
26025 9月14日 晴 稍重 （1阪神4） 第3日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；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

22 メイショウユリシス 牝2黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 466＋ 21：26．9 5．3�
67 オウケンラブキセキ 牝2鹿 54 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：27．0� 2．4�
66 マサハヤアン 牝2鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 450－ 41：27．1クビ 58．8�
810 オークレイコート 牝2栗 54 中谷 雄太 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 438± 0 〃 クビ 7．3�
78 フェールアシュバル 牝2栗 54

51 ▲団野 大成�日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 468± 01：27．41� 9．5	
11 ト ネ ー ル 牝2鹿 54 菱田 裕二�桑田牧場 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 428－ 21：28．25 65．9

44 サワーソップ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治�三嶋牧場 高柳 大輔 日高 白井牧場 432＋ 21：28．3クビ 30．4�
33 スマートラビリンス 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス

マート 450± 01：28．83 5．9�
811 ル ミ タ ン 牝2芦 54 柴田 未崎�イクタ 飯田 雄三 日高 長谷川 一男 458－ 21：29．33 295．2
55 ナムラピアノ 牝2栗 54

51 ▲斎藤 新奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 いとう牧場 420＋ 21：30．36 71．8�
79 ア リ シ ア 牝2青鹿54 幸 英明前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 444＋101：31．04 10．4�
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売 得 金
単勝： 25，150，900円 複勝： 37，162，800円 枠連： 7，255，500円
馬連： 45，465，400円 馬単： 25，017，500円 ワイド： 34，080，500円
3連複： 71，132，000円 3連単： 96，852，900円 計： 342，117，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 120円 � 910円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，530円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 32，850円

票 数

単勝票数 計 251509 的中 � 39830（2番人気）
複勝票数 計 371628 的中 � 66743（2番人気）� 116559（1番人気）� 5836（8番人気）
枠連票数 計 72555 的中 （2－6） 9669（1番人気）
馬連票数 計 454654 的中 �� 56359（1番人気）
馬単票数 計 250175 的中 �� 12912（4番人気）
ワイド票数 計 340805 的中 �� 42346（1番人気）�� 3055（24番人気）�� 4454（19番人気）
3連複票数 計 711320 的中 ��� 6471（26番人気）
3連単票数 計 968529 的中 ��� 2137（112番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．4―12．8―13．3―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．9―59．7―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F40．0
3 ・（8，10）（3，7）（6，5，9）2，1－4－11 4 ・（8，10）7，3，6，2（1，5，9）－4－11
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

メイショウユリシス �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．6．8 阪神5着

2017．3．17生 牝2黒鹿 母 フェスティヴレディ 母母 グリーンオリーヴ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月14日まで平地競走に

出走できない。

26026 9月14日 晴 稍重 （1阪神4） 第3日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時25分 （ダート・右）
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

77 テイエムサウスダン 牡2鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 514＋ 21：11．8 11．0�
11 サウンドサンビーム 牡2黒鹿54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 464－ 41：13．18 2．4�
22 グッドステージ 牡2鹿 54 川須 栄彦杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 498＋ 41：13．31 5．9�
66 ア ビ エ ル ト 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 478＋ 81：13．51� 3．2�
33 ハルハアケボノ 牝2黒鹿54 浜中 俊手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 454＋ 81：13．92	 7．8�
55 ライジングペガサス 牡2鹿 54 幸 英明竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 木村牧場 470± 01：14．21	 14．6�
88 アウトラウド 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 新冠 村上 進治 472－ 41：15．15 131．5	
44 テイエムキズナオー 牡2黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 452－ 41：15．31 89．4
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売 得 金
単勝： 27，789，200円 複勝： 30，825，900円 枠連： 発売なし
馬連： 39，470，200円 馬単： 22，709，900円 ワイド： 25，129，900円
3連複： 45，531，000円 3連単： 93，103，900円 計： 284，560，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 190円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 390円 �� 480円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 277892 的中 � 21284（5番人気）
複勝票数 計 308259 的中 � 25166（5番人気）� 125699（1番人気）� 45286（3番人気）
馬連票数 計 394702 的中 �� 27599（5番人気）
馬単票数 計 227099 的中 �� 6505（12番人気）
ワイド票数 計 251299 的中 �� 15645（6番人気）�� 11922（8番人気）�� 33677（2番人気）
3連複票数 計 455310 的中 ��� 31283（5番人気）
3連単票数 計 931039 的中 ��� 8218（36番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―46．9―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．7
3 2，6（1，7）－3－（5，8）－4 4 2（6，7）－1，3－（5，8）＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムサウスダン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Langfuhr デビュー 2019．6．15 阪神4着

2017．1．21生 牡2鹿 母 ムービングアウト 母母 ルネッサンスファウンド 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 テイエムサウスダン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

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３日

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 12 日第 2競走）
〔その他〕　　コンディトラム号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



26027 9月14日 晴 良 （1阪神4） 第3日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時55分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

55 ベルティアラ 牝2青鹿54 幸 英明鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 422－121：33．6 189．8�
89 ファイヤーテーラー 牝2栗 54 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 478＋ 8 〃 クビ 1．8�
22 エアリーフローラ 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 412＋181：33．81� 3．5�
88 ラヴォアドゥース 牝2栃栗54 岩田 康誠�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 8 〃 クビ 20．1�
44 ゴールドパラディン 牡2栗 54 松山 弘平 �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 B430＋ 21：34．11� 26．2	
66 イ オ ウ ゼ ン 牡2黒鹿54 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502－181：34．2� 58．1

33 ネクサスアルカナム 牡2栗 54

51 ▲岩田 望来吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482－ 21：35．47 43．2�
11 カズポルトチェルボ 牡2鹿 54 川田 将雅合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 460＋ 21：35．5� 4．8�
77 トーアコハク 牝2鹿 54 藤岡 康太高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 438－ 61：37．8大差 141．7
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売 得 金
単勝： 38，841，900円 複勝： 83，354，300円 枠連： 7，374，500円
馬連： 40，794，700円 馬単： 30，150，700円 ワイド： 29，316，500円
3連複： 55，141，500円 3連単： 124，834，400円 計： 409，808，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，980円 複 勝 � 1，190円 � 110円 � 110円 枠 連（5－8） 5，740円

馬 連 �� 8，870円 馬 単 �� 28，550円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 2，190円 �� 170円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 110，230円

票 数

単勝票数 計 388419 的中 � 1738（9番人気）
複勝票数 計 833543 的中 � 3500（9番人気）� 578378（1番人気）� 105602（2番人気）
枠連票数 計 73745 的中 （5－8） 994（11番人気）
馬連票数 計 407947 的中 �� 3561（16番人気）
馬単票数 計 301507 的中 �� 792（37番人気）
ワイド票数 計 293165 的中 �� 2291（21番人気）�� 2779（19番人気）�� 59818（1番人気）
3連複票数 計 551415 的中 ��� 7515（14番人気）
3連単票数 計1248344 的中 ��� 821（163番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―11．7―12．1―11．8―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．5―46．2―58．3―1：10．1―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルティアラ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．31 小倉8着

2017．3．15生 牝2青鹿 母 ショウサンミーベル 母母 スズカリーガル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアコハク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月14日まで平地競走

に出走できない。

26028 9月14日 晴 稍重 （1阪神4） 第3日 第4競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：47．6

重
重

710� ブルーメンクローネ 牝4鹿 55
52 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－ 41：51．6 2．8�

56 ノ ー チ ラ ス 牝3栗 52 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 466－ 41：51．92 10．1�
22 チャチャチャ 牝3栗 52 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 436－ 21：52．11� 3．6�
711 オーパスメーカー 牝3鹿 52 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 486＋261：52．52� 4．2�
68 ハクサンライラック 牝3栗 52 幸 英明河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 490＋ 81：53．35 20．3	
812 アマリリステソーロ 牝3青 52 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 432± 01：53．4	 24．9

44 サツキサンダー 牝3栗 52 松山 弘平小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 450± 0 〃 クビ 15．3�
57 ワインレッドローズ 牝3黒鹿52 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：53．6	 24．2�
11 ビオレイメル 牝3栗 52

51 ☆坂井 瑠星ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 468± 01：53．7	 23．8
45 ピスカデーラ 牝5鹿 55

52 ▲団野 大成名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466± 01：53．8	 69．9�
33 ダイシンステルラ 牝4黒鹿55 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 81：53．9� 144．7�
813 メイショウミチノク 牝3芦 52

49 ▲岩田 望来松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 472± 0 〃 ハナ 32．5�
69 アレグレモエティー 牝3芦 52

51 ☆森 裕太朗斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 462＋161：55．28 130．6�
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売 得 金
単勝： 36，890，700円 複勝： 50，316，500円 枠連： 15，974，700円
馬連： 62，376，600円 馬単： 28，632，300円 ワイド： 51，737，800円
3連複： 99，449，100円 3連単： 112，762，400円 計： 458，140，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 210円 � 120円 枠 連（5－7） 660円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 590円 �� 250円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 8，250円

票 数

単勝票数 計 368907 的中 � 102978（1番人気）
複勝票数 計 503165 的中 � 106214（2番人気）� 44428（4番人気）� 122898（1番人気）
枠連票数 計 159747 的中 （5－7） 18568（2番人気）
馬連票数 計 623766 的中 �� 32000（5番人気）
馬単票数 計 286323 的中 �� 9557（7番人気）
ワイド票数 計 517378 的中 �� 20375（7番人気）�� 60022（1番人気）�� 26294（4番人気）
3連複票数 計 994491 的中 ��� 46323（2番人気）
3連単票数 計1127624 的中 ��� 9907（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．0―12．8―12．4―12．3―12．1―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．6―49．4―1：01．8―1：14．1―1：26．2―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブルーメンクローネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ

2015．3．26生 牝4鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 5戦1勝 賞金 15，050，000円
初出走 JRA



26029 9月14日 晴 良 （1阪神4） 第3日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
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
1：20．8
1：20．3

良
良

68 ピュアカラー 牝2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 426 ―1：22．0 5．1�
44 � モズアーントモー 牝2鹿 54 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill

Farm 516 ―1：22．21� 9．9�
11 ラストブラッサム 牡2鹿 54 岩田 康誠中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 440 ―1：22．52 1．9�
56 ロ ジ ー ナ 牝2黒鹿54 田中 健 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 456 ―1：22．6	 16．4�
710 クイーンカピオラニ 牝2栗 54 福永 祐一�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 422 ―1：22．81� 11．7	
79 � ダブリナーズ 牡2栗 54 北村 友一ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Spring-

house Farm 468 ― 〃 アタマ 13．9

33 パ ラ パ ラ 牝2青鹿54 吉田 隼人門野 重雄氏 作田 誠二 日高 奥山 博 454 ―1：22．9クビ 121．2�
22 レインボーメイプル 牝2鹿 54 松若 風馬大島 豊彦氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 486 ―1：23．11� 15．6�
811 フ ィ ニ ア ル 牝2栗 54 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 432 ―1：23．2
 161．9
67 コスモジェミラ 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 466 ―1：23．41� 15．3�
55 スズカパンサー 牡2栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 448 ―1：23．72 70．1�
812 ピュアプリンセス 牝2栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 458 ―1：23．91� 125．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，369，100円 複勝： 41，014，000円 枠連： 11，007，300円
馬連： 48，320，600円 馬単： 28，401，200円 ワイド： 37，893，100円
3連複： 69，723，300円 3連単： 102，631，700円 計： 378，360，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 200円 � 110円 枠 連（4－6） 2，080円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 680円 �� 250円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 12，630円

票 数

単勝票数 計 393691 的中 � 64839（2番人気）
複勝票数 計 410140 的中 � 66028（2番人気）� 37081（4番人気）� 131563（1番人気）
枠連票数 計 110073 的中 （4－6） 4084（9番人気）
馬連票数 計 483206 的中 �� 16887（9番人気）
馬単票数 計 284012 的中 �� 4846（16番人気）
ワイド票数 計 378931 的中 �� 12784（9番人気）�� 43626（1番人気）�� 24082（3番人気）
3連複票数 計 697233 的中 ��� 37750（2番人気）
3連単票数 計1026317 的中 ��� 5890（40番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．9―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．7―46．6―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアカラー �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2017．5．12生 牝2黒鹿 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロジーナ号の騎手田中健は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

26030 9月14日 晴 稍重 （1阪神4） 第3日 第6競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

68 � シンアンドケン 牡4鹿 57 吉田 隼人 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480± 02：06．2 15．7�
67 アイファーキングズ 牡3黒鹿54 浜中 俊中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 498－ 4 〃 アタマ 6．5�
44 シェアザモーメント 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 8．7�
55 イシュタルゲート 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：06．41 2．2�
811 モ サ 牡3鹿 54

53 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488± 02：06．5� 36．5�

56 シャンパンクーペ 牡3鹿 54 中井 裕二 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B526＋ 62：06．71	 26．1


11 メイショウソテツ 牡3青 54
51 ▲団野 大成松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 502－ 42：07．12
 3．9�

33 オ ー マ オ 牡3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 26．6�
812 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520± 02：07．73
 15．2

710 ティーブルーム 牡3栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 登別 登別上水牧場 440－182：07．8
 63．0�
22 ワ イ ズ ワ ン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 514＋14 〃 アタマ 41．0�
79 � サンライズアミーゴ 牡4芦 57 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 474－ 42：08．11� 150．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，902，800円 複勝： 46，783，100円 枠連： 11，286，200円
馬連： 61，202，500円 馬単： 29，588，100円 ワイド： 46，426，500円
3連複： 89，253，800円 3連単： 117，668，100円 計： 436，111，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 410円 � 170円 � 230円 枠 連（6－6） 4，160円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 9，080円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，360円 �� 780円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 59，160円

票 数

単勝票数 計 339028 的中 � 17192（6番人気）
複勝票数 計 467831 的中 � 24223（5番人気）� 86561（3番人気）� 51065（4番人気）
枠連票数 計 112862 的中 （6－6） 2100（15番人気）
馬連票数 計 612025 的中 �� 11336（14番人気）
馬単票数 計 295881 的中 �� 2443（35番人気）
ワイド票数 計 464265 的中 �� 9159（13番人気）�� 8625（16番人気）�� 15656（6番人気）
3連複票数 計 892538 的中 ��� 8690（27番人気）
3連単票数 計1176681 的中 ��� 1442（194番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―14．5―13．3―12．5―12．4―12．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．1―50．6―1：03．9―1：16．4―1：28．8―1：41．0―1：53．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シンアンドケン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アジュディケーティング

2015．3．23生 牡4鹿 母 ネフェルメモリー 母母 ケイアイメモリー 12戦1勝 賞金 13，500，000円
初出走 JRA



26031 9月14日 晴 稍重 （1阪神4） 第3日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：20．3

不良
不良

57 グトルフォス 牡3鹿 55 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 500－101：24．7 3．8�
711 トーホウドミンゴ 牡5青鹿57 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 478＋ 2 〃 クビ 19．4�
46 コパノマーティン 牡3黒鹿55 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 478－101：24．8クビ 7．3�
22 ナムラシェパード 牡3鹿 55 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 472＋ 2 〃 クビ 2．3�
813 マイネルプリサイス 牡3栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 474± 01：25．33 23．7�
69 エールショー 牡4芦 57 藤岡 康太�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 61：25．72� 7．0	
34 � ノーブルレゼル 牡4鹿 57 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 460－ 21：25．9� 148．1

610 ケ プ ラ ー 牡3鹿 55

52 ▲岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 480± 01：26．0� 15．7�

33 メイショウカクウン 牡4青鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 456± 01：26．21 50．1�
712 クリスタルオーブ 牝3鹿 53 藤井勘一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 458－ 41：26．62� 206．1
58 ジャスティンラヴ 牝5黒鹿 55

52 ▲団野 大成山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 410－ 81：26．81 166．4�
11 キンショーボヌール 牡3栗 55 中井 裕二礒野日出夫氏 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 81：27．33 272．1�
45 � ワンダーポピュレル 牝4鹿 55 城戸 義政山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 492＋201：27．51	 62．9�
814 ゴールデンライオン 牡3鹿 55 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 500＋181：27．6� 13．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，841，600円 複勝： 45，283，600円 枠連： 14，697，000円
馬連： 67，859，500円 馬単： 29，883，600円 ワイド： 48，500，000円
3連複： 95，415，700円 3連単： 118，689，900円 計： 457，170，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 360円 � 210円 枠 連（5－7） 2，590円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 840円 �� 550円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 20，170円

票 数

単勝票数 計 368416 的中 � 76903（2番人気）
複勝票数 計 452836 的中 � 77577（2番人気）� 27476（6番人気）� 56613（4番人気）
枠連票数 計 146970 的中 （5－7） 4392（12番人気）
馬連票数 計 678595 的中 �� 24837（7番人気）
馬単票数 計 298836 的中 �� 6226（14番人気）
ワイド票数 計 485000 的中 �� 14800（10番人気）�� 23532（5番人気）�� 7611（19番人気）
3連複票数 計 954157 的中 ��� 15232（16番人気）
3連単票数 計1186899 的中 ��� 4265（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．2―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グトルフォス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2018．12．15 中京1着

2016．2．23生 牡3鹿 母 リ ン ト ス 母母 コニャックレディ 8戦2勝 賞金 22，710，000円

26032 9月14日 晴 良 （1阪神4） 第3日 第8競走 ��3，140�第21回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード3：24．8良

56 メドウラーク 牡8鹿 60 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504＋ 23：29．8 7．5�
22 シンキングダンサー 牡6栗 60 石神 深一佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 472－ 4 〃 クビ 1．8�
11 サトノエメラルド 牡4鹿 60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470－103：30．11� 15．2�
812 トゥルーハート �6黒鹿60 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 456＋ 23：31．37 6．2�
55 ブライトクォーツ 牡5鹿 60 熊沢 重文 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 474－ 83：31．83 19．5	
811 シゲルスズキ 牡6栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 504＋ 63：32．54 138．6

33 カシノランペイジ �4黒鹿60 黒岩 悠柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 502－ 43：33．56 223．8�
710 アグリッパーバイオ 牡8黒鹿60 西谷 誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448± 03：33．82 7．0�
79 オールマンリバー 牡7黒鹿60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 506－ 23：34．33 14．6
68 アズマタックン 牡6青鹿60 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 506＋ 23：34．83 35．1�
67 マイネルフィエスタ 牡9芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 新冠 タニグチ牧場 514＋ 4 〃 アタマ 46．5�
44 ヤマニンシルフ 牡6栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 460－ 2 （競走中止） 54．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，771，900円 複勝： 50，739，100円 枠連： 19，125，900円
馬連： 75，067，200円 馬単： 42，319，300円 ワイド： 55，884，700円
3連複： 137，058，900円 3連単： 215，097，800円 計： 636，064，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 190円 � 110円 � 260円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，290円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 16，200円

票 数

単勝票数 計 407719 的中 � 42980（4番人気）
複勝票数 計 507391 的中 � 54501（4番人気）� 178402（1番人気）� 34324（5番人気）
枠連票数 計 191259 的中 （2－5） 30850（1番人気）
馬連票数 計 750672 的中 �� 81184（3番人気）
馬単票数 計 423193 的中 �� 15214（8番人気）
ワイド票数 計 558847 的中 �� 55464（2番人気）�� 9775（16番人気）�� 32307（4番人気）
3連複票数 計1370589 的中 ��� 42427（6番人気）
3連単票数 計2150978 的中 ��� 9621（50番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 49．8－3F 37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
6＝1－2，12，3（5，10）9，11，7－8，4
6，1，2－12－（11，5）9，10－3＝（7，8）－4

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡8鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 障害：6戦3勝 賞金 59，620，000円
〔競走中止〕 ヤマニンシルフ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔制裁〕 ブライトクォーツ号の騎手熊沢重文は，2周目1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・10

番）



26033 9月14日 晴 良 （1阪神4） 第3日 第9競走 ��
��1，800�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 140，000円 40，000円 20，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

11 マイラプソディ 牡2青鹿54 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 21：47．4 1．1�
44 グランスピード 牡2鹿 54 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：48．25 6．9�
55 	 エキサイター 牡2鹿 54 吉村 智洋大嶋 晃一氏 長南 和宏 浦河 ダイヤモンドファーム 532＋ 51：48．41
 18．1�

（兵庫） （兵庫）

22 メイショウラツワン 牡2鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 470－ 8 〃 アタマ 7．4�
33 アイファーベイジュ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 432－ 81：48．5� 83．7�

（5頭）

売 得 金
単勝： 76，566，700円 複勝： 120，634，000円 枠連： 発売なし
馬連： 37，397，500円 馬単： 47，405，500円 ワイド： 23，508，700円
3連複： 45，125，500円 3連単： 266，208，900円 計： 616，846，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 140円 �� 290円 �� 460円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 1，640円

票 数

単勝票数 計 765667 的中 � 541263（1番人気）
複勝票数 計1206340 的中 � 1005072（1番人気）� 81445（3番人気）
馬連票数 計 373975 的中 �� 119622（2番人気）
馬単票数 計 474055 的中 �� 129033（2番人気）
ワイド票数 計 235087 的中 �� 58977（2番人気）�� 17532（4番人気）�� 9985（6番人気）
3連複票数 計 451255 的中 ��� 44809（3番人気）
3連単票数 計2662089 的中 ��� 117398（6番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．0―12．4―12．2―12．2―11．5―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．0―49．4―1：01．6―1：13．8―1：25．3―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．6
3 4，5，2，1，3 4 ・（4，5）（2，1）3

勝馬の
紹 介

マイラプソディ 	


父 ハーツクライ 	



母父 Salt Lake デビュー 2019．7．7 中京1着

2017．2．9生 牡2青鹿 母 テディーズプロミス 母母 Braids and Beads 2戦2勝 賞金 23，140，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

26034 9月14日 晴 良 （1阪神4） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

あ し や が わ

芦 屋 川 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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
1：06．7
1：06．5

良
良

59 ブリッツアウェイ 牝3黒鹿53 北村 友一吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438－ 41：08．1 26．6�
510 キャスパリーグ 牝5鹿 55 松若 風馬杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464＋ 2 〃 クビ 7．7�
714 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿55 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 454＋101：08．2クビ 26．3�
24 ケイアイサクソニー 牡3鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 498＋ 8 〃 アタマ 10．6�
816 コウエイダリア 牝5黒鹿55 浜中 俊伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 514＋ 6 〃 ハナ 25．3�
35 ラ ミ エ ル 牝3鹿 53 松山 弘平桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 450± 0 〃 アタマ 6．6�
47 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿53 岩田 康誠 	スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 472－ 4 〃 アタマ 53．8

713 セプタリアン 牡3鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 502＋101：08．4� 7．2�
23 ア ル モ ニ カ 牝4黒鹿55 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 436＋ 4 〃 クビ 3．7
12 サヤカチャン 牝4鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 468－ 21：08．5	 16．0�
48 メイショウシャチ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 470－16 〃 アタマ 127．0�
36 ア リ ア 牝4栗 55 菱田 裕二樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 4 〃 ハナ 17．8�
11 オーパキャマラード 牝3黒鹿53 藤岡 康太�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 482＋ 41：08．6	 34．2�
612 オトナノジジョウ 牝3栗 53 吉村 智洋内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 440－ 41：08．91� 125．2�

（兵庫）

815 コンパウンダー 牡4黒鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－10 〃 クビ 10．6�

611
 トップソリスト 牝3鹿 53 武 豊	ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-
ston & Wynatt 460－ 21：09．11� 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，847，400円 複勝： 102，668，400円 枠連： 44，584，900円
馬連： 176，287，800円 馬単： 65，161，700円 ワイド： 120，966，900円
3連複： 291，363，800円 3連単： 321，584，800円 計： 1，183，465，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 1，010円 � 290円 � 760円 枠 連（5－5） 9，980円

馬 連 �� 12，840円 馬 単 �� 22，600円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 8，490円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 77，620円 3 連 単 ��� 476，780円

票 数

単勝票数 計 608474 的中 � 18279（12番人気）
複勝票数 計1026684 的中 � 24487（13番人気）� 109177（3番人気）� 33235（11番人気）
枠連票数 計 445849 的中 （5－5） 3460（28番人気）
馬連票数 計1762878 的中 �� 10638（51番人気）
馬単票数 計 651617 的中 �� 2162（96番人気）
ワイド票数 計1209669 的中 �� 7713（53番人気）�� 3648（81番人気）�� 9658（41番人気）
3連複票数 計2913638 的中 ��� 2815（242番人気）
3連単票数 計3215848 的中 ��� 489（1508番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．8―11．1―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．0―44．1―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 ・（4，12）－（9，11）3（5，14）2，7（1，6，13）（8，15，16）10 4 ・（4，12）－（9，11）（3，14）（5，13）（2，7）（1，6，16）（10，8）15

勝馬の
紹 介

ブリッツアウェイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．9．29 阪神4着

2016．3．2生 牝3黒鹿 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 7戦3勝 賞金 31，785，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トンボイ号・パッションチカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



26035 9月14日 晴 稍重 （1阪神4） 第3日 第11競走 ��
��1，800�オークランドレーシングクラブトロフィー

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

89 スワーヴアラミス 牡4鹿 57 川田 将雅�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 41：50．2 1．4�

66 ウインユニファイド 牡7黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 61：51．26 15．7�
55 メイショウタチマチ 牝6鹿 55 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502± 01：51．51� 9．9�
88 ピ ッ ト ボ ス 	6鹿 57 国分 恭介前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 514＋ 21：51．6
 11．3�
33 エ ネ ス ク 牡6鹿 57 北村 友一節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 518± 01：51．81� 15．3�
11 タガノグルナ 牡5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 81：52．65 6．0	
77 コウエイワンマン 牡8黒鹿57 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532－22 〃 ハナ 119．5

22 ベディヴィア 牡5栗 57 吉田 隼人 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 460－ 21：53．02
 30．5�
44 トウカイエントリー 牡8栗 57 原田 和真内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 500－ 4 （競走中止） 23．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，934，300円 複勝： 200，605，900円 枠連： 24，566，600円
馬連： 157，114，800円 馬単： 94，210，800円 ワイド： 87，897，500円
3連複： 224，652，700円 3連単： 532，348，300円 計： 1，378，330，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 190円 枠 連（6－8） 770円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 260円 �� 300円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 569343 的中 � 311228（1番人気）
複勝票数 計2006059 的中 � 1549522（1番人気）� 77660（3番人気）� 73038（4番人気）
枠連票数 計 245666 的中 （6－8） 24444（5番人気）
馬連票数 計1571148 的中 �� 163851（3番人気）
馬単票数 計 942108 的中 �� 76574（3番人気）
ワイド票数 計 878975 的中 �� 93196（2番人気）�� 77864（3番人気）�� 18314（13番人気）
3連複票数 計2246527 的中 ��� 103903（5番人気）
3連単票数 計5323483 的中 ��� 80032（15番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．0―12．4―12．8―12．7―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．6―47．6―1：00．0―1：12．8―1：25．5―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアラミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．3．26生 牡4鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 14戦4勝 賞金 62，167，000円
〔競走中止〕 トウカイエントリー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

26036 9月14日 晴 良 （1阪神4） 第3日 第12競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：57．2
1：56．1

良
良

44 フィオレドーロ 牝3栗 52
49 ▲岩田 望来下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 422＋ 42：00．1 3．8�

55 � ココナッツスルー 牝4黒鹿 55
52 ▲斎藤 新飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 454＋18 〃 ハナ 64．0�

11 リトミカメンテ 牝3栗 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 2 〃 クビ 1．7�

78 アックアアルタ 牝3青鹿52 北村 友一 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456－ 82：00．52� 12．9�
22 � オ ル ト シ ア 牝4鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 442＋122：00．71� 15．4	
89 メイショウホウジュ 牝3栗 52 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 442± 02：00．8� 61．8

810 ルエヴェルロール 牝5黒鹿55 松若 風馬 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 42：00．9クビ 8．8�
77 ブリリアントリリー 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 22：01．11� 31．4�

33 センティフォリア 牝4黒鹿55 国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 432－ 22：01．31� 135．9

66 トレミエール 牝3鹿 52 松山 弘平�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 02：01．93� 11．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，435，000円 複勝： 82，936，700円 枠連： 20，023，600円
馬連： 103，451，800円 馬単： 57，283，800円 ワイド： 69，980，400円
3連複： 145，903，800円 3連単： 293，110，000円 計： 826，125，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 690円 � 110円 枠 連（4－5） 11，090円

馬 連 �� 11，520円 馬 単 �� 17，490円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 190円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 51，200円

票 数

単勝票数 計 534350 的中 � 109690（2番人気）
複勝票数 計 829367 的中 � 116132（2番人気）� 12712（9番人気）� 408001（1番人気）
枠連票数 計 200236 的中 （4－5） 1399（21番人気）
馬連票数 計1034518 的中 �� 6955（25番人気）
馬単票数 計 572838 的中 �� 2456（39番人気）
ワイド票数 計 699804 的中 �� 5408（25番人気）�� 125278（1番人気）�� 9651（18番人気）
3連複票数 計1459038 的中 ��� 20751（19番人気）
3連単票数 計2931100 的中 ��� 4150（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．5―49．4―1：02．2―1：14．3―1：25．3―1：36．4―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．8
1
3
6（8，10）（1，7）9（2，4）5－3・（6，8，5）（1，10）（7，9）（2，4）3

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

勝馬の
紹 介

フィオレドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．5．5 京都3着

2016．2．1生 牝3栗 母 レ イ カ ー ラ 母母 カーラパワー 4戦2勝 賞金 13，800，000円



（1阪神4）第3日 9月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 131頭 本 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

248，270，000円
23，140，000円
1，640，000円
25，450，000円
55，799，500円
4，464，400円
1，257，600円

勝馬投票券売得金
527，341，500円
892，324，300円
175，896，200円
914，808，600円
500，764，400円
631，322，500円
1，369，751，100円
2，394，893，100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 7，407，101，700円

総入場人員 14，081名 （有料入場人員 12，988名）
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