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26037 9月18日 雨 不良 （28阪神4）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

59 メイプルブラザー 牡2栗 54 小牧 太節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 466－ 41：55．5 40．9�
36 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 448± 01：55．71� 11．7�
611 タガノディグオ 牡2黒鹿54 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512－ 21：56．01� 8．3�
35 ヤマニンフィオレロ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 454－ 61：56．74 7．0�
47 クリノピョートル 牡2栗 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 476－ 41：56．8� 11．6�
815 ジュティアン 牝2鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426＋ 41：56．9� 22．4	
510 マ ハ ロ 牡2鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 472－ 41：57．64 63．5

612 ヘヴンウェイ 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 本桐牧場 474＋ 41：57．7� 3．1�
816 メザセテッペン 牡2栗 54

51 ▲森 裕太朗西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 452± 01：57．8� 63．8�
12 アロマティカス 牡2鹿 54

52 △城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 434± 01：58．01� 43．9
714 シゲルキツネ 牝2黒鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 428＋ 81：58．42� 32．6�
48 ミズデッポウ 牡2栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 466＋ 21：59．67 8．7�
23 ゲットグローリー 牡2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－182：00．02� 31．5�
11 ロードエフェクト 牡2栗 54

51 ▲坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 82：00．74 41．3�
713 カシノスプリング 牡2栗 54 酒井 学柏木 務氏 藤沢 則雄 様似 スイートフアーム 438＋ 22：01．33� 131．6�
24 マーブルクリス 牡2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 480＋ 82：02．15 5．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，906，400円 複勝： 28，765，000円 枠連： 15，446，900円
馬連： 50，378，400円 馬単： 25，034，600円 ワイド： 32，451，000円
3連複： 78，978，800円 3連単： 88，277，900円 計： 341，239，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，090円 複 勝 � 880円 � 410円 � 330円 枠 連（3－5） 5，820円

馬 連 �� 22，670円 馬 単 �� 46，470円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 4，690円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 70，510円 3 連 単 ��� 463，770円

票 数

単勝票数 計 219064 的中 � 4283（11番人気）
複勝票数 計 287650 的中 � 7877（11番人気）� 18644（7番人気）� 24360（6番人気）
枠連票数 計 154469 的中 （3－5） 2055（21番人気）
馬連票数 計 503784 的中 �� 1722（58番人気）
馬単票数 計 250346 的中 �� 404（124番人気）
ワイド票数 計 324510 的中 �� 2251（40番人気）�� 1774（52番人気）�� 3510（27番人気）
3連複票数 計 789788 的中 ��� 840（185番人気）
3連単票数 計 882779 的中 ��� 138（1144番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．6―12．8―12．9―13．0―13．0―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―37．3―50．1―1：03．0―1：16．0―1：29．0―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．5
1
3

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

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

メイプルブラザー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．9．4 小倉14着

2014．3．20生 牡2栗 母 メイプルウィリング 母母 ラブファイター 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードエフェクト号・カシノスプリング号・マーブルクリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成28年10月18日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エスポワールパレス号
（非抽選馬） 1頭 ブルックリンソウル号

26038 9月18日 雨 重 （28阪神4）第4日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

59 ドロウアカード 牝2栗 54 C．ルメール �G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442± 01：36．9 9．8�

12 ハ ム レ ッ ト 牡2鹿 54 福永 祐一 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 410＋ 61：37．11� 5．7�
612 ハッシュタグ 牡2鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 21：37．2� 4．1�
24 ボンセルヴィーソ 牡2栗 54

53 ☆	島 克駿名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 470－10 〃 ハナ 32．7�
714 ハッピーマテリアル 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 41：37．41� 29．3�
817 マ ジ ョ ラ ム 牝2鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 2 〃 アタマ 29．8	
23 ラニカイサンデー 牡2鹿 54 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 438－ 21：37．61 4．8

510 ファンタジステラ 牡2鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 430－10 〃 クビ 21．9�
611 スティーマーレーン 牡2鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：37．81� 30．4
36 トーホウシーマ 牡2栗 54 四位 洋文東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 480± 01：37．9� 24．7�
815 ロードコランダム 牡2黒鹿54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 470± 01：38．11 6．4�
11 タイキブリジャール 牡2鹿 54 M．デムーロ�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 440－ 2 〃 クビ 7．9�
713 シゲルブルドッグ 牡2黒鹿54 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 454＋ 41：38．52
 181．1�
816 エスポワールパレス 牡2鹿 54 小牧 太小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 488－ 81：38．71
 139．9�
35 イチザガーデン 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 八木 明広 416＋ 21：39．01� 201．1�
48 ノーブルサターン 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 514＋18 〃 アタマ 173．7�
47 ヴィグランドイチロ 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 21：39．1
 161．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，675，100円 複勝： 43，481，800円 枠連： 16，054，700円
馬連： 57，223，000円 馬単： 28，543，100円 ワイド： 35，166，600円
3連複： 85，068，900円 3連単： 99，065，300円 計： 391，278，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 290円 � 220円 � 170円 枠 連（1－5） 1，190円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 820円 �� 840円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 27，580円

票 数

単勝票数 計 266751 的中 � 21682（6番人気）
複勝票数 計 434818 的中 � 34513（6番人気）� 49936（4番人気）� 77557（2番人気）
枠連票数 計 160547 的中 （1－5） 10401（6番人気）
馬連票数 計 572230 的中 �� 18067（10番人気）
馬単票数 計 285431 的中 �� 3909（23番人気）
ワイド票数 計 351666 的中 �� 10805（8番人気）�� 10498（10番人気）�� 19343（4番人気）
3連複票数 計 850689 的中 ��� 17686（12番人気）
3連単票数 計 990653 的中 ��� 2604（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．5―49．0―1：01．7―1：13．6―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドロウアカード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．2．19生 牝2栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 3戦1勝 賞金 7，800，000円
※エスポワールパレス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 阪神競馬 第４日



26039 9月18日 雨 不良 （28阪神4）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 アルマレイモミ 牝3鹿 54 C．ルメールコウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 444＋ 21：54．4 4．9�
59 エクロジオン 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 472＋ 21：54．5� 2．1�
36 イ イ ナ ヅ ケ 牝3鹿 54 M．デムーロ大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 01：56．09 4．8�
510 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 430＋ 81：56．32 15．5�
11 ヒデノホープ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 420＋ 8 〃 ハナ 24．3�

24 ニホンピロプレー 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 450－ 41：56．51 17．0	
713 マダムアルディ 牝3黒鹿54 太宰 啓介
髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 428＋ 61：56．71� 59．7�
816 アイアンアヴァロン 牝3芦 54 国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 440－ 41：56．91� 39．6�
815 ディスグラース 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：57．32� 14．2
612 ヒルノリスボン 牝3青鹿54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B430－ 2 〃 クビ 185．4�
714 アカネバローロ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 474＋ 41：57．51 20．1�
48 モーヴァンヒル 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 438＋ 21：58．56 226．3�

23 モズビリーブ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 450＋181：58．6� 80．5�
611 シュヴァルボヌール 牝3栗 54

52 △義 英真 
社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 21：59．45 99．9�

35 メイショウオムロ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 �川フアーム 444＋ 42：01．1大差 254．9�
12 ミッキースマシング 牝3栗 54 幸 英明野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 416－ 42：04．2大差 51．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，977，300円 複勝： 57，466，100円 枠連： 16，067，200円
馬連： 58，494，900円 馬単： 33，371，800円 ワイド： 36，768，000円
3連複： 80，704，600円 3連単： 117，985，900円 計： 428，835，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 200円 �� 370円 �� 250円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 4，180円

票 数

単勝票数 計 279773 的中 � 45357（3番人気）
複勝票数 計 574661 的中 � 65906（2番人気）� 292374（1番人気）� 61529（3番人気）
枠連票数 計 160672 的中 （4－5） 29554（1番人気）
馬連票数 計 584949 的中 �� 97005（1番人気）
馬単票数 計 333718 的中 �� 22298（3番人気）
ワイド票数 計 367680 的中 �� 52344（1番人気）�� 22003（3番人気）�� 37302（2番人気）
3連複票数 計 807046 的中 ��� 85416（1番人気）
3連単票数 計1179859 的中 ��� 20432（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．8―50．7―1：03．4―1：16．3―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3

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

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

アルマレイモミ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2015．9．21 阪神5着

2013．2．9生 牝3鹿 母 マリブウィン 母母 Sea Jamie Win 13戦1勝 賞金 15，880，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーヴァンヒル号・モズビリーブ号・メイショウオムロ号・ミッキースマシング号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成28年10月18日まで平地競走に出走できない。
シュヴァルボヌール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月18日まで平
地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ペリコール号・リュラ号

26040 9月18日 雨 不良 （28阪神4）第4日 第4競走 ��1，400�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 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 メイショウヤクシマ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 454± 01：26．0 6．4�
612 メイショウオルソ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 500± 01：26．53 5．1�
713 ロードグレイス 牡3鹿 56 浜中 俊 �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 456＋101：27．13� 3．3�
510 オリエンタルポリス 牡3芦 56 秋山真一郎下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 478± 01：27．31� 18．1�
48 エンジェルユー 牝3鹿 54 古川 吉洋�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 432± 0 〃 クビ 148．7	
47 エイシンシエル 牝3芦 54 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 多田 善弘 450＋ 81：27．51� 18．0

12 ア ン カ ー 牡3青 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 466－ 2 〃 アタマ 94．5�
59 エランドールシチー 牡3鹿 56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか カタオカフアーム 440± 01：27．81� 11．3�
816 テイエムタービン 牝3鹿 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 446＋ 41：27．9� 66．4
611 エ タ ー ナ ル 牡3鹿 56 藤岡 康太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド B490＋101：28．11� 17．9�
23 メイショウエガオ 牝3栗 54 小牧 太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 吉田 又治 464－ 21：29．48 37．6�
24 インペリアルスピア 牡3栗 56 藤岡 佑介野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 444＋ 81：29．72 64．7�
35 ラフェデビジュー 牝3芦 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 492－121：30．12� 75．3�
11 アスクノメガミ 牝3黒鹿54 福永 祐一廣崎利洋HD� 中内田充正 平取 清水牧場 B480＋10 〃 クビ 10．3�
36 エイシンイジゲン 牝3青鹿54 酒井 学�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 518＋ 41：33．2大差 23．6�
815 リュウキンカ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 420＋14 （競走中止） 8．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，689，400円 複勝： 49，679，200円 枠連： 21，736，000円
馬連： 66，739，800円 馬単： 33，385，800円 ワイド： 42，865，800円
3連複： 97，536，600円 3連単： 116，219，600円 計： 458，852，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 160円 � 140円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 670円 �� 560円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 9，890円

票 数

単勝票数 計 306894 的中 � 37929（3番人気）
複勝票数 計 496792 的中 � 62522（3番人気）� 80042（2番人気）� 103038（1番人気）
枠連票数 計 217360 的中 （6－7） 36604（1番人気）
馬連票数 計 667398 的中 �� 29555（5番人気）
馬単票数 計 333858 的中 �� 8819（5番人気）
ワイド票数 計 428658 的中 �� 15751（8番人気）�� 19382（2番人気）�� 28104（1番人気）
3連複票数 計 975366 的中 ��� 39117（1番人気）
3連単票数 計1162196 的中 ��� 8512（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．3―13．0―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．8―59．8―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．2
3 ・（13，16）（1，9，14）（5，6，7）－11（4，10）（2，12）（3，8） 4 ・（13，16）（9，14）7（1，10）（11，12）5（4，8）2－3，6

勝馬の
紹 介

メイショウヤクシマ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．9．3 小倉4着

2013．5．2生 牡3栗 母 フェルガーナ 母母 プリンセスメイ 2戦1勝 賞金 4，920，000円
〔競走中止〕 リュウキンカ号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 テイエムタービン号の騎手松田大作は，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：6番・9番・15

番）
〔その他〕 エイシンイジゲン号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラフェデビジュー号・アスクノメガミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

10月18日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イワバシル号・エクディス号・サウンドオブビット号・ナスノチドリ号



26041 9月18日 雨 重 （28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 ワンダープチュック 牡2黒鹿54 武 豊山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 478 ―1：50．5 5．1�
22 スティッフェリオ 牡2鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456 ―1：50．6� 5．4�
44 アグネスウイン 牡2鹿 54 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 496 ―1：51．13 4．0�
11 ハギノシャーウッド 牡2栗 54 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 482 ―1：52．05 7．8�
77 ザウォルドルフ 牡2黒鹿54 C．ルメール 大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466 ―1：52．21� 2．3�
55 アドラメレク 牡2黒鹿54 浜中 俊	G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ― 〃 クビ 16．8

66 タガノヤグラ 牡2栗 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 454 ―1：52．41� 104．8�
88 チ ェ イ サ ー 牡2鹿 54 幸 英明今西 和雄氏 中村 均 新冠 平山牧場 500 ―1：54．1大差 70．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，989，600円 複勝： 36，706，800円 枠連： 発売なし
馬連： 54，425，300円 馬単： 35，585，200円 ワイド： 24，786，500円
3連複： 57，881，400円 3連単： 142，414，700円 計： 390，789，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 160円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 280円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 389896 的中 � 60771（3番人気）
複勝票数 計 367068 的中 � 76380（2番人気）� 52544（4番人気）� 67248（3番人気）
馬連票数 計 544253 的中 �� 35669（7番人気）
馬単票数 計 355852 的中 �� 11797（13番人気）
ワイド票数 計 247865 的中 �� 15731（7番人気）�� 22911（3番人気）�� 21975（5番人気）
3連複票数 計 578814 的中 ��� 36660（6番人気）
3連単票数 計1424147 的中 ��� 15241（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．3―49．9―1：02．8―1：15．3―1：27．2―1：38．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダープチュック 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Storm Cat 初出走

2014．4．12生 牡2黒鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26042 9月18日 雨 不良 （28阪神4）第4日 第6競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

610 ブラックジョー �3青鹿55 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474－ 21：25．2 3．8�
713 ウインオスカー 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B500＋181：25．51� 27．1�
815 メイショウグンパイ 牡3黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 478± 01：25．6� 19．7�
611 ベ ル ク リ ア 牝3芦 53 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 464－ 41：26．34 12．7�
47 ジ オ ラ マ 牡3栗 55 内田 博幸�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 530＋121：26．72� 6．6�
814 ワンダーバイファル 牡5鹿 57 国分 恭介山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 468＋ 41：27．12� 135．0	
58 ピッツバーグ 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 508＋141：27．2� 8．7

22 	 サンライズフレンチ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 526＋ 81：27．3クビ 150．2�

23 ス ク ワ ー ル 牡4青 57 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 01：27．51� 56．5�

59 トップリバティ 牡4黒鹿57 松田 大作宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 510－141：27．6クビ 31．7�
712 ペプチドアルマ 牡4黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 450＋ 21：27．81
 34．3�
35 	 チュウワワンダー 牡6鹿 57 川島 信二中西 忍氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：28．22� 106．9�
11 ホイールバーニング 牡3栗 55 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 512＋ 41：28．52 8．5�
46 ダンツエンペラー 牡3鹿 55

53 △城戸 義政山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 6 〃 アタマ 36．3�
34 ニシオボヌール �4黒鹿57 武 豊西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B482＋ 21：29．03 3．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，678，900円 複勝： 50，629，700円 枠連： 18，534，700円
馬連： 78，484，100円 馬単： 37，385，800円 ワイド： 46，061，500円
3連複： 106，824，000円 3連単： 135，970，500円 計： 508，569，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 800円 � 630円 枠 連（6－7） 2，490円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，120円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 19，800円 3 連 単 ��� 88，800円

票 数

単勝票数 計 346789 的中 � 72410（2番人気）
複勝票数 計 506297 的中 � 88921（2番人気）� 14176（10番人気）� 18338（8番人気）
枠連票数 計 185347 的中 （6－7） 5757（11番人気）
馬連票数 計 784841 的中 �� 14321（17番人気）
馬単票数 計 373858 的中 �� 4075（29番人気）
ワイド票数 計 460615 的中 �� 7452（17番人気）�� 10913（12番人気）�� 1767（57番人気）
3連複票数 計1068240 的中 ��� 4045（60番人気）
3連単票数 計1359705 的中 ��� 1110（271番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―12．3―12．7―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．7―46．0―58．7―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．2
3 13，15－4（1，11）12，7，8（3，14）－（5，6，10）－9－2 4 13，15－4（1，11）（7，12，10）8（3，14）－6，5，9－2

勝馬の
紹 介

ブラックジョー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．10．18 京都10着

2013．3．17生 �3青鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 12戦2勝 賞金 21，482，000円
〔制裁〕 ウインオスカー号の騎手松山弘平は，馬場入場に遅れたことについて過怠金30，000円。
※出走取消馬 タイセイプレゼンス号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モアザンイナフ号
（非抽選馬） 4頭 クリノスーアンコー号・シゲルサンマ号・タイキパラドックス号・ペプチドブラッサム号



小雨 重 競走
（芝・右）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

アグリッパーバイオ 黒鹿 武 豊バイオ 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ：

サンデーウィザード 鹿 浜中 俊巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ

ビービーブレスユー 鹿 北村 友一 坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 ：
ヘ イ ム ダ ル 黒鹿 ▲荻野 極岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 〃 クビ

ナリタピクシー 鹿 福永 祐一 オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム ： クビ

ヤマニンシルフ 栗 小牧 太土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 ：
カレンラストショー 栗 M．デムーロ鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム ：
ドルフィンマーク 黒鹿 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B ：
ロ ラ イ マ 鹿 C．ルメール 社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ：
ストンライティング 鹿 ▲坂井 瑠星石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 B ：
マイネルフレスコ 栗 和田 竜二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム ：
ディスピュート 鹿 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 ：
ホットファイヤー 鹿 松若 風馬西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム ： クビ

リ セ エ ン ヌ 青鹿 内田 博幸吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ：
スペルヴィア 黒鹿 幸 英明佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ：
グローリーミスト 青鹿 藤岡 康太 グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム ：
ハ ド ウ ホ ウ 黒鹿 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 B ：
ス リ ー バ ゴ 青鹿 柴田 未崎永井商事 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

・ ・
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アグリッパーバイオ 父 チチカステナンゴ 母父 ダンスインザダーク
母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー

〔発走状況〕 リセエンヌ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーバゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

に出走できない。

小雨 不良 競走
（ダート・右）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

重
重

キタサンコンサート 島 良太 大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B ：

ビ ス カ リ ア 鹿 菱田 裕二 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ：

ディープオーパス 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz ：

マッシヴランナー 黒鹿 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 ：
タマモセナター 栗 内田 博幸タマモ 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ：
ストライクイーグル 青鹿 岡田 祥嗣 キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 B ：
ヒアカムズザサン 栗 和田 竜二 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 〃 ハナ

グランジャー 栗 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ：
クリノプラハ 鹿 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 ：
アドマイヤカロ 栗 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ：
レ レ オ ー ネ 鹿 北村 友一 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

ダイゴマサムネ 栗 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム ：
セレブレイトソング 栗 松若 風馬 キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B ： クビ

カルムパシオン 鹿 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 〃 ハナ

テイエムトラネコ ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 ：
ビタミンエース 鹿 松田 大作村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 ： 大差

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

－
勝馬の
紹 介

キタサンコンサート 父 キンシャサノキセキ 母父 ク ロ フ ネ
母 キンセイマル 母母 コミニュケーション

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミ のため，ビタンエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」
走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 のため，レレオーネ号は，「鼻出血による出走制限」 走に出走できない。

〔その他〕 レレオーネ号は，競走中に〔鼻出血〕を発症。



26045 9月18日 曇 重 （28阪神4）第4日 第9競走 ��
��2，000�

の せ

能 勢 特 別
発走14時25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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

811 プリメラアスール 牝4黒鹿55 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 496± 02：01．5 62．7�
22 アドマイヤキズナ 牡3黒鹿54 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 456－ 62：01．71� 3．8�
55 エイシンハドソン 牡5鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 542＋ 82：02．02 8．4�
33 サンマルティン 	4栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500± 02：02．21� 2．9�
66 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 武 豊釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532＋ 62：02．62
 16．4	
44 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿57 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 476＋ 82：02．7クビ 8．7

67 タイセイアプローズ 牡4鹿 57 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 470± 02：03．12
 5．4�
11 アグネスヒーロー 牡3鹿 54 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 540± 02：03．31� 20．9�
78 ビオラフォーエバー 	5栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 62：03．72
 43．8
79 リ ノ リ オ 牡5黒鹿57 松若 風馬�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 510± 02：03．91 39．2�
810 ウェスタールンド 牡4栗 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B478－ 22：04．22 16．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，134，400円 複勝： 77，397，700円 枠連： 22，045，900円
馬連： 126，831，700円 馬単： 62，131，600円 ワイド： 66，238，200円
3連複： 163，962，200円 3連単： 265，191，100円 計： 836，932，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，270円 複 勝 � 1，030円 � 170円 � 250円 枠 連（2－8） 2，510円

馬 連 �� 10，960円 馬 単 �� 28，270円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 3，590円 �� 630円

3 連 複 ��� 22，620円 3 連 単 ��� 229，700円

票 数

単勝票数 計 531344 的中 � 6777（11番人気）
複勝票数 計 773977 的中 � 14681（11番人気）� 152179（2番人気）� 81202（5番人気）
枠連票数 計 220459 的中 （2－8） 6799（12番人気）
馬連票数 計1268317 的中 �� 8966（33番人気）
馬単票数 計 621316 的中 �� 1648（70番人気）
ワイド票数 計 662382 的中 �� 5808（32番人気）�� 4580（42番人気）�� 29054（6番人気）
3連複票数 計1639622 的中 ��� 5435（71番人気）
3連単票数 計2651911 的中 ��� 837（535番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―37．1―49．7―1：01．7―1：13．7―1：25．5―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プリメラアスール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2014．9．28 阪神1着

2012．3．10生 牝4黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 19戦3勝 賞金 47，750，000円

26046 9月18日 曇 重 （28阪神4）第4日 第10競走 ��
��1，400�

ちゅうしゅう

仲秋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．9．19以降28．9．11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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 ブラヴィッシモ 牡4鹿 57．5 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496± 01：22．2 2．3�

811 ムーンクレスト 牡4鹿 55 C．ルメール �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 468± 0 〃 クビ 4．6�

810 ヴェルステルキング 牡4鹿 57 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486－ 21：22．41 3．1�
22 ライブリシュネル 牡6鹿 53 藤岡 康太加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 8 〃 クビ 42．0�
33 サンマルホーム 牡6栗 54 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B450＋ 81：23．14 29．2�
79 セウアズール 牝5鹿 53 池添 謙一吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 426＋ 81：23．2クビ 12．1	
66 スリーカーニバル 牝6鹿 51 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 478＋ 61：23．52 22．4

44 ゲンキチハヤブサ �4栗 50 松若 風馬荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 458＋ 41：23．6� 46．9�
55 ケ ッ キ セ ヨ 牡6鹿 51 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 478－ 21：23．7� 41．9�
78 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 51 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 長浜牧場 486＋ 41：24．33� 17．2
67 レ デ ィ ー 牝6鹿 50 	島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 450＋ 21：24．4� 99．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，687，100円 複勝： 51，538，600円 枠連： 32，520，800円
馬連： 131，354，900円 馬単： 78，256，300円 ワイド： 64，397，500円
3連複： 179，902，800円 3連単： 387，234，400円 計： 978，892，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（1－8） 200円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 190円 �� 170円 �� 270円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 536871 的中 � 181189（1番人気）
複勝票数 計 515386 的中 � 151443（1番人気）� 89694（3番人気）� 101520（2番人気）
枠連票数 計 325208 的中 （1－8） 125894（1番人気）
馬連票数 計1313549 的中 �� 224326（2番人気）
馬単票数 計 782563 的中 �� 75282（2番人気）
ワイド票数 計 643975 的中 �� 88901（2番人気）�� 107484（1番人気）�� 52279（3番人気）
3連複票数 計1799028 的中 ��� 321543（1番人気）
3連単票数 計3872344 的中 ��� 158996（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．7―46．2―58．0―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 ・（1，11）8（2，7）（4，6）－9（5，10）－3 4 1，11，8，2，7（4，6，10）（5，9）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラヴィッシモ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．7．6 中京5着

2012．2．18生 牡4鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 22戦5勝 賞金 108，106，000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18日 曇 重 （28阪神4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第34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 1，092，000円 312，000円 156，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

47 シンハライト 牝3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436＋141：46．7 1．6�
11 クロコスミア 牝3黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 414＋14 〃 ハナ 77．6�
23 カイザーバル 牝3黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470－141：46．8� 20．8�
712 デンコウアンジュ 牝3黒鹿54 内田 博幸田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 440＋ 81：47．11� 28．2�
34 アットザシーサイド 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 442＋ 41：47．63 15．7�
59 フロムマイハート 牝3栗 54 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 440＋121：47．7� 40．7

713 アドマイヤリード 牝3青鹿54 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424＋201：47．91	 19．3�
35 レッドアヴァンセ 牝3黒鹿54 武 豊 	東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452＋18 〃 クビ 16．1�
611 フォールインラブ 牝3黒鹿54 古川 吉洋田 昌久氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454± 01：48．11	 86．3�
814 クリノサンスーシ 牝3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 428＋ 2 〃 アタマ 420．4�
46 ジ ュ エ ラ ー 牝3鹿 54 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504＋101：48．31	 3．7�
610 バレエダンサー 牝3鹿 54 松若 風馬前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 456＋ 21：48．61� 265．6�
58 クィーンズベスト 牝3鹿 54 藤岡 康太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 26．6�
815 ラベンダーヴァレイ 牝3鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：49．23� 38．6�
22 
 ヘイハチハピネス 牝3鹿 54 藤原 幹生伊藤 貴憲氏 笹野 博司 新ひだか 下屋敷牧場 434－ 91：50．58 193．8�

（笠松） （笠松）

（15頭）

売 得 金
単勝： 182，309，100円 複勝： 294，788，500円 枠連： 136，737，300円
馬連： 546，167，800円 馬単： 348，135，800円 ワイド： 281，967，800円
3連複： 878，985，000円 3連単： 2，169，840，600円 計： 4，838，931，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 880円 � 370円 枠 連（1－4） 4，950円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 11，020円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 560円 �� 10，650円

3 連 複 ��� 24，210円 3 連 単 ��� 105，940円

票 数

単勝票数 計1823091 的中 � 871300（1番人気）
複勝票数 計2947885 的中 � 1647198（1番人気）� 38306（11番人気）� 104782（5番人気）
枠連票数 計1367373 的中 （1－4） 21384（9番人気）
馬連票数 計5461678 的中 �� 56932（17番人気）
馬単票数 計3481358 的中 �� 23688（29番人気）
ワイド票数 計2819678 的中 �� 34797（18番人気）�� 138518（4番人気）�� 6445（57番人気）
3連複票数 計8789850 的中 ��� 27228（54番人気）
3連単票数 計21698406 的中 ��� 14849（227番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．0―12．5―12．2―11．7―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．4―47．4―59．9―1：12．1―1：23．8―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンハライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．10．10 京都1着

2013．4．11生 牝3黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 6戦5勝 賞金 286，426，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシンハライト号・クロコスミア号・カイザーバル号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

26048 9月18日 曇 不良 （28阪神4）第4日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 マウントハレアカラ 牡4鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 472＋ 21：50．8 4．4�
816 ナオミベガス 牝3黒鹿52 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 454－ 81：51．01� 3．6�
59 クリノリトミシュル 牝3鹿 52 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 500＋ 61：51．21� 6．6�
612 スワーヴカイザー �5青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 522－101：51．41� 6．6�
48 トウケイワラウカド 牡3鹿 54 北村 友一木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480－ 81：51．5� 18．1�
713 メイショウホウトウ 牡5青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488－ 81：51．6クビ 151．9	
714 シーリーヴェール 牡5青鹿57 福永 祐一 
社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 13．1�
35 ハギノスノーボール 牡3芦 54 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 476－101：51．7	 14．3�
36 イーストオブザサン 牡3黒鹿 54

53 ☆
島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 466－18 〃 クビ 30．3
24 トーコーグリーン 牡6黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494± 01：52．12� 53．9�
510� セルリアンラビット 牡7鹿 57 菱田 裕二
イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 442－ 61：52．2クビ 140．9�
12 カレンマタドール �5鹿 57 藤岡 康太鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B492－ 41：52．3	 25．3�
23 ウォーターフレアー 牝5黒鹿55 松若 風馬山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 502－ 4 〃 ハナ 78．2�
11 カフェブリッツ 牡3鹿 54 和田 竜二西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 544± 01：52．62 12．2�
815 デ モ ニ オ 牡5青 57 C．ルメール 
サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486－ 41：52．7クビ 23．2�
611 サトノバリアント 牡5鹿 57 松山 弘平里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458＋ 21：53．01	 130．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，011，900円 複勝： 107，313，900円 枠連： 49，762，600円
馬連： 233，456，300円 馬単： 81，295，200円 ワイド： 110，193，100円
3連複： 300，501，500円 3連単： 414，992，600円 計： 1，373，527，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 150円 � 190円 枠 連（4－8） 660円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 380円 �� 530円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計 760119 的中 � 135552（2番人気）
複勝票数 計1073139 的中 � 164605（2番人気）� 210309（1番人気）� 134258（4番人気）
枠連票数 計 497626 的中 （4－8） 57618（1番人気）
馬連票数 計2334563 的中 �� 177207（1番人気）
馬単票数 計 812952 的中 �� 30238（2番人気）
ワイド票数 計1101931 的中 �� 77942（1番人気）�� 51292（5番人気）�� 55192（3番人気）
3連複票数 計3005015 的中 ��� 107164（1番人気）
3連単票数 計4149926 的中 ��� 31858（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．1―49．2―1：01．2―1：13．5―1：25．9―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マウントハレアカラ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2014．12．20 中京1着

2012．2．6生 牡4鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 15戦3勝 賞金 58，221，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 キーアシスト号・スズカアドニス号・フミノインパルス号

４レース目



（28阪神4）第4日 9月18日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

273，520，000円
2，530，000円
8，320，000円
2，250，000円
30，440，000円
63，603，250円
4，805，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
625，865，200円
913，659，400円
380，482，000円
1，589，860，700円
850，977，200円
851，803，300円
2，287，695，300円
4，273，087，200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 11，773，430，300円

総入場人員 19，113名 （有料入場人員 17，788名）
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