
26061 9月21日 曇 稍重 （1阪神4） 第6日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走9時50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

44 ファストボウラー 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大

作ステーブル 436－ 21：13．1 3．7�
22 シゲルカセイ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋12 〃 クビ 9．0�
89 メイショウマサヒメ 牝2青鹿54 和田 竜二松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 472＋ 81：13．52� 2．7�
77 スマートクリオス 牝2栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 静内山田牧場 472± 01：14．56 4．2�
88 ヴァーツラフ 牡2鹿 54 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 450＋ 41：14．6クビ 16．5	
11 ダ ブ ル ー ン 牡2栗 54

51 ▲岩田 望来橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 408－10 〃 クビ 11．3

33 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 B470－ 21：15．23� 117．0�
66 メイショウサフラン 牡2栗 54

51 ▲団野 大成松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 436－ 21：15．83� 21．7�
55 アイファーパープル 牡2黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 426＋ 81：16．01� 88．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，347，700円 複勝： 27，028，400円 枠連： 4，864，000円
馬連： 39，140，600円 馬単： 20，018，500円 ワイド： 26，528，100円
3連複： 53，688，800円 3連単： 87，330，800円 計： 278，946，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 180円 � 110円 枠 連（2－4） 1，470円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 410円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 203477 的中 � 46462（2番人気）
複勝票数 計 270284 的中 � 49373（3番人気）� 29265（4番人気）� 80494（1番人気）
枠連票数 計 48640 的中 （2－4） 2550（6番人気）
馬連票数 計 391406 的中 �� 21001（6番人気）
馬単票数 計 200185 的中 �� 7011（8番人気）
ワイド票数 計 265281 的中 �� 14520（5番人気）�� 40315（1番人気）�� 19173（4番人気）
3連複票数 計 536888 的中 ��� 39456（2番人気）
3連単票数 計 873308 的中 ��� 9886（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．0―11．9―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．4―36．4―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．7
3 4，9（2，7）（1，6，5）－8＝3 4 ・（4，9）（2，7）－（1，6，5）8－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファストボウラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．17 小倉3着

2017．4．22生 牡2栗 母 モエレカバーガール 母母 マイライフスタイル 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔発走状況〕 アウトラウド号は，発進不良〔内側に逃避〕。

26062 9月21日 曇 良 （1阪神4） 第6日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時20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

711 シャドウブロッサム 牝2鹿 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 450＋ 21：34．3 1．5�
11 コ ル テ ジ ア 牡2青鹿54 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 0 〃 クビ 48．8�
33 ロードベイリーフ 牡2黒鹿54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 468＋ 41：34．4クビ 7．4�
58 マイネルクライマー 牡2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 41：34．71� 84．1�
34 カ ヴ ァ ス 牡2黒鹿54 松若 風馬 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：34．8� 17．0	
610 メイショウミモザ 牝2芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 436＋ 61：35．01 7．6

45 � アイロンワークス 牡2鹿 54 酒井 学ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 472－ 41：35．32 49．3�
22 ローヌグレイシア 牝2芦 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B498－ 41：35．51	 13．6�
69 テ ラ ン ガ 牡2青鹿54 北村 友一寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 460＋ 8 〃 クビ 13．8
712 メイショウホルス 牡2芦 54 城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 468－ 41：35．82 88．9�
57 ア ズ マ オ ウ 牡2栗 54

51 ▲団野 大成東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 462－ 81：36．12 349．4�
814 タナノフローラ 牝2鹿 54 浜中 俊田中 俊彰氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 456＋ 21：36．2
 45．7�
813 ドリームハット 牝2黒鹿54 国分 恭介小島 將之氏 安達 昭夫 日高 鹿戸 美明 446－ 41：37．15 344．5�
46 レッドシャドー 牡2鹿 54 岩田 康誠中辻 明氏 奥村 豊 新冠 ハシモトフアーム 468＋ 21：37．84 161．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，950，100円 複勝： 102，859，800円 枠連： 9，298，100円
馬連： 47，518，700円 馬単： 29，059，400円 ワイド： 41，741，400円
3連複： 72，219，000円 3連単： 107，496，100円 計： 442，142，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 520円 � 160円 枠 連（1－7） 2，610円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 260円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 14，960円

票 数

単勝票数 計 319501 的中 � 166156（1番人気）
複勝票数 計1028598 的中 � 732257（1番人気）� 12789（8番人気）� 69741（2番人気）
枠連票数 計 92981 的中 （1－7） 2755（8番人気）
馬連票数 計 475187 的中 �� 14282（7番人気）
馬単票数 計 290594 的中 �� 6871（10番人気）
ワイド票数 計 417414 的中 �� 9370（11番人気）�� 49096（2番人気）�� 4745（22番人気）
3連複票数 計 722190 的中 ��� 14797（13番人気）
3連単票数 計1074961 的中 ��� 5209（45番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―12．1―12．2―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―47．1―59．3―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 ・（2，3）9（1，5，4，11）10（8，12，14）7－（6，13） 4 2，3（1，9）（5，4，11）（8，10）（7，12，14）13，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャドウブロッサム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roi Normand デビュー 2019．8．25 新潟3着

2017．2．13生 牝2鹿 母 ヒアトゥウィン 母母 Ascot Belle 2戦1勝 賞金 6，800，000円

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６日



26063 9月21日 曇 良 （1阪神4） 第6日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時50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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

33 ソウルトレイン 牡2芦 54 C．ルメール 安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 452± 01：48．0 5．2�
22 ド ゥ ー ベ 牡2栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 アタマ 1．4�
44 ヴァイスリヒト 牡2栗 54 北村 友一�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：48．85 7．5�
55 ダンシングリッチー 牡2鹿 54 藤岡 佑介米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 456－ 21：49．43� 6．6�
88 ウォーターモースト 牡2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 446－ 21：49．5� 47．7	
77 ビービージャッカル 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来�坂東牧場 加用 正 新ひだか 高橋 修 498－ 21：49．71� 138．0

89 インディビジュアル 牡2鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 462± 01：49．8� 100．3�
66 タガノヒロライド 牝2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 21：49．9� 263．0�
11 ジャスパーイーグル 牡2栗 54

51 ▲斎藤 新加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 488＋141：52．3大差 107．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 29，286，400円 複勝： 88，207，600円 枠連： 5，872，800円
馬連： 32，565，700円 馬単： 26，970，100円 ワイド： 27，118，600円
3連複： 44，747，400円 3連単： 126，208，400円 計： 380，977，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 110円 � 100円 � 110円 枠 連（2－3） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 130円 �� 270円 �� 140円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，550円

票 数

単勝票数 計 292864 的中 � 47283（2番人気）
複勝票数 計 882076 的中 � 62977（2番人気）� 680853（1番人気）� 59903（3番人気）
枠連票数 計 58728 的中 （2－3） 13058（1番人気）
馬連票数 計 325657 的中 �� 77264（1番人気）
馬単票数 計 269701 的中 �� 21237（4番人気）
ワイド票数 計 271186 的中 �� 58923（1番人気）�� 18390（4番人気）�� 53519（2番人気）
3連複票数 計 447474 的中 ��� 99814（1番人気）
3連単票数 計1262084 的中 ��� 35837（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―36．8―49．2―1：01．3―1：13．3―1：24．7―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソウルトレイン �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2019．7．7 函館4着

2017．4．21生 牡2芦 母 チ ラ リ 母母 ミラクルワウ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャスパーイーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月21日まで平

地競走に出走できない。

26064 9月21日 曇 稍重 （1阪神4） 第6日 第4競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時20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

22 ルプレジール 牝3鹿 52
49 ▲岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋121：54．3 5．0�
44 サルサレイア 牝3栗 52 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 478± 0 〃 アタマ 3．0�
88 メイショウカスガ 牝3栗 52 幸 英明松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 460＋ 41：54．4� 6．6�
77 � イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 466＋ 61：55．14 19．3�
66 ト ロ ハ 牝3黒鹿52 吉田 隼人橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋101：55．31	 12．9�
55 セブンティサン 牝3鹿 52 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 430＋ 61：55．4クビ 2．9	
11 � ティアドーロ 牝5芦 55 畑端 省吾 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 486＋221：56．46 61．2�
33 ガールズバンド 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 478＋ 61：56．71	 12．9�
89 � メイショウワンモア 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 466－ 21：57．33	 106．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，628，600円 複勝： 34，257，500円 枠連： 6，189，100円
馬連： 43，219，900円 馬単： 24，584，900円 ワイド： 32，374，700円
3連複： 55，978，100円 3連単： 99，366，700円 計： 323，599，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（2－4） 730円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 300円 �� 430円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，750円

票 数

単勝票数 計 276286 的中 � 44154（3番人気）
複勝票数 計 342575 的中 � 51649（4番人気）� 87964（1番人気）� 54479（3番人気）
枠連票数 計 61891 的中 （2－4） 6504（2番人気）
馬連票数 計 432199 的中 �� 45607（3番人気）
馬単票数 計 245849 的中 �� 10965（6番人気）
ワイド票数 計 323747 的中 �� 28155（4番人気）�� 18033（6番人気）�� 29166（3番人気）
3連複票数 計 559781 的中 ��� 41836（3番人気）
3連単票数 計 993667 的中 ��� 12517（17番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．8―13．3―13．3―12．7―12．1―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．5―51．8―1：05．1―1：17．8―1：29．9―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．5
1
3
・（2，5）8（3，4，9）7，6－1
2（5，8）（3，7）（4，9）6－1

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

勝馬の
紹 介

ルプレジール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Devil His Due デビュー 2018．7．29 札幌4着

2016．1．19生 牝3鹿 母 ワールドリープレジャー 母母 Fast Pleasure 6戦2勝 賞金 17，650，000円



26065 9月21日 曇 良 （1阪神4） 第6日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時10分 （芝・右・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

47 � ロータスランド 牝2鹿 54 福永 祐一合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Dr. Aaron Sones &

Dr. Naoya Yoshida 464 ―1：37．2 2．9�
610 スワーヴドン 牡2鹿 54 川田 将雅�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470 ―1：37．51� 4．9�
814 セウラサーリ 牝2鹿 54 幸 英明�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 442 ― 〃 ハナ 16．8�
59 � サトノジヴェルニー 牡2栗 54 北村 友一 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 444 ― 〃 クビ 8．6�
34 ハローグッバイ 牝2栗 54 岩田 康誠薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 452 ―1：37．81	 140．6�
713 パンサラッサ 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 458 ―1：38．01
 7．0	
611 サトノヴィーナス 牝2鹿 54 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 ハナ 27．8

712 フェニーチェスタ 牝2栗 54 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 426 ― 〃 アタマ 127．8�
35 ベイキングヒート 牡2黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ― 〃 クビ 58．0�
22 ヤマカツパトリシア 牝2青 54 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 450 ― 〃 アタマ 58．4
23 ラ ボ エ ー ム 牝2黒鹿54 秋山真一郎ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 450 ― 〃 ハナ 259．2�
11 アドマイヤチャチャ 牝2青 54 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434 ―1：38．21
 4．3�

（アドマイヤケタウル）

815 クリノニキータ 牝2鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 446 ―1：38．41
 368．5�
46 ジュンジュン 牡2黒鹿54 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 472 ―1：38．71� 78．3�
58 テーオーココナッツ 牝2青鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 492 ―1：38．91
 241．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，585，400円 複勝： 57，082，900円 枠連： 11，716，300円
馬連： 60，166，500円 馬単： 29，848，200円 ワイド： 45，469，400円
3連複： 88，196，400円 3連単： 108，259，600円 計： 446，324，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 300円 枠 連（4－6） 810円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 360円 �� 740円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 13，070円

票 数

単勝票数 計 455854 的中 � 127425（1番人気）
複勝票数 計 570829 的中 � 132695（1番人気）� 87816（3番人気）� 37005（6番人気）
枠連票数 計 117163 的中 （4－6） 11197（2番人気）
馬連票数 計 601665 的中 �� 49996（3番人気）
馬単票数 計 298482 的中 �� 14457（2番人気）
ワイド票数 計 454694 的中 �� 34837（3番人気）�� 15267（9番人気）�� 10590（13番人気）
3連複票数 計 881964 的中 ��� 17723（13番人気）
3連単票数 計1082596 的中 ��� 6003（35番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．5―12．9―13．1―11．8―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―37．1―50．0―1：03．1―1：14．9―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロータスランド �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Scat Daddy 初出走

2017．1．31生 牝2鹿 母 Little Miss Muffet 母母 Jenna S. 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※サトノジヴェルニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26066 9月21日 曇 稍重 （1阪神4） 第6日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12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
1：08．8
1：08．7

重
重

812 デンコウハピネス 牝3黒鹿53 田中 健田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 438＋181：12．4 25．1�
68 メジャーハリケーン 牡3青鹿55 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B466＋ 41：12．5� 15．8�
56 サイモンミラベル 牝5栗 55

52 ▲斎藤 新澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 486± 01：12．82 12．7�
45 メイショウソウビ �5鹿 57 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 480＋ 41：13．11	 8．4�
69 タガノジェロディ 牡3栗 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 472＋161：13．2クビ 23．3�
22 ア ス カ リ 牡3栗 55

52 ▲岩田 望来吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：13．3	 11．8�
710 ルンルンキャット 牝3黒鹿53 松若 風馬	髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 444－ 21：13．62 6．9

711 ロンリイマンサパタ 牡3栗 55 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 522＋ 61：13．81
 31．1�
44 テイエムストーン 牝3鹿 53 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 21：13．9� 14．5�
11 オースミヌーベル 牡3芦 55

52 ▲団野 大成オースミ 坂口 智康 浦河 �川 啓一 450＋ 6 〃 クビ 65．5�
33 � クリノアパッチ �5栗 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 432＋ 2 〃 ハナ 392．9�
813� アメリカズハート 牝4栗 55 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 476＋ 41：14．11
 31．9�
57 シーシャープ 牡3鹿 55 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532± 01：14．63 1．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，503，100円 複勝： 41，473，400円 枠連： 12，501，700円
馬連： 55，662，100円 馬単： 28，309，400円 ワイド： 41，588，800円
3連複： 82，180，800円 3連単： 107，777，900円 計： 399，997，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 650円 � 540円 � 350円 枠 連（6－8） 4，050円

馬 連 �� 17，110円 馬 単 �� 37，050円

ワ イ ド �� 4，300円 �� 2，930円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 48，530円 3 連 単 ��� 388，750円

票 数

単勝票数 計 305031 的中 � 9702（9番人気）
複勝票数 計 414734 的中 � 16045（8番人気）� 19909（7番人気）� 33679（4番人気）
枠連票数 計 125017 的中 （6－8） 2392（14番人気）
馬連票数 計 556621 的中 �� 2520（47番人気）
馬単票数 計 283094 的中 �� 573（99番人気）
ワイド票数 計 415888 的中 �� 2469（48番人気）�� 3659（33番人気）�� 5386（23番人気）
3連複票数 計 821808 的中 ��� 1270（128番人気）
3連単票数 計1077779 的中 ��� 201（879番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．7―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．3―47．4―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 ・（6，7）10（4，13）2（11，12）（1，8）3（9，5） 4 ・（6，7）10（2，4，13）（11，12）（1，9，8）5，3

勝馬の
紹 介

デンコウハピネス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．6．16 阪神4着

2016．3．17生 牝3黒鹿 母 チ ー ズ マ ヨ 母母 マルカコマチ 12戦2勝 賞金 18，950，000円
〔その他〕 ロンリイマンサパタ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ロンリイマンサパタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年11月21日まで出走できない。



26067 9月21日 曇 稍重 （1阪神4） 第6日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

66 オーヴェルニュ 牡3鹿 54 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 452＋ 21：51．2 1．6�
55 プエルタデルソル 牡5栗 57 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋141：52．37 5．4�
810 ハイクアウト �5鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 518＋ 81：52．51 6．8�
77 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B496＋ 21：53．35 58．2�
22 ビップデヴィット 牡4栗 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 474＋ 8 〃 ハナ 32．5�
33 スキッピングロック 牡3鹿 54 福永 祐一 	サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464＋14 〃 クビ 7．7

11 ザプラウドワンズ 牡3鹿 54 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 516± 01：53．4� 22．2�
89 ロイヤルパールス 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B508＋ 81：53．93 53．5�
78 ビービーデフィ �4黒鹿57 藤岡 佑介	坂東牧場 角居 勝彦 平取 坂東牧場 498－ 2 〃 クビ 13．5
44 � クリノライジン 牡3栗 54 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 476－ 41：55．8大差 141．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，791，400円 複勝： 101，229，600円 枠連： 8，953，300円
馬連： 52，343，000円 馬単： 35，475，000円 ワイド： 42，787，300円
3連複： 78，479，500円 3連単： 149，426，100円 計： 505，485，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 360円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 計 367914 的中 � 176271（1番人気）
複勝票数 計1012296 的中 � 729704（1番人気）� 69219（2番人気）� 66022（3番人気）
枠連票数 計 89533 的中 （5－6） 16322（1番人気）
馬連票数 計 523430 的中 �� 93167（2番人気）
馬単票数 計 354750 的中 �� 44276（2番人気）
ワイド票数 計 427873 的中 �� 64726（1番人気）�� 64228（2番人気）�� 24611（4番人気）
3連複票数 計 784795 的中 ��� 92100（1番人気）
3連単票数 計1494261 的中 ��� 60941（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．8―12．5―12．4―12．2―12．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．0―49．5―1：01．9―1：14．1―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーヴェルニュ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．17 阪神6着

2016．5．8生 牡3鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 10戦2勝 賞金 21，250，000円

26068 9月21日 曇 良 （1阪神4） 第6日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

66 ダンスディライト 牡3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490－ 81：59．5 4．4�
77 ニューポート 牡3黒鹿54 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446－ 21：59．6� 7．7�
22 シャイニーピース 牡5鹿 57

54 ▲岩田 望来小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 498± 01：59．7� 34．1�
88 デクレアラー 牡4栗 57 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 472＋ 4 〃 アタマ 6．0�
33 リーガルメイン 牡3鹿 54 C．ルメール 前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 21：59．8� 1．9	
55 カ ラ ル �5黒鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：00．01	 7．4

44 ニシノベースマン 牡4黒鹿57 北村 友一西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 B450± 02：00．95 42．6�
11 カリブメーカー 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 516± 02：01．43 44．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 43，638，700円 複勝： 50，943，500円 枠連： 発売なし
馬連： 63，246，900円 馬単： 37，641，800円 ワイド： 45，583，100円
3連複： 76，093，700円 3連単： 176，249，500円 計： 493，397，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 260円 � 790円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，520円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 11，140円 3 連 単 ��� 44，890円

票 数

単勝票数 計 436387 的中 � 79267（2番人気）
複勝票数 計 509435 的中 � 83836（2番人気）� 52745（5番人気）� 13323（6番人気）
馬連票数 計 632469 的中 �� 31273（7番人気）
馬単票数 計 376418 的中 �� 10415（10番人気）
ワイド票数 計 455831 的中 �� 23406（6番人気）�� 7499（14番人気）�� 5664（17番人気）
3連複票数 計 760937 的中 ��� 5121（28番人気）
3連単票数 計1762495 的中 ��� 2846（106番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．4―12．5―12．4―12．0―11．9―11．4―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．8―48．3―1：00．7―1：12．7―1：24．6―1：36．0―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンスディライト 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 中山3着

2016．2．4生 牡3黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 6戦2勝 賞金 17，779，000円



26069 9月21日 曇 良 （1阪神4） 第6日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

発走14時25分 （芝・右）
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 126，000円 36，000円 18，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．3

良
良

66 プリンスリターン 牡2黒鹿54 原田 和真 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 440＋ 21：22．1 16．5�
33 ワ ン ス カ イ 牡2青鹿54 C．ルメール 平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 480＋ 41：22．2	 6．8�
44 シ ャ レ ー ド 牝2栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482± 01：22．41
 1．7�
55 マイネルヘルト 牡2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 408－ 2 〃 クビ 18．2�
11 カーフライターク 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456± 01：22．5	 2．8	
22 テイエムヤマカゼ �2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 416＋ 61：23．77 93．7
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売 得 金
単勝： 67，710，400円 複勝： 61，560，200円 枠連： 発売なし
馬連： 61，981，000円 馬単： 49，749，800円 ワイド： 32，250，400円
3連複： 64，361，200円 3連単： 264，073，900円 計： 601，686，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 830円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 670円 �� 330円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 17，410円

票 数

単勝票数 計 677104 的中 � 34655（4番人気）
複勝票数 計 615602 的中 � 27664（5番人気）� 65090（3番人気）
馬連票数 計 619810 的中 �� 15586（8番人気）
馬単票数 計 497498 的中 �� 4562（18番人気）
ワイド票数 計 322504 的中 �� 10692（9番人気）�� 24468（5番人気）�� 39145（2番人気）
3連複票数 計 643612 的中 ��� 41797（4番人気）
3連単票数 計2640739 的中 ��� 10996（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．5―48．3―59．6―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンスリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．6 函館1着

2017．4．5生 牡2黒鹿 母 プリンセスプライド 母母 エンゼルプリンセス 4戦2勝 賞金 31，006，000円

26070 9月21日 曇 良 （1阪神4） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

55 ブランノワール 牝3鹿 52 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 01：45．3 1．8�
11 タ ン タ ラ ス 牝3鹿 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B468－ 21：45．83 3．4�
33 コ パ カ テ ィ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 8．0�
22 ハローユニコーン 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 476＋ 81：46．01	 34．9�
88 シ ー リ ア 牝4青鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 7．1	
66 サマーセント 牝3黒鹿52 団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋10 〃 アタマ 18．5

44 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿52 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 492－ 21：46．1クビ 15．0�
77 
 スマートアエロ 牝4青鹿55 川又 賢治大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 474＋ 81：46．74 99．4�
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売 得 金
単勝： 59，148，100円 複勝： 63，240，700円 枠連： 発売なし
馬連： 101，099，700円 馬単： 56，000，800円 ワイド： 60，167，400円
3連複： 113，731，600円 3連単： 264，318，400円 計： 717，706，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 350円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 591481 的中 � 253264（1番人気）
複勝票数 計 632407 的中 � 273211（1番人気）� 118138（2番人気）� 66857（4番人気）
馬連票数 計1010997 的中 �� 255325（1番人気）
馬単票数 計 560008 的中 �� 86587（1番人気）
ワイド票数 計 601674 的中 �� 120773（1番人気）�� 57672（3番人気）�� 35984（6番人気）
3連複票数 計1137316 的中 ��� 135900（2番人気）
3連単票数 計2643184 的中 ��� 108398（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．1―11．9―11．7―11．1―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．7―47．8―59．7―1：11．4―1：22．5―1：33．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランノワール 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 Singspiel デビュー 2018．10．20 京都3着

2016．2．15生 牝3鹿 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 7戦3勝 賞金 38，285，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26071 9月21日 曇 稍重 （1阪神4） 第6日 第11競走 ��
��1，400�大阪スポーツ杯

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55�4歳以上57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

68 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504－ 21：23．0 9．4�
57 � タガノジーニアス 牡6鹿 57 団野 大成八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B506± 01：23．21	 30．0�
44 フィールドセンス 牡5鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 540＋141：23．41	 5．3�
710� リュウノユキナ 牡4芦 57 四位 洋文蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B496－ 6 〃 クビ 19．3�
813
 デンバーテソーロ 牝3栗 53 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 448－101：23．5クビ 5．3�

69 バーンフライ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 21：24．13� 20．9	

33 メイショウヤクシマ 牡6栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 466－ 81：24．2� 22．4

11 メイショウギガース 牡5青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 480－ 61：24．41� 3．8�
56 アンティノウス �5黒鹿57 川又 賢治 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514－ 61：24．5� 39．0
711 マイネルラック 牡6鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 476－ 21：24．71	 143．7�
22 バーニングペスカ 牡4鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 480＋121：24．8� 3．7�
812 ショートストーリー 牡6黒鹿57 北村 友一ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－101：25．54 32．6�
45 ウエスタンラムール 牡7黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 464－ 61：27．9大差 363．3�
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売 得 金
単勝： 75，399，000円 複勝： 115，183，400円 枠連： 44，216，700円
馬連： 254，871，100円 馬単： 98，735，100円 ワイド： 140，499，300円
3連複： 407，391，400円 3連単： 557，729，200円 計： 1，694，025，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 250円 � 610円 � 220円 枠 連（5－6） 3，930円

馬 連 �� 12，360円 馬 単 �� 21，740円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 820円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 18，960円 3 連 単 ��� 143，590円

票 数

単勝票数 計 753990 的中 � 63719（5番人気）
複勝票数 計1151834 的中 � 126516（5番人気）� 41391（8番人気）� 154772（3番人気）
枠連票数 計 442167 的中 （5－6） 8709（16番人気）
馬連票数 計2548711 的中 �� 15973（38番人気）
馬単票数 計 987351 的中 �� 3405（69番人気）
ワイド票数 計1404993 的中 �� 14263（31番人気）�� 46165（9番人気）�� 17095（26番人気）
3連複票数 計4073914 的中 ��� 16111（61番人気）
3連単票数 計5577292 的中 ��� 2816（400番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．8―11．8―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．4―46．2―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビックリシタナモー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京11着

2014．3．31生 牡5黒鹿 母 ノ ン キ 母母 シ ェ リ ー ザ 46戦5勝 賞金 108，629，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンラムール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月21日まで平

地競走に出走できない。

26072 9月21日 曇 稍重 （1阪神4） 第6日 第12競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

33 コマビショウ 牡4黒鹿57 川田 将雅小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488± 02：03．8 2．1�
44 スズカフロンティア 牡5鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430＋ 42：04．86 12．8�
57 グラットシエル 牡5黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 520＋ 42：04．9クビ 4．8�
711 ブリーズスズカ 牡6青鹿57 柴山 雄一永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462－ 6 〃 ハナ 70．9�
813 キングフォルテ 牡4鹿 57 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 522－ 2 〃 ハナ 17．9�
68 ヒッチコック 牡3芦 54 岩田 康誠薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 494＋ 22：05．11� 12．8	
710 レッドゼノン 牡5黒鹿57 太宰 啓介 
東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B468＋122：05．63 16．7�
11 ハクサンペリー 牡4鹿 57 松若 風馬河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 	川 啓一 492－ 62：05．7クビ 33．8�
22 マイネルカイノン 牡4青鹿57 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 492－142：06．12
 35．3
45 メイショウテンシャ 牡5芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466－ 62：06．2� 36．9�
56 モ ザ イ ク 牡5黒鹿57 福永 祐一吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 472＋ 42：07．810 14．1�
69 ゴールドパッキャオ 牡4栗 57 浜中 俊増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468－ 42：08．86 7．6�
812 キクノゼファー 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 474± 02：09．22
 180．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 65，426，500円 複勝： 89，690，100円 枠連： 35，411，500円
馬連： 143，228，200円 馬単： 63，604，500円 ワイド： 100，283，700円
3連複： 219，820，800円 3連単： 309，248，600円 計： 1，026，713，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 190円 � 160円 枠 連（3－4） 890円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 410円 �� 260円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 654265 的中 � 245117（1番人気）
複勝票数 計 896901 的中 � 268086（1番人気）� 91510（4番人気）� 128834（2番人気）
枠連票数 計 354115 的中 （3－4） 30747（3番人気）
馬連票数 計1432282 的中 �� 96536（3番人気）
馬単票数 計 636045 的中 �� 28782（4番人気）
ワイド票数 計1002837 的中 �� 60778（2番人気）�� 109706（1番人気）�� 27804（9番人気）
3連複票数 計2198208 的中 ��� 91090（2番人気）
3連単票数 計3092486 的中 ��� 32628（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―34．8―48．2―1：00．9―1：13．5―1：26．1―1：38．5―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3

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

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

コマビショウ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．22 京都7着

2015．5．7生 牡4黒鹿 母 サウンドバイト 母母 リュドゥパーム 16戦3勝 賞金 61，321，000円



（1阪神4）第6日 9月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 127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

213，670，000円
2，530，000円
21，930，000円
850，000円

21，500，000円
54，157，000円
3，302，000円
1，219，200円

勝馬投票券売得金
533，415，400円
832，757，100円
139，023，500円
955，043，400円
499，997，500円
636，392，200円
1，356，888，700円
2，357，485，200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 7，311，003，000円

総入場人員 11，313名 （有料入場人員 10，288名）
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