャン 牝3黒鹿54 M．デムーロ 
キャピタル・システム 
島 一歩 日高 目黒牧場 482＋14 〃 クビ 4．3�
612 ブライトムーン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介
ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 0 〃 ハナ 380．0�
510 レーヌミノル 牝3栗 54 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 61：46．3クビ 7．5
24 ミスパンテール 牝3鹿 54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 508± 0 〃 ハナ 62．0�
23 サトノアリシア 牝3鹿 54 北村 友一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 126．6�
11 クイーンマンボ 牝3青 54 C．ルメール 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 490－ 81：46．4	 22．3�
47 メイズオブオナー 牝3鹿 54 吉田 隼人 
ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 460－ 2 〃 アタマ 45．0�
715 カラクレナイ 牝3栗 54 川田 将雅吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 496＋121：46．5クビ 28．2�
59 アロンザモナ 牝3鹿 54 幸 英明ディアレストクラブ
 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 470＋ 41：47．03 384．5�
48 ブラックスビーチ 牝3鹿 54 秋山真一郎山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 アタマ 28．3�
713 ハローユニコーン 牝3鹿 54 田辺 裕信 
CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 448＋161：48．06 114．1�
818 ヤマカツグレース 牝3栗 54 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448± 01：48．63� 144．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 270，806，100円 複勝： 367，387，100円 枠連： 172，012，500円
馬連： 817，024，300円 馬単： 320，465，800円 ワイド： 430，342，200円
3連複： 1，359，337，300円 3連単： 2，006，233，400円 計： 5，743，608，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 640円 � 490円 � 210円 枠 連（7－8） 1，760円

馬 連 �� 21，390円 馬 単 �� 46，300円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 2，420円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 33，260円 3 連 単 ��� 331，090円

票 数

単勝票数 計2708061 的中 � 81881（8番人気）
複勝票数 計3673871 的中 � 133179（9番人気）� 180359（6番人気）� 551315（3番人気）
枠連票数 計1720125 的中 （7－8） 75358（7番人気）
馬連票数 計8170243 的中 �� 29593（54番人気）
馬単票数 計3204658 的中 �� 5191（112番人気）
ワイド票数 計4303422 的中 �� 25063（49番人気）�� 45708（26番人気）�� 78120（13番人気）
3連複票数 計13593373 的中 ��� 30648（104番人気）
3連単票数 計20062334 的中 ��� 4393（852番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．8―12．2―12．0―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．6―46．4―58．6―1：10．6―1：22．2―1：33．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラビットラン �
�
父 Tapit �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2016．11．26 京都1着

2014．3．18生 牝3栗 母 Amelia 母母 Aquilegia 5戦3勝 賞金 70，702，000円
〔騎手変更〕 ブラックスビーチ号の騎手浜中俊は，負傷のため秋山真一郎に変更。
〔制裁〕 ファンディーナ号の騎手岩田康誠は，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：15番）

ミリッサ号の騎手福永祐一は，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50，000円。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベルカプリ号
（非抽選馬） 1頭 アロマドゥルセ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりラビットラン号・カワキタエンカ号・リスグラシュー号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月17日 曇 良 （29阪神4）第4日 第12競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

11 サフランハート 牡4鹿 57 福永 祐一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 444－ 81：22．6 3．5�
816 クローディオ �5鹿 57

56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456－12 〃 クビ 13．5�
510 ダノンブライト 牡5青鹿57 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470－ 6 〃 アタマ 6．9�
35 ヤマカツサファイヤ 牝4青鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 510＋ 81：22．7クビ 29．4�
714 ラ グ ナ グ 牝4栗 55 四位 洋文吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 486＋ 21：23．01� 6．3	
59 テイエムイキオイ 牡3青鹿55 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 458－ 41：23．1� 44．4

611 キスミーワンス 牝3黒鹿53 武 豊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444＋ 61：23．2クビ 20．7�
818� ウイングタイガー 牝5鹿 55 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 2 〃 クビ 42．0�
612 ミッキーディナシー 牝4黒鹿55 北村 友一野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 414－101：23．3クビ 143．2
12 タイセイブレーク 牡3栗 55 M．デムーロ田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 502－ 21：23．51	 3．4�
48 ゴールドポセイドン 牡3鹿 55 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 460＋101：23．81� 17．5�
817 ディープアドラーレ 牝3鹿 53 古川 吉洋深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440＋18 〃 クビ 136．2�
715 ウイングフリオーソ 牝3鹿 53

50 ▲三津谷隼人 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 456± 01：23．9� 35．6�
23 スリーミスヨハネス 牝3鹿 53 国分 恭介永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 450－ 21：24．0クビ 125．9�
713 ウインペイザージュ 牝3鹿 53 和田 竜二�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 452－ 6 〃 ハナ 29．1�
24 メイショウシャチ 牡4鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 468－ 21：24．1� 39．3�
36 アウトリガーカヌー 牡3芦 55 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 522－ 21：24．42 244．7�
47 シーハリケーン �3鹿 55 荻野 琢真 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 470＋101：24．61
 158．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，974，100円 複勝： 95，701，700円 枠連： 52，272，500円
馬連： 173，067，700円 馬単： 69，475，600円 ワイド： 103，148，800円
3連複： 246，730，000円 3連単： 326，025，000円 計： 1，134，395，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 360円 � 200円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 450円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 28，880円

票 数

単勝票数 計 679741 的中 � 154301（2番人気）
複勝票数 計 957017 的中 � 177239（1番人気）� 56607（6番人気）� 123340（3番人気）
枠連票数 計 522725 的中 （1－8） 47613（4番人気）
馬連票数 計1730677 的中 �� 49154（7番人気）
馬単票数 計 694756 的中 �� 11505（13番人気）
ワイド票数 計1031488 的中 �� 23161（8番人気）�� 63594（2番人気）�� 14296（18番人気）
3連複票数 計2467300 的中 ��� 30005（14番人気）
3連単票数 計3260250 的中 ��� 8184（60番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．3―12．5―11．8―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．6―48．1―59．9―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 5（15，10）3（7，8）（4，13，9，17）（1，11，14）（2，12，16）－18－6 4 5，10（15，16）（3，9，17）（8，14）（7，13，11）（4，1，12）（2，18）－6

勝馬の
紹 介

サフランハート �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2016．1．16 京都2着

2013．5．28生 牡4鹿 母 サフランカーネギー 母母 ヨドノサフラン 19戦3勝 賞金 47，385，000円
〔騎手変更〕 キスミーワンス号の騎手浜中俊は，負傷のため武豊に変更。
〔制裁〕 シーハリケーン号の騎手荻野琢真は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※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） 3頭 アルパーシャン号・ウメマツサクラ号・サカジロテンオー号

４レース目



（29阪神4）第4日 9月17日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

264，800，000円
5，060，000円
14，910，000円
2，810，000円
31，160，000円
72，162，000円
4，804，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
715，501，300円
1，054，551，600円
400，498，200円
1，750，707，700円
770，441，500円
1，004，570，600円
2，609，054，600円
3，831，563，000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 12，136，888，500円

総入場人員 13，396名 （有料入場人員 12，294名）
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