
26049 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5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

810 ア ロ ゴ 牝2黒鹿54 藤岡 康太�KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 野坂牧場 466＋161：26．9 10．3�
22 デンコウハピネス 牝2黒鹿54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 440－ 21：27．43 6．8�
66 カ リ ッ サ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 410± 0 〃 ハナ 52．8�

79 コハルビヨリ 牝2鹿 54 藤岡 佑介飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 480－ 2 〃 ハナ 1．9�
44 グレーフィンソニア 牝2黒鹿54 和田 竜二村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 472－ 61：27．82� 3．6�
11 ハニーウィル 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治 �友駿ホースクラブ 村山 明 安平 ノーザンファーム 464－161：28．43� 24．7	
67 パ ゴ ダ 牝2鹿 54 城戸 義政
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 422－ 61：28．61� 137．0�
78 タマモキャーンズ 牝2青鹿 54

52 △富田 暁タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 468－ 81：28．92 18．3�
55 サウンドサムデイ 牝2栗 54 古川 吉洋増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 460＋ 41：29．0クビ 93．9
811 ラガーエタンセル 牝2鹿 54 小牧 太奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 日高大洋牧場 490－ 61：29．42� 78．7�
33 チョウオオバケ 牝2鹿 54 �島 良太丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 金石牧場 424－ 81：30．67 204．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，088，000円 複勝： 32，329，500円 枠連： 7，757，200円
馬連： 45，664，500円 馬単： 26，649，400円 ワイド： 29，965，200円
3連複： 64，089，900円 3連単： 103，837，900円 計： 336，381，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 320円 � 200円 � 810円 枠 連（2－8） 2，830円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，870円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 41，630円

票 数

単勝票数 計 260880 的中 � 21400（4番人気）
複勝票数 計 323295 的中 � 25503（4番人気）� 51523（3番人気）� 8618（7番人気）
枠連票数 計 77572 的中 （2－8） 2121（9番人気）
馬連票数 計 456645 的中 �� 20827（5番人気）
馬単票数 計 266494 的中 �� 6297（10番人気）
ワイド票数 計 299652 的中 �� 14446（5番人気）�� 2566（23番人気）�� 4657（16番人気）
3連複票数 計 640899 的中 ��� 3832（32番人気）
3連単票数 計1038379 的中 ��� 1808（112番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．3―12．8―12．7―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．0―48．8―1：01．5―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ロ ゴ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2018．6．23 阪神6着

2016．4．9生 牝2黒鹿 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 タマモキャーンズ号の騎手福永祐一は，負傷のため富田暁に変更。
〔発走状況〕 コハルビヨリ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

26050 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第2競走 ��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

77 カセドラルベル 牝2鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：00．8 1．4�
55 フ ラ ル 牝2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 22：01．22� 55．1�
33 ハギノアップロード 牡2黒鹿54 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 452＋ 22：01．3� 2．6�
44 コパノカーリング 牡2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456± 02：02．47 12．4�
22 タニノマイカ 牝2黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 454± 02：02．71� 56．2�
66 マイネルジェンマ 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 ヒダカフアーム 464＋122：02．8� 47．2	
88 ハプナビーチ 牡2青 54 酒井 学守内 満氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 422－ 82：02．9� 281．5

11 ア デ リ ナ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ニューワールドレー

シング� 安田 翔伍 新ひだか 沖田 博志 462－202：03．75 37．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 33，523，800円 複勝： 66，681，900円 枠連： 発売なし
馬連： 39，352，500円 馬単： 28，804，100円 ワイド： 26，426，400円
3連複： 47，800，100円 3連単： 136，273，400円 計： 378，862，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 220円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 500円 �� 110円 �� 570円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 335238 的中 � 181115（1番人気）
複勝票数 計 666819 的中 � 462980（1番人気）� 12501（6番人気）� 123600（2番人気）
馬連票数 計 393525 的中 �� 11811（6番人気）
馬単票数 計 288041 的中 �� 7761（8番人気）
ワイド票数 計 264264 的中 �� 7884（8番人気）�� 119052（1番人気）�� 6816（10番人気）
3連複票数 計 478001 的中 ��� 44661（3番人気）
3連単票数 計1362734 的中 ��� 18578（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．3―12．4―11．9―12．3―12．3―12．0―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．1―48．5―1：00．4―1：12．7―1：25．0―1：37．0―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
1（4，5）7（2，3）－6，8・（4，5）7（1，3）－（2，6）8

2
4
1，4，5（2，3）7，6－8・（4，5）7（1，3）6，8，2

勝馬の
紹 介

カセドラルベル �

父 ハーツクライ �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．8．25 小倉2着

2016．2．13生 牝2鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ハギノアップロード号の騎手福永祐一は，負傷のため川田将雅に変更。

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５日



26051 9月17日 曇 良 （30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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 ノボリソング 牝3鹿 54 太宰 啓介原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 472＋141：13．0 9．5�
59 ロンドンシーズン 牝3鹿 54 中井 裕二下河辺隆行氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 440－ 2 〃 クビ 15．0�
23 タマモカプチーノ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 484－ 81：13．1� 15．5�
713 ドストライク 牡3黒鹿56 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 516＋ 8 〃 アタマ 11．9�
35 ユーデモニクス 牡3青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 438＋ 21：13．31� 8．3�
36 ネージュフレーズ 牝3芦 54 和田 竜二吉田 千津氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 446＋ 8 〃 ハナ 4．3	
11 デンコウエルドラド 牡3栗 56 古川 吉洋田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 490＋ 41：14．04 23．4

611 クリノカサット 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 452＋101：14．1� 6．0�
12 メイショウキョウジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472－ 61：14．2クビ 3．9�
24 ロングブーケ 牝3黒鹿54 国分 優作中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 448－ 41：14．62� 140．8
714 マレインジェニイ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �社台レースホース岡田 稲男 安平 追分ファーム 458－161：14．7� 471．6�
612 グラスジャンヌ 牝3黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 468－121：14．91� 31．6�
47 タムロムーン 牡3栗 56 松若 風馬谷口 屯氏 西園 正都 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 498－121：15．11� 33．6�
816 セルリアンラグバ 牡3栗 56 水口 優也�イクタ 川村 禎彦 新冠 村本牧場 464－ 8 〃 クビ 205．4�
510 リ ラ イ オ ン 牡3鹿 56 �島 良太岡田 壮史氏 武 幸四郎 新ひだか 岡田スタツド 538＋121：15．84 278．0�
815 サトノルーリー 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 398－ 21：16．43� 26．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，837，400円 複勝： 48，898，100円 枠連： 16，617，300円
馬連： 60，525，500円 馬単： 27，035，700円 ワイド： 45，261，600円
3連複： 90，534，900円 3連単： 99，873，600円 計： 420，584，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 330円 � 500円 � 490円 枠 連（4－5） 6，800円

馬 連 �� 7，440円 馬 単 �� 16，260円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 2，310円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 37，910円 3 連 単 ��� 244，620円

票 数

単勝票数 計 318374 的中 � 26672（5番人気）
複勝票数 計 488981 的中 � 40838（5番人気）� 24679（8番人気）� 25609（7番人気）
枠連票数 計 166173 的中 （4－5） 1893（23番人気）
馬連票数 計 605255 的中 �� 6298（30番人気）
馬単票数 計 270357 的中 �� 1247（68番人気）
ワイド票数 計 452616 的中 �� 4321（34番人気）�� 5076（30番人気）�� 3158（46番人気）
3連複票数 計 905349 的中 ��� 1791（131番人気）
3連単票数 計 998736 的中 ��� 296（777番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．1―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．6―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．5
3 ・（2，11）－（6，12）－（1，8）（7，9，13）15（3，5）－10，16，14，4 4 ・（2，11）6－（1，8）12（7，9）13（3，5）15－10，16－（14，4）

勝馬の
紹 介

ノボリソング �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．3．18 阪神5着

2015．4．11生 牝3鹿 母 スウィングダンス 母母 サンデーミッチー 5戦1勝 賞金 10，800，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 ジャミン号・タイキオデッセイ号

26052 9月17日 曇 良 （30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25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
1：44．5
1：43．9

良
良

59 エールグリーツ 牝3青 54 和田 竜二 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 418± 01：46．7 4．4�
817� モズダディー 牡3栗 56 酒井 学 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B492＋ 21：46．91� 6．3�
23 マジックバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 440－ 21：47．0クビ 4．0�
36 ウィズワンアコード 牡3栗 56

54 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 472＋141：47．32 28．3�
12 ヒルトップパレス 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極吉田 勝己氏 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 448－ 21：47．51� 25．5	
48 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：47．6� 9．8

816 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 428＋ 4 〃 クビ 15．9�
612 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 松田 大作西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 468＋ 2 〃 アタマ 13．9�
11 ダノンキャンディ 牝3青鹿54 藤岡 康太�ダノックス 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 464＋ 21：47．7クビ 16．2
24 サウンドシップ 牝3黒鹿54 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 470＋10 〃 ハナ 151．4�
611 アドベントサンデー 牡3鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 6 〃 アタマ 9．0�
47 ホワイトフォース 牝3芦 54 国分 恭介 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 422± 01：48．01	 74．3�
510 チュウワファースト 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 83．7�
714 ノヴェレッテ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 21：48．21 24．0�
715 タンバコージン 牡3鹿 56 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 500－ 21：48．83� 616．1�
818 ディープエクセル 牝3黒鹿54 小崎 綾也前原 敏行氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 410－ 2 〃 クビ 19．8�
713 シュバルツブリッツ 
3黒鹿56 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 井高牧場 434＋101：48．9	 147．1�
35 エスペランサスカイ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治江上 幸�氏 牧田 和弥 浦河 鵜木 唯義 444－ 91：49．11� 372．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，042，100円 複勝： 49，010，700円 枠連： 20，111，500円
馬連： 64，191，000円 馬単： 27，583，500円 ワイド： 48，001，400円
3連複： 97，459，600円 3連単： 104，496，000円 計： 442，895，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 220円 � 150円 枠 連（5－8） 800円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 970円 �� 380円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 11，210円

票 数

単勝票数 計 320421 的中 � 58190（2番人気）
複勝票数 計 490107 的中 � 83490（2番人気）� 48881（4番人気）� 96589（1番人気）
枠連票数 計 201115 的中 （5－8） 19421（2番人気）
馬連票数 計 641910 的中 �� 25765（4番人気）
馬単票数 計 275835 的中 �� 6623（6番人気）
ワイド票数 計 480014 的中 �� 11884（7番人気）�� 34288（1番人気）�� 20865（2番人気）
3連複票数 計 974596 的中 ��� 32867（1番人気）
3連単票数 計1044960 的中 ��� 6753（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―11．9―12．3―11．9―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．2―47．1―59．4―1：11．3―1：22．9―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エールグリーツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2017．12．23 阪神4着

2015．3．23生 牝3青 母 ア ー ヴ ェ イ 母母 Anna Amalia 4戦1勝 賞金 7，400，000円
〔騎手変更〕 ダノンキャンディ号の騎手福永祐一は，負傷のため藤岡康太に変更。
〔制裁〕 ウィズワンアコード号の騎手森裕太朗は，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50，000円。（被害馬：8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） 2頭 タイフーン号・ブルックリン号



26053 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

22 ニホンピロヘンソン 牡2黒鹿54 浜中 俊小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 466 ―1：21．9 32．0�
33 クオンタムシフト 牡2鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 494 ―1：22．11� 7．8�
66 レッドルゼル 牡2鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 468 ―1：22．42 1．4�
810 シャムラマート 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 456 ―1：22．82� 17．2�
78 ドアトゥブリス 牝2芦 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 434 ― 〃 クビ 41．9	
79 オーヴェルニュ 牡2鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 448 ―1：23．11� 24．6

55 ラ ヴ ィ テ ス 牝2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新ひだか 土居牧場 430 ―1：23．31� 37．5�
44 ブルベアカルネ 牡2黒鹿54 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新冠 大林ファーム 456 ―1：24．25 89．6�
11 メイショウオニテ 牡2青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 460 ―1：24．41� 5．7
811 メイショウアマギ 牡2鹿 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 464 ―1：25．46 44．2�
67 マ ス カ ラ ス 牡2黒鹿54 古川 吉洋�KTレーシング 寺島 良 日高 門別牧場 480 ―1：26．03� 204．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，620，100円 複勝： 78，169，300円 枠連： 9，188，300円
馬連： 43，605，900円 馬単： 32，183，100円 ワイド： 31，727，000円
3連複： 59，967，800円 3連単： 118，222，300円 計： 409，683，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 370円 � 150円 � 110円 枠 連（2－3） 7，820円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 22，370円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 590円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 46，230円

票 数

単勝票数 計 366201 的中 � 9687（6番人気）
複勝票数 計 781693 的中 � 14044（6番人気）� 54221（3番人気）� 556713（1番人気）
枠連票数 計 91883 的中 （2－3） 910（17番人気）
馬連票数 計 436059 的中 �� 4616（18番人気）
馬単票数 計 321831 的中 �� 1079（43番人気）
ワイド票数 計 317270 的中 �� 5149（18番人気）�� 13099（6番人気）�� 38828（2番人気）
3連複票数 計 599678 的中 ��� 19375（8番人気）
3連単票数 計1182223 的中 ��� 1854（117番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．1―11．6―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．0―45．6―57．5―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘンソン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2016．3．17生 牡2黒鹿 母 ニホンピロアブミ 母母 ニホンピロクリア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 メイショウアマギ号の騎手太宰啓介は，負傷のため富田暁に変更。

26054 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時45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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

79 クリソベリル 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524 ―1：55．3 1．2�
78 ハギノオムイデアル 牡2鹿 54 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 458 ―1：56．47 7．3�
66 テンナイトパール 牝2鹿 54 藤岡 佑介天白 泰司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 454 ―1：56．61� 6．4�
55 タガノファジョーロ 牡2鹿 54 酒井 学八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440 ―1：57．66 50．1�
33 ケントホープ 牡2鹿 54 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 山野牧場 484 ―1：58．45 58．5�
810 タガノブリザード 牡2栗 54

51 ▲西村 淳也八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478 ― 〃 ハナ 20．6	

811 ビップゼロワン 牡2鹿 54 国分 優作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 456 ―1：58．61� 73．2

44 スマートローガン 牡2栗 54 藤岡 康太大川 徹氏 村山 明 浦河 山口 義彦 B502 ―1：59．02� 60．9�
22 ピサノアマゾン 牝2鹿 54 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか タツヤファーム 460 ―1：59．1� 32．5
67 マイネルグナーデ 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 424 ―1：59．95 137．5�

11 アイファーリーダー 牡2鹿 54
52 △富田 暁中島 稔氏 坂口 正則 新冠 川上 悦夫 462 ―2：01．7大差 203．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，581，700円 複勝： 94，740，400円 枠連： 9，865，000円
馬連： 41，631，800円 馬単： 34，508，200円 ワイド： 28，009，100円
3連複： 55，189，900円 3連単： 133，486，000円 計： 434，012，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 120円 � 120円 枠 連（7－7） 370円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 310円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 810円

票 数

単勝票数 計 365817 的中 � 226501（1番人気）
複勝票数 計 947404 的中 � 763105（1番人気）� 49028（3番人気）� 53771（2番人気）
枠連票数 計 98650 的中 （7－7） 20296（2番人気）
馬連票数 計 416318 的中 �� 90268（2番人気）
馬単票数 計 345082 的中 �� 62564（2番人気）
ワイド票数 計 280091 的中 �� 44924（2番人気）�� 58564（1番人気）�� 17488（4番人気）
3連複票数 計 551899 的中 ��� 128833（1番人気）
3連単票数 計1334860 的中 ��� 118213（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．0―51．2―1：04．2―1：17．1―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリソベリル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2016．2．10生 牡2鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アイファーリーダー号の騎手太宰啓介は，負傷のため富田暁に変更。

ハギノオムイデアル号の騎手福永祐一は，負傷のため和田竜二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーリーダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月17日まで平

地競走に出走できない。



26055 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5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
1：31．9
1：30．7

良
良

11 エイシンルカーノ 牡4栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 466＋ 61：33．9 3．5�
510 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462－14 〃 ハナ 19．5�
24 ムーンチャイム 牝3栗 53 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋121：34．22 15．0�
59 ブレイニーラン 牡3鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：34．41� 5．9�
713 タガノスカイハイ 牡3鹿 55 秋山真一郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 61：34．5� 68．6	
36 フ ィ ッ プ ル 牝4鹿 55 松若 風馬 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 61：34．6� 67．5

611 ロードザナドゥ 牡3黒鹿55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 476－ 81：34．7� 24．2�
818 フェアラフィネ 牝6芦 55 高倉 稜ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 464－ 21：34．8� 148．8�
47 アサケハーツ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 458＋ 4 〃 ハナ 181．0
23 エントシャイデン 牡3芦 55 浜中 俊前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：34．9クビ 14．8�
12 タングルウッド 牡3芦 55 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468－ 61：35．11� 2．8�
816 ノーブルアース 牝3黒鹿53 川田 将雅吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 476＋161：35．2� 8．2�
817 トルネードアレイ 牡4黒鹿 57

55 △富田 暁 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 同着 30．1�
35 レッドカルディア 牝5鹿 55 酒井 学 �東京ホースレーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 454＋ 61：35．3� 300．9�
715� ヒルノケープタウン 牡4青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 516－ 21：35．4クビ 146．5�
612 ベラソヴラーノ 牝3鹿 53 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 456－ 4 〃 アタマ 76．4�
48 トモジャクアルト 牡3芦 55

52 ▲西村 淳也吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 494－ 61：35．72 130．7�
714 ゼーリムニル 牝5鹿 55 高田 潤一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 500＋181：35．8クビ 513．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，264，500円 複勝： 62，083，800円 枠連： 25，725，600円
馬連： 79，394，900円 馬単： 36，994，300円 ワイド： 55，891，600円
3連複： 117，469，100円 3連単： 138，959，800円 計： 559，783，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 380円 � 360円 枠 連（1－5） 420円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 940円 �� 920円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 10，750円 3 連 単 ��� 37，640円

票 数

単勝票数 計 432645 的中 � 96425（2番人気）
複勝票数 計 620838 的中 � 116886（2番人気）� 37410（7番人気）� 40021（6番人気）
枠連票数 計 257256 的中 （1－5） 47348（1番人気）
馬連票数 計 793949 的中 �� 22968（11番人気）
馬単票数 計 369943 的中 �� 7155（14番人気）
ワイド票数 計 558916 的中 �� 15529（10番人気）�� 15860（9番人気）�� 5639（28番人気）
3連複票数 計1174691 的中 ��� 8191（33番人気）
3連単票数 計1389598 的中 ��� 2676（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．1―46．8―58．4―1：09．9―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンルカーノ �
�
父 エイシンデピュティ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2016．11．5 京都3着

2014．4．10生 牡4栗 母 エイシンサンバレー 母母 エイシンサイレンス 12戦2勝 賞金 19，950，000円
〔騎手変更〕 ヒルノケープタウン号の騎手太宰啓介は，負傷のため古川吉洋に変更。

トルネードアレイ号の騎手福永祐一は，負傷のため富田暁に変更。
〔制裁〕 アサケハーツ号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウイングアクティブ号

26056 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

69 スズカスマート 牝4鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 492＋ 61：54．4 3．9�
814 ローズベリル 牝3黒鹿 52

51 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：54．71� 5．4�
711� バイオレットフィズ 牝6黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 456± 0 〃 アタマ 57．2�
46 カ カ ア コ 牝4栗 55 小崎 綾也ニッシンレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 61：54．8� 43．6�
712 アスターストーリー 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 460＋ 61：55．01� 75．7�
610� エクロジオン 牝5鹿 55 �島 克駿前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 472－ 4 〃 アタマ 41．7	
813� モ ハ ー 牝4栗 55 高倉 稜北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 490＋ 61：55．21� 16．2�
22 アドマイヤクィーン 牝3鹿 52 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：55．3� 6．8�
57 サンマルリトリート 牝3黒鹿52 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 524－ 41：55．5� 8．0
45 シゲルマツタケ 牝3栗 52 国分 優作森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 454＋ 21：55．71� 7．4�
34 ナ ム ラ キ ヌ 牝3鹿 52 藤懸 貴志奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 454－121：55．91� 8．6�
11 テーオールチア 牝3黒鹿52 城戸 義政小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 482＋121：56．0� 63．9�
33 デ ュ ナ ミ ス 牝4黒鹿55 和田 竜二ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510－121：56．21 33．8�
58 � エ ナ ホ ー プ 牝4黒鹿55 松山 弘平宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 494－ 51：57．26 8．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，341，700円 複勝： 57，158，600円 枠連： 17，279，800円
馬連： 85，648，000円 馬単： 37，205，800円 ワイド： 57，307，500円
3連複： 117，109，200円 3連単： 137，670，500円 計： 545，721，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 230円 � 910円 枠 連（6－8） 820円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，990円 �� 5，340円

3 連 複 ��� 18，110円 3 連 単 ��� 61，720円

票 数

単勝票数 計 363417 的中 � 72733（1番人気）
複勝票数 計 571586 的中 � 106720（1番人気）� 64778（3番人気）� 12411（10番人気）
枠連票数 計 172798 的中 （6－8） 16308（2番人気）
馬連票数 計 856480 的中 �� 56004（2番人気）
馬単票数 計 372058 的中 �� 12481（2番人気）
ワイド票数 計 573075 的中 �� 28198（3番人気）�� 7225（28番人気）�� 2625（55番人気）
3連複票数 計1171092 的中 ��� 4848（61番人気）
3連単票数 計1376705 的中 ��� 1617（233番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．3―12．3―12．1―12．4―12．9―13．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．2―49．5―1：01．6―1：14．0―1：26．9―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．4
1
3
・（4，5）（1，7）12（3，13）（8，14）（6，10）9（2，11）・（4，7，10）12，5，3（1，13）（8，14）6（2，9）11

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

勝馬の
紹 介

スズカスマート �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．1．8 京都13着

2014．3．21生 牝4鹿 母 スズカルビー 母母 トーワルビー 21戦2勝 賞金 32，275，000円
〔制裁〕 カカアコ号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。



26057 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第9競走 ��2，400�
こ う ぶ

甲 武 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
2：24．1
2：22．1

良
良

11 メイショウカミシマ 牡4黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 444± 02：28．1 9．6�
89 ピッツィカート �5鹿 57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462－10 〃 アタマ 19．2�
77 プリンスオブペスカ 牡4鹿 57 和田 竜二山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 472± 02：28．84 3．2�
810 インヴィクタ 牡4黒鹿57 藤岡 康太佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 62：29．01 2．8�
66 シェルブルック 牡4鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504－ 6 〃 アタマ 5．0�
44 ブロウユアマインド �6鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 448＋ 6 〃 クビ 96．3	
78 イペルラーニオ 牡3鹿 54 荻野 極 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 490－ 62：29．1� 30．4

55 ウォルビスベイ 牡3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 434－142：29．2� 5．6�
33 タマモベルガモ 牡5栗 57 	島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B472－102：29．62� 130．1
22 マイティバローズ 牡3青鹿54 川又 賢治猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 438＋ 22：30．23� 233．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，168，100円 複勝： 52，123，200円 枠連： 13，552，800円
馬連： 85，318，800円 馬単： 46，125，400円 ワイド： 47，509，200円
3連複： 105，478，700円 3連単： 204，211，900円 計： 597，488，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 200円 � 330円 � 150円 枠 連（1－8） 950円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 470円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 43，150円

票 数

単勝票数 計 431681 的中 � 35947（5番人気）
複勝票数 計 521232 的中 � 67336（5番人気）� 32533（6番人気）� 111763（2番人気）
枠連票数 計 135528 的中 （1－8） 11010（6番人気）
馬連票数 計 853188 的中 �� 11832（16番人気）
馬単票数 計 461254 的中 �� 3374（29番人気）
ワイド票数 計 475092 的中 �� 8626（16番人気）�� 27786（7番人気）�� 15038（12番人気）
3連複票数 計1054787 的中 ��� 16391（18番人気）
3連単票数 計2042119 的中 ��� 3431（122番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．3―13．1―12．9―12．7―12．4―12．1―11．6―11．0―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．5―38．8―51．9―1：04．8―1：17．5―1：29．9―1：42．0―1：53．6―2：04．6―2：15．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカミシマ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．16 京都8着

2014．4．13生 牡4黒鹿 母 サンドヴィーナス 母母 サンドピアリス 20戦3勝 賞金 41，141，000円
〔騎手変更〕 インヴィクタ号の騎手福永祐一は，負傷のため藤岡康太に変更。
〔制裁〕 ピッツィカート号の騎手松若風馬は，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。

26058 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第10競走 ��1，800�
す い た

吹 田 特 別
発走15時00分 （ダート・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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 ホーリーブレイズ 牡4鹿 57 高倉 稜村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474－ 81：52．8 5．8�
66 ミスズフリオーソ 牡3栗 54 川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 482＋ 2 〃 ハナ 9．0�
810 トワイライトタイム 牡3青鹿54 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464－ 61：52．9� 3．3�
22 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B478－101：53．0� 8．5�
33 � ベストマイウェイ 牡3鹿 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B536＋ 61：53．1� 11．9�
89 テイエムジョウネツ 牝6黒鹿55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 470＋141：53．42 81．6�

77 ララメダイユドール 牡4鹿 57 和田 竜二フジイ興産	 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 512± 01：53．72 18．8

（法942）

11 サトノグリッター 牡3鹿 54 川田 将雅 	サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 490＋ 81：53．8� 2．5�
78 ニホンピロサンダー 牡6黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 482－ 61：54．33 126．9�
44 	 ダイシンロイ 牡7黒鹿57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：54．4� 188．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 54，124，200円 複勝： 57，610，700円 枠連： 19，589，900円
馬連： 118，784，600円 馬単： 63，962，300円 ワイド： 62，671，500円
3連複： 146，658，400円 3連単： 293，248，900円 計： 816，650，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 250円 � 150円 枠 連（5－6） 2，800円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 560円 �� 370円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 13，020円

票 数

単勝票数 計 541242 的中 � 74511（3番人気）
複勝票数 計 576107 的中 � 82209（3番人気）� 50302（5番人気）� 114643（2番人気）
枠連票数 計 195899 的中 （5－6） 5405（11番人気）
馬連票数 計1187846 的中 �� 45972（10番人気）
馬単票数 計 639623 的中 �� 12874（18番人気）
ワイド票数 計 626715 的中 �� 27307（8番人気）�� 44855（3番人気）�� 34489（5番人気）
3連複票数 計1466584 的中 ��� 68606（5番人気）
3連単票数 計2932489 的中 ��� 16325（43番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．4―12．8―12．7―12．3―11．9―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．6―50．4―1：03．1―1：15．4―1：27．3―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホーリーブレイズ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．1．21 京都1着

2014．5．12生 牡4鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 19戦4勝 賞金 57，235，000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



26059 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第11競走 ��1，400�
ちゅうしゅう

仲秋ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．9．16以降30．9．9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
1：19．5
1：19．0

良
良

68 ツーエムマイスター 牡6黒鹿53 酒井 学水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 61：20．3 39．2�
11 レインボーフラッグ 牡5鹿 56．5 川田 将雅 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464－ 21：20．62 4．2�
711 レッドアンシェル 牡4青鹿58 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 446－ 61：20．7クビ 3．0�
22 ヤマカツグレース 牝4栗 54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 454－ 4 〃 クビ 13．2�
44 キアロスクーロ �5黒鹿54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492＋ 21：20．91� 7．3�
57 ナムラアッパー 牡7鹿 53 藤懸 貴志奈村 信重氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B414－ 41：21．21� 123．6	
710 サフランハート 牡5鹿 55 松山 弘平海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 454＋ 8 〃 アタマ 15．1

812 テ ラ ノ ヴ ァ 牝5芦 53 北村 友一 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 482－ 81：21．3� 6．4�
45 キーナンバー 牡5栗 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 508－ 61：21．51� 12．6
56 メイショウブイダン 牡7鹿 53 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B458＋ 4 〃 クビ 186．6�
813	 ト ラ ス ト 牡4芦 57 和田 竜二岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 480＋ 4 〃 アタマ 8．1�
69 ルグランパントル �6鹿 53 川又 賢治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：21．6クビ 65．1�
33 デンコウウノ 牡7鹿 53 
島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 504± 01：21．7� 200．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 74，244，400円 複勝： 90，903，000円 枠連： 51，696，300円
馬連： 253，877，700円 馬単： 101，181，800円 ワイド： 119，092，400円
3連複： 350，665，900円 3連単： 527，344，900円 計： 1，569，006，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，920円 複 勝 � 640円 � 160円 � 150円 枠 連（1－6） 5，930円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 21，650円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 2，150円 �� 330円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 84，900円

票 数

単勝票数 計 742444 的中 � 15133（9番人気）
複勝票数 計 909030 的中 � 24635（9番人気）� 168298（2番人気）� 192848（1番人気）
枠連票数 計 516963 的中 （1－6） 6745（17番人気）
馬連票数 計2538777 的中 �� 19708（30番人気）
馬単票数 計1011818 的中 �� 3505（61番人気）
ワイド票数 計1190924 的中 �� 12038（30番人気）�� 13159（29番人気）�� 107858（1番人気）
3連複票数 計3506659 的中 ��� 33971（34番人気）
3連単票数 計5273449 的中 ��� 4503（285番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．0―57．3―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツーエムマイスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．4．20生 牡6黒鹿 母 アウロラハート 母母 フローラルハイネス 27戦5勝 賞金 88，857，000円
〔騎手変更〕 ツーエムマイスター号の騎手太宰啓介は，負傷のため酒井学に変更。

レッドアンシェル号の騎手福永祐一は，負傷のため藤岡佑介に変更。

26060 9月17日 曇 良 （30阪神4）第5日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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 スターカットダイヤ 牡4栗 57 和田 竜二小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 452－ 81：11．8 2．2�
48 スマートアルタイル 牡3栗 55 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 464＋ 8 〃 アタマ 9．0�
816 エ ッ シ ャ ー �4栗 57

56 ☆川又 賢治小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 476＋121：11．9� 7．3�
47 メイショウジーク 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 478＋ 21：12．22 5．7�
611� メイショウヒボタン 牝4栗 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 460＋ 6 〃 ハナ 46．0�
36 タマモサザンクロス 牡4黒鹿 57

55 △富田 暁タマモ	 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 452－ 41：12．73 21．2

11 ファステンバーグ 牝3青鹿53 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 440± 01：12．8クビ 9．8�
815 ゼ セ ル 牡4鹿 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 466－16 〃 アタマ 44．5�
23 	 ツブラナヒトミ 牡3栗 55 
島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 494＋ 41：13．01� 64．1
714 トラストノブナガ �3鹿 55

53 △森 裕太朗菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 444＋161：13．21 59．3�
510	� ボスキャットグレイ 牡5芦 57 
島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten B456－ 61：13．41� 42．4�
35 タガノカレン 牝3黒鹿53 藤懸 貴志八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 21：13．72 116．6�
12 ミッキーマインド 牡3鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B460＋ 6 〃 ハナ 11．2�
713	 アイアンヒロイン 牝5鹿 55 田中 健大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-

erson 522＋ 81：13．8クビ 75．5�
59 カゼノカムイ �5鹿 57 小崎 綾也菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 458＋ 41：14．43� 359．2�
612 ボ ウ ル ズ 牝3鹿 53

52 ☆荻野 極ニッシンレーシング 小崎 憲 千歳 社台ファーム 450＋ 61：14．93 37．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，458，900円 複勝： 82，122，300円 枠連： 40，170，800円
馬連： 157，508，000円 馬単： 64，543，700円 ワイド： 97，058，500円
3連複： 235，372，800円 3連単： 319，073，000円 計： 1，066，308，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 230円 � 200円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 510円 �� 350円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 704589 的中 � 248884（1番人気）
複勝票数 計 821223 的中 � 237167（1番人気）� 74464（5番人気）� 88589（3番人気）
枠連票数 計 401708 的中 （2－4） 54894（2番人気）
馬連票数 計1575080 的中 �� 100358（4番人気）
馬単票数 計 645437 的中 �� 23057（6番人気）
ワイド票数 計 970585 的中 �� 48943（4番人気）�� 76594（1番人気）�� 19381（10番人気）
3連複票数 計2353728 的中 ��� 61284（6番人気）
3連単票数 計3190730 的中 ��� 18263（21番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．6―11．7―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．0―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターカットダイヤ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．11 阪神1着

2014．3．5生 牡4栗 母 ローズカットダイヤ 母母 ダイヤモンドジェム 14戦3勝 賞金 38，010，000円
〔騎手変更〕 スマートアルタイル号の騎手福永祐一は，負傷のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サイモンゼーレ号・ニシノダンテ号・ラスエモーショネス号

４レース目



（30阪神4）第5日 9月17日 （祝日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

190，920，000円
3，890，000円
19，800，000円
1，100，000円
21，060，000円
64，114，000円
4，056，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
518，294，900円
771，831，500円
231，554，500円
1，075，503，200円
526，777，300円
648，921，400円
1，487，796，300円
2，316，698，200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 7，577，377，300円

総入場人員 14，676名 （有料入場人員 13，685名）
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