
26013 9月9日 曇 重 （30阪神4）第2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

77 バイザディンプル 牝2栗 54 福永 祐一増田 和啓氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 460＋ 61：53．1 3．5�
89 トーセンアミ 牝2黒鹿54 M．デムーロ島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 440＋ 21：53．63 2．1�
33 グレートバニヤン 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 522＋101：53．7� 4．1�
11 マイネルロッシュ 牡2栗 54 和田 竜二 �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 436＋ 41：54．44 15．9	
88 ブルベアペスカ 牡2栗 54 小牧 太 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 470－ 41：54．93 10．6

22 ヴェイパライズ 牡2黒鹿54 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 454＋ 21：55．53� 51．4�
44 タイセイレオーネ 牡2栗 54 太宰 啓介田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 466－ 41：55．71� 71．4�
55 エスペランサボス 牡2栗 54 城戸 義政江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 バンブー牧場 482＋ 21：58．1大差 96．5
66 クリノボルサリーノ 牡2鹿 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 510± 02：00．3大差 153．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 32，463，100円 複勝： 28，352，600円 枠連： 6，367，100円
馬連： 36，461，300円 馬単： 26，650，600円 ワイド： 23，008，600円
3連複： 51，652，900円 3連単： 108，907，200円 計： 313，863，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 150円 �� 200円 �� 170円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 1，530円

票 数

単勝票数 計 324631 的中 � 77761（2番人気）
複勝票数 計 283526 的中 � 66391（2番人気）� 96144（1番人気）� 51615（3番人気）
枠連票数 計 63671 的中 （7－8） 17677（1番人気）
馬連票数 計 364613 的中 �� 81614（1番人気）
馬単票数 計 266506 的中 �� 26836（3番人気）
ワイド票数 計 230086 的中 �� 42530（1番人気）�� 26432（3番人気）�� 33843（2番人気）
3連複票数 計 516529 的中 ��� 137472（1番人気）
3連単票数 計1089072 的中 ��� 51369（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．5―13．2―12．8―12．4―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．6―50．8―1：03．6―1：16．0―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイザディンプル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Devil’s Bag デビュー 2018．7．29 新潟5着

2016．1．30生 牝2栗 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノボルサリーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月9日まで平地

競走に出走できない。

26014 9月9日 曇 稍重 （30阪神4）第2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

66 セグレドスペリオル 牡2鹿 54
52 △川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：36．1 4．1�

88 トップウイナー 牡2栗 54 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 456＋121：36．63 4．8�
77 デンコウミシオン 牝2黒鹿54 武 豊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 424－ 41：36．7クビ 32．9�
33 スマートユニバンス 牡2栗 54 M．デムーロ亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：36．91� 2．4�
22 リ ゴ メ ー ル 牡2栗 54 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 516－ 41：37．0� 32．7	
55 ピンクブロッサム 牝2栗 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486± 01：37．42	 4．9

44 イグナイトセプター 牡2青鹿54 高倉 稜野田 善己氏 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 416－ 81：37．5	 21．0�
89 ニホンピロコレール 牡2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470＋ 41：37．6� 197．8�
11 エターナルメモリー 牝2青 54 幸 英明杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 464＋ 41：38．34 55．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，243，500円 複勝： 38，205，800円 枠連： 6，646，100円
馬連： 44，281，000円 馬単： 28，886，300円 ワイド： 30，802，800円
3連複： 55，117，100円 3連単： 112，192，600円 計： 350，375，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 170円 � 550円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，890円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 19，020円

票 数

単勝票数 計 342435 的中 � 69031（2番人気）
複勝票数 計 382058 的中 � 76748（2番人気）� 61937（4番人気）� 12971（7番人気）
枠連票数 計 66461 的中 （6－8） 6583（4番人気）
馬連票数 計 442810 的中 �� 46221（4番人気）
馬単票数 計 288863 的中 �� 16348（6番人気）
ワイド票数 計 308028 的中 �� 28235（4番人気）�� 3863（20番人気）�� 4184（18番人気）
3連複票数 計 551171 的中 ��� 7208（21番人気）
3連単票数 計1121926 的中 ��� 4275（57番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．6―12．5―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．4―48．0―1：00．5―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．6
3 ・（3，4）5（2，7）9，1，8－6 4 ・（3，4）（2，5，7）（1，9，6）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セグレドスペリオル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．15 中京2着

2016．3．11生 牡2鹿 母 アイズオンリー 母母 アイランドファッション 2戦1勝 賞金 7，800，000円

第４回 阪神競馬 第２日
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



26015 9月9日 曇 重 （30阪神4）第2日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 シティーポップ 牝3鹿 54 北村 友一山本 剛史氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 446＋ 41：24．4 8．1�
35 タフチョイス 牡3鹿 56 �島 良太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 81：24．5� 1．7�
23 ヤサカファルコ 牡3黒鹿56 森 一馬志邑 宣彦氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 490＋ 71：25．03 48．1�
47 カ ル ナ 牝3黒鹿54 中井 裕二杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 522－ 81：25．74 7．6�
36 ヨドノロード 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 464－ 81：25．91� 31．4�
713 サンマルヴェール 牝3鹿 54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 414＋ 61：26．0クビ 63．2�
815 アメージングハート 牝3黒鹿 54

52 △川又 賢治	グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 446－ 21：26．21� 21．2

12 ウォーターシドモア 牝3鹿 54 菱田 裕二山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 460± 01：26．41� 6．0�
510 マンテンファースト 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 美明 474± 0 〃 クビ 22．6�
714 スナークビシャモン 牡3鹿 56 松若 風馬杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 有限会社

吉田ファーム B508＋10 〃 ハナ 23．3
59 スウェアジーク 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 	キャロットファーム 牧浦 充徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 430＋141：26．71� 79．2�
48 テ オ ゲ ネ ス 牡3鹿 56

54 △富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 476＋ 6 〃 アタマ 72．7�

11 ワキノグローブ 牡3栃栗56 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 466＋ 11：26．8� 37．0�
611 クリノヘプバーン 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 北俣 牧夫 484＋ 81：27．0� 113．5�
612 メイショウミツバ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 412± 01：28．38 162．2�
24 オンリーエンブレム 牡3青鹿56 国分 優作	リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 508± 01：29．36 269．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，842，900円 複勝： 38，055，000円 枠連： 14，168，900円
馬連： 54，056，400円 馬単： 29，376，500円 ワイド： 39，267，900円
3連複： 82，545，000円 3連単： 111，348，200円 計： 396，660，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 110円 � 860円 枠 連（3－8） 470円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 370円 �� 5，000円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 46，980円

票 数

単勝票数 計 278429 的中 � 27428（4番人気）
複勝票数 計 380550 的中 � 38207（3番人気）� 149555（1番人気）� 6363（11番人気）
枠連票数 計 141689 的中 （3－8） 23316（2番人気）
馬連票数 計 540564 的中 �� 58396（2番人気）
馬単票数 計 293765 的中 �� 11648（5番人気）
ワイド票数 計 392679 的中 �� 30429（3番人気）�� 1855（43番人気）�� 6643（12番人気）
3連複票数 計 825450 的中 ��� 7484（26番人気）
3連単票数 計1113482 的中 ��� 1718（125番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．4―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―47．2―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シティーポップ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Vicar デビュー 2018．6．17 阪神15着

2015．3．20生 牝3鹿 母 ラピーダシャリナ 母母 Barbarika 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンリーエンブレム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダンツイキオイ号・プンタレオナ号
（非抽選馬） 1頭 アンジェレッタ号

26016 9月9日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （30阪神4）第2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

78 ピエナクルーズ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 452± 03：20．9 3．4�
33 トゥルーハート 牡5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 470＋ 23：21．43 2．9�
44 シゲルサツマイモ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 466＋ 43：21．82� 12．5�
22 メイショウゴウキ �4黒鹿60 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 494＋103：22．65 3．5�
55 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿60 難波 剛健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460＋123：22．81� 16．5�
89 	 メイショウヒカル 牡4鹿 60 森 一馬松本 好	氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 468± 03：24．18 18．6

11 クリノバルテュス 牡3鹿 58 上野 翔栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 484± 03：24．31� 103．1�
810 ダンツセイケイ 牡3鹿 58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 492＋ 23：26．8大差 101．6�
77 トウカイシーカー 牡3栗 58 中村 将之内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 448＋ 83：27．11
 103．8
66 リリーヴィクトリー 牡6黒鹿60 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 514＋ 83：27．95 9．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，192，500円 複勝： 21，329，100円 枠連： 7，811，600円
馬連： 36，303，800円 馬単： 23，739，700円 ワイド： 22，277，700円
3連複： 54，491，300円 3連単： 98，314，400円 計： 283，460，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 130円 � 200円 枠 連（3－7） 530円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 210円 �� 640円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 191925 的中 � 44888（2番人気）
複勝票数 計 213291 的中 � 37840（3番人気）� 52324（1番人気）� 21479（4番人気）
枠連票数 計 78116 的中 （3－7） 11272（2番人気）
馬連票数 計 363038 的中 �� 57573（2番人気）
馬単票数 計 237397 的中 �� 19572（3番人気）
ワイド票数 計 222777 的中 �� 31582（1番人気）�� 7822（9番人気）�� 11911（4番人気）
3連複票数 計 544913 的中 ��� 21834（8番人気）
3連単票数 計 983144 的中 ��� 10269（19番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．8－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピエナクルーズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．7．11 函館4着

2013．2．24生 牡5鹿 母 ピエナヴィブレ 母母 レセヴィブレ 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ヤマニンマンドール号の騎手難波剛健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



26017 9月9日 曇 稍重 （30阪神4）第2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

33 エ ク ザ ル フ 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 490 ―2：02．2 5．1�
22 バラックパリンカ 牡2黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 446 ―2：02．62� 11．4�
44 プレミアムギフト 牝2黒鹿54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 516 ―2：03．55 1．8�
55 ウェーブライダー 牡2鹿 54 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 504 ―2：04．03 72．6�
66 メリーメーキング 牡2黒鹿54 武 豊前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444 ―2：04．1クビ 3．0	
11 テイエムハイウェイ 牡2黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 ハシモトフアーム 492 ―2：09．0大差 38．1
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売 得 金
単勝： 48，242，300円 複勝： 26，352，800円 枠連： 発売なし
馬連： 37，065，400円 馬単： 33，120，400円 ワイド： 17，642，300円
3連複： 36，612，700円 3連単： 154，585，200円 計： 353，621，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 260円 �� 160円 �� 240円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 482423 的中 � 80167（3番人気）
複勝票数 計 263528 的中 � 48776（3番人気）� 30041（4番人気）
馬連票数 計 370654 的中 �� 23295（5番人気）
馬単票数 計 331204 的中 �� 11090（9番人気）
ワイド票数 計 176423 的中 �� 15393（5番人気）�� 31818（2番人気）�� 17152（4番人気）
3連複票数 計 366127 的中 ��� 44444（3番人気）
3連単票数 計1545852 的中 ��� 19715（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―12．8―12．2―12．2―12．1―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．4―50．2―1：02．4―1：14．6―1：26．7―1：38．6―1：50．2

コーナー
通過順位

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

2
4
3，5（4，6）2＝1・（3，5）（2，6）4＝1

勝馬の
紹 介

エ ク ザ ル フ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．4．4生 牡2黒鹿 母 ピュアチャプレット 母母 バプティスタ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムハイウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月9日まで平地

競走に出走できない。

26018 9月9日 曇 稍重 （30阪神4）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時45分 （芝・右）

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

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

33 ブラックダンサー 牝2黒鹿54 M．デムーロ前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456 ―1：23．6 5．3�
78 ドナウデルタ 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440 ―1：23．81� 2．3�
22 イ ベ リ ス 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 446 ― 〃 クビ 2．7�
89 クールジェンヌ 牝2芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 430 ―1：24．01� 10．9�
77 ビオレイメル 牝2栗 54 太宰 啓介杉澤 真吾氏 本田 優 新ひだか 前谷 武志 460 ―1：24．1� 150．4	
55 メイショウフクイク 牝2栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 476 ―1：24．31 24．9

810 グッドカグラ 牝2黒鹿 54

52 △川又 賢治杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 402 ―1：24．93� 21．8�
11 テイエムストーン 牝2鹿 54 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：25．22 47．2�
66 アイファーダイヤ 牝2栗 54

53 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 452 ―1：26．26 261．1
44 ケイティシャイン 牝2鹿 54 高倉 稜瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 444 ―1：28．8大差 179．9�
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売 得 金
単勝： 41，548，900円 複勝： 36，794，700円 枠連： 10，305，600円
馬連： 50，640，500円 馬単： 33，872，200円 ワイド： 32，852，600円
3連複： 66，964，400円 3連単： 132，241，800円 計： 405，220，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（3－7） 740円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 210円 �� 230円 �� 130円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 3，560円

票 数

単勝票数 計 415489 的中 � 66106（3番人気）
複勝票数 計 367947 的中 � 44148（3番人気）� 129209（1番人気）� 97500（2番人気）
枠連票数 計 103056 的中 （3－7） 10663（3番人気）
馬連票数 計 506405 的中 �� 58465（2番人気）
馬単票数 計 338722 的中 �� 16618（6番人気）
ワイド票数 計 328526 的中 �� 33866（2番人気）�� 30740（3番人気）�� 78078（1番人気）
3連複票数 計 669644 的中 ��� 124656（1番人気）
3連単票数 計1322418 的中 ��� 26912（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―11．9―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．3―36．1―48．0―59．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックダンサー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2016．3．15生 牝2黒鹿 母 クーリドフレイズ 母母 ゴ レ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 アイファーダイヤ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイティシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月9日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アイファーダイヤ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年10月9日まで出走できない。



26019 9月9日 曇 稍重 （30阪神4）第2日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分（番組第12競走を順序変更） （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

33 ステイオンザトップ 牡4栗 57 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 472－ 21：34．7 4．3�
11 メイショウグロッケ 牝4鹿 55 武 豊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－ 21：34．91� 3．1�
89 スターリーステージ 牝3鹿 53 M．デムーロ吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋101：35．21� 2．1�
66 ラニカイサンデー 牡4鹿 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 462＋ 21：35．62� 95．3�
22 カフジグローリー 牡4黒鹿57 国分 恭介加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 524＋ 4 〃 ハナ 13．6	
88 キーフラッシュ 牡3栗 55

53 △富田 暁北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 484＋101：35．92 89．4

77 ステラローザ 牝3鹿 53 松若 風馬ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：36．0� 50．2�
44 サイモンサーマル 牡3鹿 55 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 81：36．1� 115．0�
55 モンファロン 牡3黒鹿55 和田 竜二杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 464＋121：36．41� 8．3
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売 得 金
単勝： 41，055，700円 複勝： 41，864，700円 枠連： 10，581，500円
馬連： 63，498，800円 馬単： 39，047，800円 ワイド： 37，317，600円
3連複： 77，475，200円 3連単： 167，983，300円 計： 478，824，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（1－3） 640円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 190円 �� 180円 �� 150円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 410557 的中 � 75153（3番人気）
複勝票数 計 418647 的中 � 68100（3番人気）� 82236（2番人気）� 162451（1番人気）
枠連票数 計 105815 的中 （1－3） 12631（3番人気）
馬連票数 計 634988 的中 �� 79156（3番人気）
馬単票数 計 390478 的中 �� 21674（6番人気）
ワイド票数 計 373176 的中 �� 44372（3番人気）�� 50861（2番人気）�� 70014（1番人気）
3連複票数 計 774752 的中 ��� 197663（1番人気）
3連単票数 計1679833 的中 ��� 49572（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．4―48．5―1：00．1―1：11．1―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステイオンザトップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．13 京都3着

2014．3．7生 牡4栗 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 15戦2勝 賞金 26，546，000円

26020 9月9日 小雨 重 （30阪神4）第2日 第8競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

67 メイショウマトイ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484± 02：03．3 6．7�
22 スズカガルチ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B522± 0 〃 ハナ 4．0�
811 ジョースターライト 牡5青鹿57 酒井 学上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B464± 02：03．72� 4．5�
810 フォースライン 牡4黒鹿57 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502－ 62：03．91� 2．7�
55 メジャーマジック 牝3鹿 52

49 ▲西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504＋ 62：04．11� 14．0�
78 ミトノクイーン 牝3黒鹿52 幸 英明ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B472＋ 62：04．95 8．7	
66 � ダブルアックス 牡5黒鹿57 松山 弘平田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 520－122：05．32� 181．9

44 シンゼンムサシ 牡4黒鹿57 小牧 太原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 458－ 52：06．04 29．8�
79 デンコウスティール 牡3鹿 54 城戸 義政田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 432－ 62：06．42� 296．0�
33 サンライズフォルテ 牡4黒鹿57 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 492－ 62：06．93 32．4
11 ウォーターロレンス 牡3黒鹿54 中井 裕二山岡 正人氏 安田 隆行 日高 チャンピオン

ズファーム 452＋ 62：09．0大差 59．2�
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売 得 金
単勝： 42，564，000円 複勝： 54，490，200円 枠連： 17，959，200円
馬連： 89，256，300円 馬単： 40，434，900円 ワイド： 48，754，500円
3連複： 118，064，900円 3連単： 166，802，900円 計： 578，326，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 160円 � 160円 枠 連（2－6） 1，410円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 420円 �� 510円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 10，280円

票 数

単勝票数 計 425640 的中 � 50522（4番人気）
複勝票数 計 544902 的中 � 58746（4番人気）� 94504（2番人気）� 90877（3番人気）
枠連票数 計 179592 的中 （2－6） 9863（5番人気）
馬連票数 計 892563 的中 �� 59918（5番人気）
馬単票数 計 404349 的中 �� 11745（11番人気）
ワイド票数 計 487545 的中 �� 29487（5番人気）�� 23462（6番人気）�� 34842（3番人気）
3連複票数 計1180649 的中 ��� 62928（4番人気）
3連単票数 計1668029 的中 ��� 11755（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．3―48．5―1：01．0―1：13．4―1：25．9―1：38．4―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウマトイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．1．17 京都11着

2014．5．11生 牡4鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 22戦3勝 賞金 39，550，000円



26021 9月9日 雨 重 （30阪神4）第2日 第9競走 ��
��1，400�

しんりょう

新 涼 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 マリームーン 牝3栃栗53 福永 祐一多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 456－ 41：22．7 2．9�
815� タガノジーニアス 牡5鹿 57 藤岡 佑介八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B504＋ 41：23．12	 10．8�
35 アディラート 牡4黒鹿57 松山 弘平安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 486－ 8 〃 クビ 3．6�
610 ブルームーン 牡6鹿 57 武 豊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 21：23．2	 36．5�
611 セ ネ ッ テ ィ 牡5鹿 57 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496± 01：23．3クビ 26．5�
59 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 478－ 81：23．51
 28．1	
46 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 和田 竜二北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 482－ 81：23．6� 25．4

23 ア バ ン サ ル �7栗 57 国分 恭介今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 504＋ 41：23．7	 202．8�
58 メイショウイサナ 牡3栗 55 松田 大作松本 好雄氏 南井 克巳 安平 橋本牧場 514± 01：23．91 22．9�
712 シーズララバイ 牝4栗 55 幸 英明吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 0 〃 アタマ 64．9
47 ブライスガウ 牝5栗 55 M．デムーロ一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 500＋ 41：24．22 5．5�
34 タマモカトレア 牝3鹿 53 富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 476＋10 〃 ハナ 18．1�
814 メイショウタラチネ 牝6黒鹿55 川田 将雅松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B474＋ 41：24．3	 23．7�
22 シゲルメジロザメ 牝5鹿 55 荻野 琢真森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 458＋ 21：24．61� 290．4�
11 ミカエルシチー 牡6鹿 57 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 B524＋ 6 〃 アタマ 16．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，590，300円 複勝： 83，492，600円 枠連： 30，870，700円
馬連： 139，131，300円 馬単： 56，891，000円 ワイド： 92，954，400円
3連複： 214，942，000円 3連単： 247，590，400円 計： 924，462，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 250円 � 160円 枠 連（7－8） 1，300円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 630円 �� 330円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 585903 的中 � 157359（1番人気）
複勝票数 計 834926 的中 � 189246（1番人気）� 66046（4番人気）� 141427（2番人気）
枠連票数 計 308707 的中 （7－8） 18398（5番人気）
馬連票数 計1391313 的中 �� 60907（4番人気）
馬単票数 計 568910 的中 �� 15279（7番人気）
ワイド票数 計 929544 的中 �� 36611（4番人気）�� 78891（1番人気）�� 29311（5番人気）
3連複票数 計2149420 的中 ��� 66602（2番人気）
3連単票数 計2475904 的中 ��� 13323（14番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．2―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―34．2―46．4―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリームーン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．6．18 函館6着

2015．4．14生 牝3栃栗 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 11戦3勝 賞金 39，634，000円

26022 9月9日 雨 稍重 （30阪神4）第2日 第10競走 ��
��1，800�ムーンライトハンデキャップ

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，29．9．9以降30．9．2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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

11 ヴァフラーム 牝6鹿 52 川又 賢治市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B488－ 61：47．0 15．4�

810 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 462± 01：47．1� 9．5�

79 ロ ラ イ マ �5鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 10．9�
67 テ ィ ソ ー ナ �5黒鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 アタマ 42．2�
33 メイショウキトラ 牡7栗 52 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 498＋101：47．31 75．1	
78 プレミオテーラー 牝6黒鹿53 荻野 極中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 490＋121：47．4	 33．9

66 バティスティーニ 牡5鹿 55 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 490± 01：47．71	 5．5�
22 ボールライトニング 牡5栗 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 526＋ 81：48．12� 13．2�
811 アップクォーク 牡5黒鹿56 M．デムーロ �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 508－ 6 〃 ハナ 2．1
55 エ マ ノ ン 牝5黒鹿52 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 5．0�
44 
 アポロテキサス �5鹿 54 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 488－ 21：48．31 129．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 61，713，000円 複勝： 80，889，700円 枠連： 26，061，000円
馬連： 143，072，800円 馬単： 68，670，000円 ワイド： 83，143，900円
3連複： 190，520，100円 3連単： 301，557，900円 計： 955，628，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 340円 � 290円 � 280円 枠 連（1－8） 1，370円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 12，650円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，180円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 13，210円 3 連 単 ��� 96，690円

票 数

単勝票数 計 617130 的中 � 32006（7番人気）
複勝票数 計 808897 的中 � 60250（6番人気）� 72755（5番人気）� 78416（4番人気）
枠連票数 計 260610 的中 （1－8） 14716（6番人気）
馬連票数 計1430728 的中 �� 19498（20番人気）
馬単票数 計 686700 的中 �� 4071（41番人気）
ワイド票数 計 831439 的中 �� 14750（18番人気）�� 18249（17番人気）�� 19520（16番人気）
3連複票数 計1905201 的中 ��� 10812（41番人気）
3連単票数 計3015579 的中 ��� 2261（267番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．8―12．1―11．8―11．1―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―34．9―46．7―58．8―1：10．6―1：21．7―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァフラーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．7．12 中京3着

2012．2．13生 牝6鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 26戦5勝 賞金 98，245，000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



26023 9月9日 雨 重 （30阪神4）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第32回産経賞セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，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56�，牝馬
2�減，29．9．9以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，29．9．8以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

814 ファインニードル 牡5鹿 58 川田 将雅ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 41：08．8 3．4�

22 ラブカンプー 牝3黒鹿52 M．デムーロ増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 434＋ 81：09．01� 3．9�
713 グレイトチャーター 牡6鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 41：09．1� 20．0�
34 コウエイタケル 牡7鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 502± 01：09．2� 69．7�
58 ラインスピリット 牡7黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442＋ 2 〃 アタマ 28．2�
59 ネ ロ 牡7栗 56 福永 祐一西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 470＋ 9 〃 アタマ 5．0	
712 ブラヴィッシモ 牡6鹿 56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B494± 0 〃 アタマ 144．2

23 アドマイヤゴッド 牡6鹿 56 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－ 41：09．3クビ 36．0�
610 フミノムーン 牡6栗 56 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 442－ 21：09．51
 84．0�
611 ア ン ヴ ァ ル 牝3鹿 52 松若 風馬 社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：09．71
 9．7�
47 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿54 武 豊�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 476－ 21：09．8クビ 8．7�
46 � アサクサゲンキ 牡3鹿 54 松山 弘平田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

466＋ 8 〃 ハナ 11．3�
35 レジーナフォルテ 牝4黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 492－ 41：10．01
 20．8�
815 ウインソワレ 牝6鹿 54 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 482＋241：10．63� 187．3�
11 マッチレスヒーロー 牡7栗 56 荻野 極日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B476＋ 2 〃 クビ 151．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 186，239，200円 複勝： 221，541，500円 枠連： 107，994，100円
馬連： 643，761，300円 馬単： 247，037，500円 ワイド： 313，523，600円
3連複： 1，074，957，500円 3連単： 1，564，352，500円 計： 4，359，407，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 350円 枠 連（2－8） 670円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，040円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 15，660円

票 数

単勝票数 計1862392 的中 � 431800（1番人気）
複勝票数 計2215415 的中 � 459423（1番人気）� 368333（2番人気）� 122370（7番人気）
枠連票数 計1079941 的中 （2－8） 123290（1番人気）
馬連票数 計6437613 的中 �� 679563（1番人気）
馬単票数 計2470375 的中 �� 132193（2番人気）
ワイド票数 計3135236 的中 �� 263281（1番人気）�� 72853（14番人気）�� 58124（16番人気）
3連複票数 計10749575 的中 ��� 200561（9番人気）
3連単票数 計15643525 的中 ��� 72379（27番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．8―11．3―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．3―44．6―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．5
3 ・（2，9）－（5，8）7（4，14）6（10，15）3（12，11）13－1 4 ・（2，9）－（5，8）7（4，6，14）（3，10，15）（12，11）13＝1

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡5鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 25戦9勝 賞金 364，916，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 ダイアナヘイロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ダイアナヘイロー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年10月9日まで出走できない。
※マッチレスヒーロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりファインニードル号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月9日 雨 不良 （30阪神4）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分（番組第7競走を順序変更） （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

815 サ ヴ ィ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 81：23．3 1．7�

59 グローリーグローリ 牡3黒鹿55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 480－ 61：23．93� 6．2�
814 ブライトエンパイア 牡3鹿 55 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 446＋ 8 〃 ハナ 25．2�
23 ヌーディーカラー 牡3鹿 55 福永 祐一吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 466－ 21：24．0� 5．2�
34 ハッシュタグ 牡4鹿 57

55 △川又 賢治石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 21：24．21� 27．3�
611 アドマイヤロマン 牡5栗 57 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478± 01：24．52 14．4�
712 クリノアントニヌス 牡4栗 57 水口 優也栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 524＋ 4 〃 アタマ 34．9	
46 マースゴールド 牡3栗 55

53 △森 裕太朗キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 450－101：24．6� 34．4

11 サ イ エ ン 牝3栗 53 高倉 稜 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 418± 01：24．81� 120．3�
610 サンマルエンパイア 牡4鹿 57 和田 竜二相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466± 0 〃 クビ 37．0
713 メイショウアキツ 牡3黒鹿 55

53 △富田 暁松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 B454－ 21：24．9� 26．3�
22 ウォーターミリオン 牡5栗 57 菱田 裕二山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 438＋121：25．43 271．1�
58 タガノバルバドス 牡3鹿 55 幸 英明八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 61：25．61� 35．7�
47 � ディランフィールド 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希大野 照旺氏 西橋 豊治 安平 ノーザンファーム 498－ 41：25．91	 83．3�
35 コ ー ン ス ス 牡3鹿 55 秋山真一郎加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 514＋111：26．53� 85．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，129，700円 複勝： 94，779，300円 枠連： 42，483，300円
馬連： 180，604，600円 馬単： 92，512，600円 ワイド： 114，388，800円
3連複： 282，719，400円 3連単： 439，266，800円 計： 1，320，884，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 350円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 260円 �� 710円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 計 741297 的中 � 336943（1番人気）
複勝票数 計 947793 的中 � 329629（1番人気）� 125828（3番人気）� 43192（6番人気）
枠連票数 計 424833 的中 （5－8） 70317（1番人気）
馬連票数 計1806046 的中 �� 267442（2番人気）
馬単票数 計 925126 的中 �� 106064（2番人気）
ワイド票数 計1143888 的中 �� 129599（1番人気）�� 38797（6番人気）�� 18600（15番人気）
3連複票数 計2827194 的中 ��� 75700（5番人気）
3連単票数 計4392668 的中 ��� 45405（11番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．0―12．1―11．9―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ヴ ィ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．2．11 京都1着

2014．5．10生 牡4黒鹿 母 ヴィヴァヴォーチェ 母母 トークショウ 8戦3勝 賞金 29，406，000円

４レース目



（30阪神4）第2日 9月9日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 136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

289，100，000円
2，590，000円
21，120，000円
2，340，000円
33，010，000円
56，977，500円
4，373，000円
1，305，600円

勝馬投票券売得金
667，825，100円
766，148，000円
281，249，100円
1，518，133，500円
720，239，500円
855，934，700円
2，306，062，500円
3，605，143，200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 10，720，735，600円

総入場人員 13，455名 （有料入場人員 12，374名）
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