
26073 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第1競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

68 ソリストサンダー 牡2黒鹿54 高倉 稜村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 村田牧場 470＋ 41：12．7 2．2�
33 ラフィングマッチ 牡2栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 466± 01：12．91� 26．4�
56 コウエイアンカ 牡2鹿 54 小牧 太伊東 政清氏 柴田 光陽 日高 浜本牧場 466－101：13．21� 7．3�
45 タガノプレトリア 牡2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 01：13．62� 14．0�
711 ビコーズオブユー 	2栗 54 川島 信二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 21：14．55 9．4�
710 モスアゲート 牝2鹿 54 川須 栄彦 	ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 424＋ 21：14．81� 132．0

812 エムケイフローラル 牝2青鹿54 藤岡 佑介 	丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 B430＋ 21：14．9� 6．6�
44 プラチナバローズ 牡2青鹿54 川田 将雅猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 468＋ 81：15．21� 28．0�
11 アーヴァイン 牡2鹿 54 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 466－ 41：15．3� 5．7
69 クリノヒビキ 牡2栗 54

51 ▲富田 暁栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 476＋ 21：15．51
 146．9�
57 クリノマンチェスー 牝2鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 412－ 21：15．6� 114．2�
813 ブルベアアシタバ 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �ブルアンドベア 青木 孝文 浦河 成隆牧場 442－ 61：17．19 280．1�
22 サツキロビン 牝2鹿 54 幸 英明小野 博郷氏 服部 利之 新冠 的場牧場 456＋ 21：17．42 206．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，388，100円 複勝： 43，507，900円 枠連： 9，905，800円
馬連： 53，421，000円 馬単： 26，833，500円 ワイド： 33，446，200円
3連複： 77，299，600円 3連単： 102，712，300円 計： 372，514，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 380円 � 160円 枠 連（3－6） 2，040円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 650円 �� 240円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 253881 的中 � 94787（1番人気）
複勝票数 計 435079 的中 � 203926（1番人気）� 14270（7番人気）� 51151（2番人気）
枠連票数 計 99058 的中 （3－6） 3754（10番人気）
馬連票数 計 534210 的中 �� 22346（7番人気）
馬単票数 計 268335 的中 �� 7951（9番人気）
ワイド票数 計 334462 的中 �� 12202（8番人気）�� 41166（1番人気）�� 6963（15番人気）
3連複票数 計 772996 的中 ��� 29433（6番人気）
3連単票数 計1027123 的中 ��� 8251（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．4―12．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．6―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソリストサンダー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．8．13 小倉4着

2015．5．2生 牡2黒鹿 母 ラヴソースウィート 母母 キソティックラヴ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアアシタバ号・サツキロビン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

11月24日まで平地競走に出走できない。

26074 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

33 ダノンスマッシュ 牡2鹿 54 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 462－ 41：21．9 2．2�
56 ラブカンプー 牝2黒鹿54 M．デムーロ増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 432＋ 21：22．22 2．6�
45 ケイココサージュ 牝2芦 54 和田 竜二 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 444－ 21：22．62� 26．9�
68 ヴァルディノート 牡2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460－ 21：22．81� 4．4�
22 フ レ ネ シ ー 牡2鹿 54 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 406－ 61：22．9クビ 48．8	
710 セイウンデルレイ 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 478＋ 41：23．32� 98．6

11 エイシンペガサス 牡2鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 浦河 高野牧場 416－ 8 〃 アタマ 149．4�
711 アスターシャンティ 牡2黒鹿54 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 442＋ 2 〃 クビ 224．4�
44 メイショウツバキ 牝2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 444＋ 21：23．51	 29．0�
57 アルマアノン 牝2青鹿54 北村 友一コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 442＋ 41：23．81
 62．1�
69 マ エ ガ ミ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 434－ 4 〃 アタマ 345．9�
812 スリーヘリオス 牡2黒鹿54 松山 弘平永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 466－ 61：24．01	 103．7�
813 ダイメイギンガ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 456＋10 〃 ハナ 115．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，706，900円 複勝： 73，578，200円 枠連： 13，935，500円
馬連： 54，830，900円 馬単： 32，510，500円 ワイド： 35，064，700円
3連複： 84，224，700円 3連単： 137，576，100円 計： 463，427，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（3－5） 240円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 530円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 317069 的中 � 119595（1番人気）
複勝票数 計 735782 的中 � 337940（1番人気）� 212085（2番人気）� 28914（4番人気）
枠連票数 計 139355 的中 （3－5） 44327（1番人気）
馬連票数 計 548309 的中 �� 177089（1番人気）
馬単票数 計 325105 的中 �� 57256（1番人気）
ワイド票数 計 350647 的中 �� 82937（1番人気）�� 13707（5番人気）�� 12162（7番人気）
3連複票数 計 842247 的中 ��� 48671（3番人気）
3連単票数 計1375761 的中 ��� 28838（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．1―46．9―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 6（4，12）5，11，10，3，2（1，13）7（8，9） 4 6（4，12）5（11，3）（10，2）1，13（8，7）9

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡2鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 アスターシャンティ号の騎手田中健は，4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：10番）

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７日



26075 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7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）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ジューンアンカー 牡3栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B454＋ 41：54．4 40．9�
23 コペルニクス 牡3黒鹿56 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 クビ 5．2�
510 ジ ョ ン ド ゥ 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 508± 01：54．61 14．1�
12 ワンダーラジャ 牡3栗 56 和田 竜二山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 494－ 21：54．7� 5．0�
24 パーセプション 牡3黒鹿56 武 豊 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 532－ 21：54．8� 12．6�
815 レディアリエッタ 牝3鹿 54 岩田 康誠寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438－121：54．9� 33．2�
11 ベルメーリャ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 544＋ 21：55．11 16．2	
611 メイショウクロス 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 松栄牧場 516－ 6 〃 アタマ 8．0

35 ジュンハーツ 牝3黒鹿54 C．ルメール 河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 502＋ 81：55．31 3．1�
48 アリストレジェンド 牡3栗 56 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 486－261：55．4� 14．3
713 オ ル ト ロ ス 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502± 01：55．5� 25．9�
47 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 422－101：56．13� 34．9�
612 ニホンピロメイデー 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 440－ 61：56．52� 607．7�
714 ヴォーチェドーロ 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 480－101：56．6� 234．6�
59 メイショウタカモリ 牡3芦 56 幸 英明松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 486－ 61：56．7� 283．6�
36 	 グランドホール 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 M. Susumu
Hayashi 452－ 41：57．65 229．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，857，400円 複勝： 51，953，100円 枠連： 15，579，200円
馬連： 59，120，600円 馬単： 27，040，100円 ワイド： 43，339，300円
3連複： 88，743，500円 3連単： 104，116，500円 計： 419，749，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，090円 複 勝 � 790円 � 220円 � 530円 枠 連（2－8） 4，040円

馬 連 �� 10，110円 馬 単 �� 27，890円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 7，100円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 56，830円 3 連 単 ��� 531，580円

票 数

単勝票数 計 298574 的中 � 5828（12番人気）
複勝票数 計 519531 的中 � 15146（10番人気）� 76577（3番人気）� 23735（7番人気）
枠連票数 計 155792 的中 （2－8） 2982（16番人気）
馬連票数 計 591206 的中 �� 4531（36番人気）
馬単票数 計 270401 的中 �� 727（86番人気）
ワイド票数 計 433393 的中 �� 3838（32番人気）�� 1550（55番人気）�� 6435（20番人気）
3連複票数 計 887435 的中 ��� 1171（139番人気）
3連単票数 計1041165 的中 ��� 142（1043番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．4―13．5―13．2―12．4―12．4―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．2―50．7―1：03．9―1：16．3―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジューンアンカー �
�
父 ネイティヴハート �

�
母父 オペラハウス デビュー 2016．12．11 阪神5着

2014．4．30生 牡3栗 母 オ ペ ラ ア イ 母母 トウショウアイ 10戦1勝 賞金 7，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エイシンクリッパー号・ケイアイアン号・シャルマンクリール号・マイギフト号・モダンハート号・ユウジ号

26076 9月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神4）第7日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

57 ダンツキャンサー 牝6黒鹿58 植野 貴也山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 486－ 43：19．4 6．5�
33 マサノハヤテ 牡3黒鹿58 北沢 伸也猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 502± 03：20．04 3．3�
68 メメニシコリ 牡4鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 460＋ 23：21．59 4．3�
56 � シゲルクロカジキ 牡4鹿 60 石神 深一森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 488－ 63：23．8大差 24．1�
11 メイショウヒコボシ 牡6鹿 60 森 一馬松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 530＋ 43：23．9クビ 8．8�
710 ヴィンセンツイヤー �6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 480－ 23：25．49 57．2	
45 アドマイヤデライト 牡4黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 528＋ 63：25．93 9．1

711 サンライズレイド �3黒鹿58 熊沢 重文松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 510＋ 43：26．32� 80．8�
44 � ユキノサンブライト 牝6鹿 58 上野 翔井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 63：28．3大差 135．6�
812 カリスマフォンテン 牝4鹿 58 草野 太郎吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 520＋103：28．4クビ 344．5
813 ルファルシオン 牡6芦 60 平沢 健治 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 508－ 83：28．72 10．4�
22 ツーエムカイザー 牡5鹿 60 田村 太雅水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 494－ 83：30．5大差 155．9�
69 ヨ カ グ ラ �4栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 492＋16 （競走中止） 6．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，025，600円 複勝： 28，714，200円 枠連： 12，657，300円
馬連： 41，257，400円 馬単： 22，489，200円 ワイド： 26，428，400円
3連複： 63，380，100円 3連単： 89，930，900円 計： 304，883，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（3－5） 960円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 510円 �� 740円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 200256 的中 � 24423（4番人気）
複勝票数 計 287142 的中 � 29877（4番人気）� 64815（1番人気）� 58668（2番人気）
枠連票数 計 126573 的中 （3－5） 10179（4番人気）
馬連票数 計 412574 的中 �� 20812（5番人気）
馬単票数 計 224892 的中 �� 5803（10番人気）
ワイド票数 計 264284 的中 �� 13089（6番人気）�� 8500（9番人気）�� 23233（1番人気）
3連複票数 計 633801 的中 ��� 21812（5番人気）
3連単票数 計 899309 的中 ��� 5114（31番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 50．1－3F 37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
10，7－3（8，11，2）－1，5，9（6，13）＝4＝12
7，10，3，8＝11，1，6，5－13－2－4＝12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツキャンサー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．10．26 京都1着

2011．2．4生 牝6黒鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 ヨカグラ号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



26077 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

55 ドンアルゴス 牡2黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496 ―2：02．8 24．0�
66 アルムフォルツァ 牡2黒鹿54 幸 英明﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444 ―2：02．9� 6．8�
22 レッドエクシード 牡2鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458 ―2：03．32� 1．8�
77 エ タ リ オ ウ 牡2青鹿54 福永 祐一 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472 ―2：03．4� 9．2�
44 トーセンブレイヴ 牡2黒鹿54 C．ルメール 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496 ―2：03．5� 3．7	
11 サ ニ ー レ イ 牝2鹿 54 武 豊橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 462 ―2：05．110 16．0

88 エクスパートラン 牡2青鹿54 藤岡 佑介�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 444 ―2：05．52� 69．8�
33 ヒ ダ ザ ク ラ 牝2黒鹿54 北村 友一日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 482 ―2：05．92� 110．6

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，775，300円 複勝： 49，955，000円 枠連： 発売なし
馬連： 54，312，600円 馬単： 35，088，000円 ワイド： 29，708，700円
3連複： 56，814，900円 3連単： 136，870，500円 計： 403，525，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 270円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 700円 �� 550円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計 407753 的中 � 14428（6番人気）
複勝票数 計 499550 的中 � 20364（6番人気）� 51339（3番人気）� 276295（1番人気）
馬連票数 計 543126 的中 �� 11079（13番人気）
馬単票数 計 350880 的中 �� 2836（27番人気）
ワイド票数 計 297087 的中 �� 9727（11番人気）�� 12821（7番人気）�� 38421（2番人気）
3連複票数 計 568149 的中 ��� 21590（7番人気）
3連単票数 計1368705 的中 ��� 4047（79番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．0―12．9―12．9―12．8―12．3―11．8―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―37．6―50．5―1：03．4―1：16．2―1：28．5―1：40．3―1：51．5

コーナー
通過順位

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

2
4
8－3，5，6，2，4－7，1
8，5（3，6，2）（1，4，7）

勝馬の
紹 介

ドンアルゴス �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2015．4．2生 牡2黒鹿 母 ドナフュージョン 母母 センシュアス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26078 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第6競走 ��
��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

35 � オペラグローブ 牝2栗 54 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 米 My Mead-
owview LLC 478 ―1：26．6 4．0�

612 スーブレット 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 3．0�
816 キッチンウイッチ 牝2栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 438 ―1：27．13 45．0�
36 ブルベアブロッコリ 牡2黒鹿 54

53 ☆義 英真 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 464 ―1：27．2� 22．3�
11 コ ラ ー ド 牡2芦 54 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 494 ―1：27．51� 13．6	
24 エンジェルウィング 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 クビ 11．1

714 トモジャクアルト 牡2芦 54 幸 英明吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 488 ―1：27．6クビ 19．7�
12 ブ ラ ス ト 牡2芦 54 松山 弘平槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538 ―1：27．92 185．9�
47 スズカビレッジ 牡2栗 54 和田 竜二永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 452 ―1：28．0クビ 77．4
48 ウォーターボルグ 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 510 ―1：28．1� 67．3�
510 ナムラシシマル 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 496 ―1：28．41� 277．9�
23 デンコウグランデ 牡2鹿 54 松若 風馬田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 476 ―1：28．71� 112．6�
611 パープルヒストリー 牡2栗 54 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 434 ―1：29．02 362．4�
815 クールキッズ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 494 ―1：30．38 4．2�
713 クラウンチャンプ 牡2鹿 54 菱田 裕二矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 482 ―1：30．51	 32．0�
59 タ ユ ウ グ ロ 牡2鹿 54 武 豊田畑 利彦氏 小崎 憲 浦河 笹島 政信 486 ―1：30．6	 40．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，019，600円 複勝： 41，080，600円 枠連： 15，381，900円
馬連： 57，578，400円 馬単： 27，799，100円 ワイド： 37，573，600円
3連複： 73，862，800円 3連単： 90，840，300円 計： 381，136，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 150円 � 700円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，120円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 36，580円

票 数

単勝票数 計 370196 的中 � 75960（2番人気）
複勝票数 計 410806 的中 � 62740（3番人気）� 92494（1番人気）� 10511（9番人気）
枠連票数 計 153819 的中 （3－6） 17752（1番人気）
馬連票数 計 575784 的中 �� 58876（1番人気）
馬単票数 計 277991 的中 �� 13075（2番人気）
ワイド票数 計 375736 的中 �� 34532（1番人気）�� 4206（26番人気）�� 3921（29番人気）
3連複票数 計 738628 的中 ��� 6147（28番人気）
3連単票数 計 908403 的中 ��� 1800（104番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．0―12．2―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―47．7―59．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オペラグローブ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Malibu Moon 初出走

2015．4．30生 牝2栗 母 Funny Moon 母母 Fun Crowd 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 デンコウグランデ号の騎手松若風馬は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2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 ドンナビアンカ号



26079 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7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

817� モズアスコット 牡3栗 55 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer
Wind Farm 486＋ 81：32．7 3．7�

612 キャスパリーグ 牝3鹿 53 武 豊杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440＋101：33．33	 12．0�
715 コロナシオン 牝3鹿 53 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 460＋ 21：33．4	 13．6�
48 シャイニーピース 牡3鹿 55 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 480－ 21：33．5	 28．2�
510 アドマイヤアルパマ 牝3鹿 53 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426－ 41：33．71	 131．7	
11 グロワールシチー 牡3鹿 55 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 460－ 41：33．91
 20．0

36 ドロウアカード 牝3栗 53 四位 洋文�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 442－121：34．0� 13．5�
818 マテラアリオン 牡4黒鹿57 北村 友一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 476＋ 21：34．1クビ 14．8�
816 ティーエスクライ 牝5芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456＋ 2 〃 クビ 33．6
713� ゴールドハット 牡3黒鹿55 M．デムーロ 合同会社小林英一ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 414－ 41：34．31 2．7�
47 � マ デ ィ デ ィ �4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星�ラ・メール 奥村 豊 米
Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

470＋ 4 〃 アタマ 148．6�
35 � メ リ オ ラ 牡3鹿 55 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 418± 0 〃 ハナ 137．8�
12 オブリゲーション 牡4鹿 57 藤岡 康太�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 460－ 6 〃 クビ 13．3�
59 レディギャング 牝3芦 53 秋山真一郎近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 466＋ 21：34．4クビ 20．7�
714 サトノマサムネ �3鹿 55 川島 信二里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464＋18 〃 クビ 224．4�
23 ラハトケレブ 牡4鹿 57 松若 風馬永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：34．61
 110．0�
611 シゲルボブキャット 牡3栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 448＋ 21：34．7	 179．0�
24 カウントオンイット 牝3栗 53 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B502＋121：35．44 28．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，001，100円 複勝： 71，414，300円 枠連： 24，576，200円
馬連： 98，517，200円 馬単： 39，553，000円 ワイド： 63，203，600円
3連複： 135，703，800円 3連単： 169，331，100円 計： 645，300，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 200円 � 360円 � 470円 枠 連（6－8） 1，930円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，430円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 11，050円 3 連 単 ��� 41，370円

票 数

単勝票数 計 430011 的中 � 92700（2番人気）
複勝票数 計 714143 的中 � 110468（2番人気）� 47941（4番人気）� 35077（7番人気）
枠連票数 計 245762 的中 （6－8） 9864（7番人気）
馬連票数 計 985172 的中 �� 26461（7番人気）
馬単票数 計 395530 的中 �� 6709（10番人気）
ワイド票数 計 632036 的中 �� 14648（10番人気）�� 11385（13番人気）�� 6365（29番人気）
3連複票数 計1357038 的中 ��� 9206（30番人気）
3連単票数 計1693311 的中 ��� 2967（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．8―34．2―45．9―58．0―1：09．8―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズアスコット �
�
父 Frankel �

�
母父 Hennessy デビュー 2017．6．10 阪神4着

2014．3．31生 牡3栗 母 India 母母 Misty Hour 4戦2勝 賞金 14，000，000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。
（非当選馬） 2頭 グランノーブル号・ディープエクシード号

26080 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7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）

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
1：47．8

重
重

612 タマモアタック 牡5鹿 57 小牧 太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 21：52．5 5．0�
714 アドラメレク 牡3黒鹿54 C．ルメール �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－ 21：52．81� 5．9�
713 フォースライン 牡3黒鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：53．12 10．6�
59 メイショウマトイ 牡3鹿 54 M．デムーロ松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468－ 81：53．31� 4．8�
48 マコトシャムロック 牡4青鹿57 岩田 康誠�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 484－121：53．4� 9．3�
47 	 ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 藤岡 康太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 522－ 4 〃 ハナ 38．8	
24 	 キングズアフェアー 
5黒鹿57 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 518＋ 61：53．71� 5．0

510 デイジーフローラ 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 61：53．8� 11．9�
611 メイショウカマクラ 牡4青鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 520－ 8 〃 クビ 42．5�
11 インテグリティー 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 464－101：53．9クビ 65．7
36 プログレスシチー 牡4鹿 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 480－ 21：54．0� 50．1�
12 カフジナイサー 牡4黒鹿57 高田 潤加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 472± 01：54．53 14．3�
23 ナガラエンカ 牝3鹿 52 松山 弘平長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 452＋221：55．35 68．5�
35 サンライズミライ 牡4鹿 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 B494－ 61：55．83 189．7�
815 ワイドコマンダー 牡3鹿 54 幸 英明幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 B512＋ 41：56．33 84．5�
816	 マーケットレイズン 牝3芦 52

49 ▲富田 暁峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 440＋ 21：56．4� 144．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，076，900円 複勝： 65，741，900円 枠連： 24，600，200円
馬連： 96，941，500円 馬単： 41，654，000円 ワイド： 62，689，100円
3連複： 139，492，900円 3連単： 165，098，900円 計： 632，295，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 220円 � 290円 枠 連（6－7） 870円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，050円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 29，200円

票 数

単勝票数 計 360769 的中 � 57600（2番人気）
複勝票数 計 657419 的中 � 120311（1番人気）� 74964（4番人気）� 51598（7番人気）
枠連票数 計 246002 的中 （6－7） 21812（3番人気）
馬連票数 計 969415 的中 �� 49821（3番人気）
馬単票数 計 416540 的中 �� 10391（8番人気）
ワイド票数 計 626891 的中 �� 28191（2番人気）�� 15129（14番人気）�� 12014（19番人気）
3連複票数 計1394929 的中 ��� 19828（16番人気）
3連単票数 計1650989 的中 ��� 4098（86番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．8―12．8―12．6―12．1―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―38．0―50．8―1：03．4―1：15．5―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3
2，3（4，12）（8，14，16）11（5，7，15）（10，6，13）－1，9・（2，13）3，12（4，14）（8，16）（7，11）9（5，6，15）－（10，1）

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

勝馬の
紹 介

タマモアタック �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．1．17 京都15着

2012．4．1生 牡5鹿 母 チャームウィーク 母母 アイアムクロス 22戦3勝 賞金 46，536，000円
〔制裁〕 フォースライン号の騎手北村友一は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・3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 ヤマニンシルフ号



26081 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第9競走 ��
��1，600�

こ う と う

甲 東 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．9．24以降29．9．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

11 ムーンクエイク �4栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：32．9 1．9�
44 カイザーバル 牝4黒鹿55．5 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 482＋ 61：33．32� 4．5�
55 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490＋ 61：33．4クビ 5．9�
66 チャレアーダ 牝3鹿 52 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋121：33．61� 4．5�
22 インクレディブル 牡5鹿 53 藤懸 貴志前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 524＋ 31：34．02� 118．9�
88 コートシャルマン 牝5鹿 52 和田 竜二 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－ 21：34．21	 13．6	
89 ハッピームーン 牡5黒鹿53 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 458± 0 〃 アタマ 89．2

33 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 56 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 546＋ 2 〃 アタマ 81．1�
77 ナムラアッパー 牡6鹿 53 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 420－ 4 〃 ハナ 66．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，797，100円 複勝： 72，209，600円 枠連： 15，939，400円
馬連： 96，218，100円 馬単： 61，761，200円 ワイド： 53，374，300円
3連複： 119，292，000円 3連単： 310，689，300円 計： 784，281，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（1－4） 390円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，680円

票 数

単勝票数 計 547971 的中 � 228955（1番人気）
複勝票数 計 722096 的中 � 353791（1番人気）� 98399（2番人気）� 97051（3番人気）
枠連票数 計 159394 的中 （1－4） 31639（1番人気）
馬連票数 計 962181 的中 �� 198199（1番人気）
馬単票数 計 617612 的中 �� 76987（1番人気）
ワイド票数 計 533743 的中 �� 86908（1番人気）�� 66020（3番人気）�� 38109（5番人気）
3連複票数 計1192920 的中 ��� 185267（2番人気）
3連単票数 計3106893 的中 ��� 133987（1番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．8―11．9―11．6―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．6―47．5―59．1―1：10．3―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンクエイク 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 Halling デビュー 2016．2．21 東京2着

2013．4．26生 �4栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 9戦4勝 賞金 55，666，000円

26082 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第10競走 ��
��2，000�ムーンライトハンデキャップ

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．9．24以降29．9．18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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

11 キンショーユキヒメ 牝4芦 53 和田 竜二礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 512＋ 62：00．6 6．8�
712 ラヴィエベール 牡4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 クビ 1．8�
610 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿57．5 川田 将雅河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 4 〃 アタマ 7．7�
34 プリメラアスール 牝5黒鹿53 岩田 康誠�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 510± 02：00．7� 9．9�
69 マイネルネーベル 牡5鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 22：00．8クビ 37．9	
22 スズカルパン 牡8鹿 55 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 472± 02：00．9� 36．5

46 ジャズファンク 牡5鹿 54 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492－10 〃 ハナ 28．9�
45 ベ ル ラ ッ プ 牡5鹿 56 酒井 学 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：01．0� 49．9�
813 ギ モ ー ヴ 牝4鹿 53 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：01．21	 6．2
58 クィーンチャーム 牝5黒鹿52 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 454＋122：01．3クビ 25．0�
814 コウエイワンマン 牡6黒鹿54 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 524＋ 22：01．62 93．8�
33 メイショウコルノ 牡6黒鹿53 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 548＋ 4 〃 ハナ 147．8�
57 エーティータラント 牡7芦 54 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 506－ 42：01．7クビ 344．0�
711 レインボーソング 牝5鹿 52 菱田 裕二吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 82：02．23 180．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 64，551，400円 複勝： 121，520，600円 枠連： 29，981，400円
馬連： 172，619，800円 馬単： 83，044，400円 ワイド： 97，056，300円
3連複： 234，779，300円 3連単： 408，987，300円 計： 1，212，540，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連（1－7） 710円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 290円 �� 780円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，790円

票 数

単勝票数 計 645514 的中 � 75683（3番人気）
複勝票数 計1215206 的中 � 118363（3番人気）� 566879（1番人気）� 111838（4番人気）
枠連票数 計 299814 的中 （1－7） 32357（3番人気）
馬連票数 計1726198 的中 �� 189353（3番人気）
馬単票数 計 830444 的中 �� 36071（7番人気）
ワイド票数 計 970563 的中 �� 89350（2番人気）�� 27942（10番人気）�� 88312（3番人気）
3連複票数 計2347793 的中 ��� 121836（3番人気）
3連単票数 計4089873 的中 ��� 33707（21番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．0―12．8―11．7―11．6―11．6―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―37．9―50．7―1：02．4―1：14．0―1：25．6―1：37．1―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．0
1
3
4（2，9）（5，11）（1，8）（3，12）（10，14）（6，13）－7・（4，9，14）2（1，5，11）（8，12）3，10，6（7，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キンショーユキヒメ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．16 小倉1着

2013．5．22生 牝4芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス 21戦5勝 賞金 101，159，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ショウナンバーキン号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

２レース目



26083 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第11競走 ��
��2，400�第65回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

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

神戸新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，008，000円 288，000円 144，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

58 レ イ デ オ ロ 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476－ 42：24．6 2．2�
45 キ セ キ 牡3黒鹿56 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 486－122：24．92 3．5�
22 サトノアーサー 牡3青鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋142：25．1� 6．9�
33 ダンビュライト 牡3黒鹿56 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋162：25．2� 8．6�
814 アドマイヤウイナー 牡3黒鹿56 秋山真一郎近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484－ 82：25．3� 49．0�
34 	 ベストアプローチ 牡3栗 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston

Hall Stud 484＋102：25．4� 14．9	
69 マイスタイル 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 462± 0 〃 ハナ 17．2

11 メイショウテンシャ 牡3芦 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 460－ 82：25．82� 268．7�
711 カ デ ナ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 464＋102：25．9� 15．6�
46 アダムバローズ 牡3黒鹿56 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 508＋102：26．43 74．9
712 エテレインミノル 牡3鹿 56 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 484＋ 62：26．72 209．8�
610 ホウオウドリーム 牡3鹿 56 藤岡 康太小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 488－ 42：26．91 117．6�
57 タガノシャルドネ 牡3鹿 56 和田 竜二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 42：27．0� 142．1�
813 タガノヤグラ 牡3栗 56 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 450－ 22：27．21� 323．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 255，525，400円 複勝： 348，228，400円 枠連： 117，245，500円
馬連： 730，087，600円 馬単： 361，547，200円 ワイド： 374，208，900円
3連複： 1，147，401，200円 3連単： 2，312，789，800円 計： 5，647，034，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 450円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計2555254 的中 � 927743（1番人気）
複勝票数 計3482284 的中 � 1197607（1番人気）� 652190（2番人気）� 378329（3番人気）
枠連票数 計1172455 的中 （4－5） 202042（1番人気）
馬連票数 計7300876 的中 �� 1214086（1番人気）
馬単票数 計3615472 的中 �� 313877（1番人気）
ワイド票数 計3742089 的中 �� 510503（1番人気）�� 289258（2番人気）�� 190741（5番人気）
3連複票数 計11474012 的中 ��� 956529（1番人気）
3連単票数 計23127898 的中 ��� 526568（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．7―36．9―49．3―1：01．4―1：13．7―1：26．0―1：38．2―1：50．1―2：01．4―2：12．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ イ デ オ ロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．9 東京1着

2014．2．5生 牡3鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 6戦5勝 賞金 377，778，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレイデオロ号・キセキ号・サトノアーサー号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26084 9月24日 晴 良 （29阪神4）第7日 第12競走 ��1，400�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55�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 ファッショニスタ 牝3鹿 53 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488± 01：23．4 3．4�

36 ヴェンジェンス 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 482－ 81：23．5� 5．7�
12 ソーディヴァイン 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 536＋ 81：23．6クビ 3．1�
35 ファームフェイス 牝3鹿 53 武 豊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 460－ 4 〃 クビ 10．7�
11 メイショウジーク 牡3鹿 55 福永 祐一松本 好	氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 468＋ 61：23．81� 22．6

612 ユ ラ ノ ト 牡3栗 55 横山 典弘 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 470－101：23．9クビ 16．5�
714� ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 岩田 康誠前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 432＋ 61：24．11 35．6�
815 スターカットダイヤ 牡3栗 55 M．デムーロ小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 450－ 41：24．2	 7．3
48 アドマイヤシェル 牡7栗 57 松山 弘平近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 528＋ 6 〃 アタマ 229．0�
59 ヒルノデンハーグ 
5栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B486＋ 61：24．3	 89．3�
611 ベ ル ク リ ア 牝4芦 55 松若 風馬水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 466＋ 6 〃 クビ 21．8�
510� キングカーティス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 448－ 41：24．5� 194．5�
47 ランドハイパワー 牡4鹿 57 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 488－10 〃 クビ 98．3�
713 ビタミンエース 牡6鹿 57

56 ☆岩崎 翼村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 518－ 11：24．92	 325．6�
24 マルモレイナ 牝3鹿 53 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 466＋181：25．32	 88．9�
816 トップリバティ 牡5黒鹿57 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 532＋ 41：26．15 75．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，414，700円 複勝： 115，431，700円 枠連： 52，635，600円
馬連： 217，433，700円 馬単： 96，082，700円 ワイド： 119，592，400円
3連複： 305，482，600円 3連単： 458，603，400円 計： 1，453，676，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 160円 � 120円 枠 連（2－3） 690円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 420円 �� 200円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 884147 的中 � 204502（2番人気）
複勝票数 計1154317 的中 � 258354（2番人気）� 149372（3番人気）� 263057（1番人気）
枠連票数 計 526356 的中 （2－3） 58550（3番人気）
馬連票数 計2174337 的中 �� 141131（2番人気）
馬単票数 計 960827 的中 �� 34941（3番人気）
ワイド票数 計1195924 的中 �� 65718（2番人気）�� 174757（1番人気）�� 64652（4番人気）
3連複票数 計3054826 的中 ��� 189087（2番人気）
3連単票数 計4586034 的中 ��� 41391（12番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―11．8―11．7―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．3―46．1―57．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファッショニスタ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2016．12．17 阪神1着

2014．3．25生 牝3鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 5戦3勝 賞金 33，704，000円
〔制裁〕 ユラノト号の騎手横山典弘は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヒロブレイブ号

４レース目



（29阪神4）第7日 9月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

285，500，000円
5，060，000円
16，980，000円
2，250，000円
34，110，000円
68，717，000円
5，310，600円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
727，139，500円
1，083，335，500円
332，438，000円
1，732，338，800円
855，402，900円
975，685，500円
2，526，477，400円
4，487，546，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 12，720，364，000円

総入場人員 23，495名 （有料入場人員 22，085名）
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