
26073 9月23日 晴 稍重 （30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

78 � スマートドレイク 牡2鹿 54 和田 竜二大川 徹氏 村山 明 加
Anderson Farms Ont. Inc.,
Rod Ferguson Farms Ltd &
Donald Ferguson

480＋ 21：12．4 1．3�
810 ハイリミットゾーン 牡2栗 54 松田 大作�KTレーシング 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 41：13．25 13．6�
44 アイファーメンバー 牡2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 472＋ 41：13．41 19．4�
89 ラ フ ィ テ ィ 牝2栗 54 秋山真一郎中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 434＋ 6 〃 ハナ 9．6�
77 テイエムストーン 牝2鹿 54 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 458± 01：13．5� 25．1�
55 キモンボーイ 牡2鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 482＋ 21：13．71	 38．1	
33 スマートレムリア 牡2黒鹿54 松山 弘平大川 徹氏 石坂 正 日高 株式会社ス

マート 454－ 61：14．23 5．6

22 ロ ズ 牝2鹿 54

52 △富田 暁 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B440± 01：14．62� 171．7�
66 アマノコマンダー 牡2鹿 54 水口 優也中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472－ 21：14．81	 98．7�
11 メイショウアマギ 牡2鹿 54

51 ▲西村 淳也松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 450－141：15．11
 78．8
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，520，900円 複勝： 79，715，100円 枠連： 7，961，500円
馬連： 37，966，500円 馬単： 29，265，600円 ワイド： 30，134，400円
3連複： 56，252，200円 3連単： 121，135，900円 計： 387，952，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 220円 � 240円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 300円 �� 350円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 255209 的中 � 147409（1番人気）
複勝票数 計 797151 的中 � 617619（1番人気）� 24849（4番人気）� 21235（5番人気）
枠連票数 計 79615 的中 （7－8） 21256（1番人気）
馬連票数 計 379665 的中 �� 51001（3番人気）
馬単票数 計 292656 的中 �� 30171（3番人気）
ワイド票数 計 301344 的中 �� 28031（3番人気）�� 23143（4番人気）�� 6004（13番人気）
3連複票数 計 562522 的中 ��� 25252（6番人気）
3連単票数 計1211359 的中 ��� 21276（11番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．0―12．2―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スマートドレイク �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Dynaformer デビュー 2018．7．15 中京11着

2016．4．4生 牡2鹿 母 Lookalike 母母 Hard to Copy 3戦1勝 賞金 7，000，000円

26074 9月23日 晴 良 （30阪神4）第7日 第2競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

55 トーセンカンビーナ 牡2鹿 54 M．デムーロ島川 �哉氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 446－ 61：47．7 1．4�
66 ホウオウライジン 牡2栗 54 川田 将雅小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋221：48．65 5．4�
88 プ ロ ム 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 480± 01：48．81� 24．9�
11 ウォーターエデン 牝2鹿 54 和田 竜二山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 480＋121：49．01� 6．1�
77 ダンツキャッスル 牡2鹿 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 474－ 21：49．53 11．3�
22 マイネルリサイタル 牡2鹿 54 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 01：49．92� 216．9

44 コアヴィクトリー 牡2鹿 54 川須 栄彦西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 438－ 21：50．75 287．8�
33 ボーダードライヴ 牡2鹿 54 戸崎 圭太村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 520－ 61：51．97 28．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，718，100円 複勝： 84，268，700円 枠連： 発売なし
馬連： 37，658，300円 馬単： 31，063，900円 ワイド： 24，717，400円
3連複： 47，709，400円 3連単： 136，673，900円 計： 390，809，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 150円 �� 420円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 287181 的中 � 161798（1番人気）
複勝票数 計 842687 的中 � 659953（1番人気）� 63234（2番人気）� 16476（5番人気）
馬連票数 計 376583 的中 �� 112126（1番人気）
馬単票数 計 310639 的中 �� 69539（1番人気）
ワイド票数 計 247174 的中 �� 55779（1番人気）�� 12800（6番人気）�� 6701（10番人気）
3連複票数 計 477094 的中 ��� 30797（4番人気）
3連単票数 計1366739 的中 ��� 41961（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．9―48．2―1：00．8―1：13．3―1：24．6―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンカンビーナ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Hawk Wing デビュー 2018．7．8 中京2着

2016．2．7生 牡2鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーダードライヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月23日まで平地

競走に出走できない。

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23日 晴 稍重 （30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 グーテンターク 牡3鹿 56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：53．0 4．0�
48 ナムラシシマル 牡3鹿 56 国分 恭介奈村 信重氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 492－ 81：53．42� 20．3�
36 ア ト ス 牡3青鹿56 戸崎 圭太前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 B446± 01：54．14 3．7�
510 サンライズソル 牡3黒鹿56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 490－ 8 〃 ハナ 4．1�
714 レディーキティ 牝3鹿 54 浜中 俊廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 404－ 21：54．2� 25．6�
612 ビップフェリックス 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B460－ 61：54．3� 16．1	
59 アンドレアス 	3青鹿56 岡田 祥嗣寺田千代乃氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458＋101：54．4� 9．2

23 
 トランプキャンディ 牡3黒鹿56 幸 英明林 千枝子氏 鈴木 孝志 米 Siena

Farms LLC 516－ 81：54．61� 72．1�
815 カ リ マ 	3鹿 56 岩田 康誠前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 01：54．81� 8．2�
35 エアヴェイユ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 422－ 8 〃 クビ 113．8
11 タガノフウジン 牡3黒鹿56 田中 健八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442± 01：54．9� 45．6�
12 グランロジエ 牝3芦 54 藤懸 貴志吉田 勝己氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 21：56．17 377．2�
713 ココナッツスルー 牝3黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 442－ 4 〃 アタマ 17．0�
611 メイショウドーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好�氏 沖 芳夫 浦河 浦河日成牧場 452＋ 61：57．16 344．6�
24 ウォーターアレグロ 牡3栗 56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 446－121：58．05 405．9�
47 グランドレビュー 牝3栗 54

53 ☆義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 492 ― （競走中止） 290．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，361，300円 複勝： 45，403，700円 枠連： 17，620，000円
馬連： 61，270，700円 馬単： 30，267，200円 ワイド： 45，651，500円
3連複： 97，100，100円 3連単： 114，836，100円 計： 443，510，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 330円 � 140円 枠 連（4－8） 2，950円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 940円 �� 310円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 20，950円

票 数

単勝票数 計 313613 的中 � 62445（2番人気）
複勝票数 計 454037 的中 � 92250（2番人気）� 25851（6番人気）� 93093（1番人気）
枠連票数 計 176200 的中 （4－8） 4622（10番人気）
馬連票数 計 612707 的中 �� 14076（13番人気）
馬単票数 計 302672 的中 �� 4287（20番人気）
ワイド票数 計 456515 的中 �� 11656（10番人気）�� 43360（1番人気）�� 10668（13番人気）
3連複票数 計 971001 的中 ��� 21287（10番人気）
3連単票数 計1148361 的中 ��� 3974（65番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―12．3―12．5―12．8―13．0―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．0―49．3―1：01．8―1：14．6―1：27．6―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．4
1
3
6－11，14（3，16）（4，8，13）（5，12）－（1，10）－（2，9）15＝7
6－11，14（3，16）（8，13）5，12（4，1，10）（2，9）15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グーテンターク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．7．8 中京7着

2015．2．15生 牡3鹿 母 ジンジャーミスト 母母 ジンジャーパンチ 14戦1勝 賞金 15，050，000円
〔競走中止〕 グランドレビュー号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 グランドレビュー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウドーラ号・ウォーターアレグロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

10月23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。
（非当選馬） 2頭 カレンスレイ号・ゴールデンタッチ号
（非抽選馬） 2頭 メイショウレイロウ号・リズロン号

26076 9月23日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30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

55 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 452＋ 43：19．2 9．9�
710 メイショウタンヅツ 牡4鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 470＋ 63：20．58 2．6�
67 メメニシコリ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 466± 03：20．6� 16．5�
68 サウスオブボーダー 牡5鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 460＋ 43：20．7� 9．0�
22 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 60 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 23：21．01� 3．3�
11 シゲルキハダマグロ 牡5栗 60 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 446＋ 63：21．95 84．7	
56 ラガースパーブ 牡3鹿 58 熊沢 重文奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 豊郷牧場 450＋ 43：23．28 33．1

811 ラ デ ィ ウ ス 牡7鹿 60 難波 剛健名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 470－ 83：23．3クビ 6．4�
44 � メイショウワカアユ 牡6鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 480＋ 43：24．25 13．1�
79 デカルコマニー 牡3鹿 58 草野 太郎松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 450－ 43：24．52 196．0
33 ブルベアサンショウ 牡3鹿 58 黒岩 悠 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 462± 03：24．6� 93．7�
812 ダイチョウセブン 牡3青鹿58 植野 貴也長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 466－ 63：26．210 73．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，014，300円 複勝： 24，533，500円 枠連： 9，792，200円
馬連： 35，285，900円 馬単： 21，106，000円 ワイド： 24，824，400円
3連複： 59，473，000円 3連単： 86，847，100円 計： 280，876，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 280円 � 140円 � 280円 枠 連（5－7） 1，390円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，220円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 29，430円

票 数

単勝票数 計 190143 的中 � 15333（5番人気）
複勝票数 計 245335 的中 � 19371（4番人気）� 57526（2番人気）� 19370（5番人気）
枠連票数 計 97922 的中 （5－7） 5434（7番人気）
馬連票数 計 352859 的中 �� 17300（4番人気）
馬単票数 計 211060 的中 �� 3943（17番人気）
ワイド票数 計 248244 的中 �� 10667（8番人気）�� 4981（16番人気）�� 11376（5番人気）
3連複票数 計 594730 的中 ��� 11117（14番人気）
3連単票数 計 868471 的中 ��� 2139（106番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 52．4－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシルフ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．8．22 新潟3着

2013．2．24生 牡5栗 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 障害：5戦1勝 賞金 11，000，000円



26077 9月23日 曇 良 （30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 グランデストラーダ 牝2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470 ―2：04．4 1．3�
22 マスターフェンサー 牡2栗 54 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 486 ―2：04．82� 9．8�
11 ヴァロリザー 牡2黒鹿54 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 508 ―2：04．9クビ 4．2�
33 エイシンノヘキレキ 牡2鹿 54 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 462 ― 〃 アタマ 8．7�
44 ロードホライゾン 牡2鹿 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか 原口牧場 458 ―2：07．0大差 47．6	

（5頭）

売 得 金
単勝： 35，918，100円 複勝： 65，514，600円 枠連： 発売なし
馬連： 26，504，700円 馬単： 32，171，400円 ワイド： 13，251，200円
3連複： 23，773，600円 3連単： 150，259，300円 計： 347，392，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 150円 �� 110円 �� 190円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計 359181 的中 � 215455（1番人気）
複勝票数 計 655146 的中 � 511945（1番人気）� 28595（4番人気）
馬連票数 計 265047 的中 �� 48307（2番人気）
馬単票数 計 321714 的中 �� 41016（3番人気）
ワイド票数 計 132512 的中 �� 18079（3番人気）�� 48487（1番人気）�� 11494（5番人気）
3連複票数 計 237736 的中 ��� 71475（2番人気）
3連単票数 計1502593 的中 ��� 116261（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．5―12．7―12．4―12．5―12．1―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―38．8―51．5―1：03．9―1：16．4―1：28．5―1：40．2―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
1，2，3，5＝4・（1，2）（3，5）＝4

2
4
1，2－（3，5）＝4・（1，2）（3，5）＝4

勝馬の
紹 介

グランデストラーダ 

�
父 ハーツクライ 


�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2016．5．4生 牝2鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マスターフェンサー号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

26078 9月23日 曇 稍重 （30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

713 メ デ ィ ク ス 牡2栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 452 ―1：26．3 15．0�

47 スマートセラヴィー 牡2栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 516 ―1：26．4� 1．5�
36 ハイパワードトップ 牡2黒鹿54 藤岡 康太吉田 千津氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 448 ―1：27．35 8．3�
24 アーズローヴァー 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 446 ―1：27．62 4．8�
35 メイショウメイカ 牝2芦 54 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 474 ―1：27．7クビ 203．2	
23 ニューモニュメント 牡2鹿 54 戸崎 圭太前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 474 ―1：28．23 15．1

611 タガノスミカ 牝2栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440 ―1：28．51� 165．5�
59 ランドリュウオー 牡2栗 54 秋山真一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 446 ― 〃 クビ 68．3�
815 トウケイピン 牡2青 54

53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 湯窪 幸雄 新冠 川上牧場 484 ―1：28．71	 126．4
11 サウスブランコ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 460 ―1：28．91	 54．2�
48 メイショウロサン 牡2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 466 ―1：29．21� 134．0�
510 クリノソルアステカ 牡2栗 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 大北牧場 476 ― 〃 クビ 273．7�
714 ブルベアヴェルデ 牡2黒鹿 54

52 △富田 暁 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 454 ―1：29．62
 48．4�
612 クイーンブロッサム 牝2栗 54

53 ☆荻野 極吉田 勝己氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444 ―1：30．34 43．5�

816 ミルトスミス 牡2鹿 54 松若 風馬永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新冠 つつみ牧場 478 ―1：30．4� 107．2�
12 ラ ン バ ー ト 牡2鹿 54 和田 竜二山本又一郎氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 468 ―1：30．71� 46．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，033，200円 複勝： 48，908，700円 枠連： 16，119，500円
馬連： 51，093，500円 馬単： 32，166，700円 ワイド： 39，590，300円
3連複： 75，916，100円 3連単： 114，002，500円 計： 414，830，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 220円 � 110円 � 190円 枠 連（4－7） 770円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，060円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 19，400円

票 数

単勝票数 計 370332 的中 � 20787（4番人気）
複勝票数 計 489087 的中 � 34167（4番人気）� 233798（1番人気）� 41114（3番人気）
枠連票数 計 161195 的中 （4－7） 16049（3番人気）
馬連票数 計 510935 的中 �� 38963（4番人気）
馬単票数 計 321667 的中 �� 6977（9番人気）
ワイド票数 計 395903 的中 �� 27738（3番人気）�� 8446（11番人気）�� 37457（2番人気）
3連複票数 計 759161 的中 ��� 31150（5番人気）
3連単票数 計1140025 的中 ��� 4260（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．3―47．9―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．4
3 13，7，14（5，15）－12（9，10，6，8）（3，11，16，4）1，2 4 13，7（14，15）（5，8）4（10，12，6）（9，11）3－1－16－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メ デ ィ ク ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2016．4．30生 牡2栗 母 エーシンベタラネリ 母母 Vermont Girl 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シーシャープ号



26079 9月23日 曇 良 （30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

36 チ ト ニ ア 牝4栗 55 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 474＋ 21：33．4 7．0�

818� エアアルマス 牡3鹿 55 川田 将雅 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

480＋201：33．61	 4．2�
612 メイショウグロッケ 牝4鹿 55 浜中 俊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 61：33．81
 7．5�
713 ロードマドリード 牡3鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 中竹 和也 新ひだか ケイアイファーム B444－ 41：33．9クビ 4．7�
715 ナンヨープランタン 牡3黒鹿55 �島 克駿中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448－ 21：34．0� 20．7	
35 ロクセラーナ 牝3鹿 53 松山 弘平近藤 英子氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 クビ 9．0

59 スラッシュメタル 牡3鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 442＋121：34．1クビ 4．1�
23 ダノンパーフェクト 牡3鹿 55 小崎 綾也�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：34．2
 53．1�
714 リ ン ク ス 5鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋101：34．73 20．7
48 バレーノロッソ 牡3栗 55

54 ☆川又 賢治 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 クビ 104．8�
611 クリノフラッシュ 牝3青鹿 53

51 △富田 暁栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 424－ 41：34．8� 154．9�
12 � ラスエモーショネス 牝3鹿 53 松若 風馬野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 466＋ 41：35．11� 80．4�
11 クリノアリエル 牝3青 53 藤岡 康太栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 424－ 2 〃 クビ 84．6�
816� エ ナ ホ ー プ 牝4黒鹿 55

54 ☆荻野 極宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 494± 01：35．31	 158．4�
817 コ ー ン ス ス 牡3鹿 55 幸 英明加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 510－ 41：36．47 433．4�
510 スズカシャルム 牝3栗 53

50 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 424＋ 11：36．82
 584．9�
24 � ペ ガ ー ズ 牡4鹿 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 482＋ 41：36．9クビ 71．0�
47 メイショウオンタケ 牡3栗 55 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 484－ 81：39．2大差 212．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，088，700円 複勝： 64，816，700円 枠連： 24，871，000円
馬連： 92，245，600円 馬単： 39，807，700円 ワイド： 61，424，300円
3連複： 131，204，800円 3連単： 153，936，500円 計： 615，395，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 180円 � 220円 枠 連（3－8） 1，080円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 730円 �� 750円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 24，500円

票 数

単勝票数 計 470887 的中 � 53800（4番人気）
複勝票数 計 648167 的中 � 76064（4番人気）� 103287（3番人気）� 72717（5番人気）
枠連票数 計 248710 的中 （3－8） 17808（6番人気）
馬連票数 計 922456 的中 �� 45572（5番人気）
馬単票数 計 398077 的中 �� 7576（21番人気）
ワイド票数 計 614243 的中 �� 21494（9番人気）�� 20759（10番人気）�� 25027（7番人気）
3連複票数 計1312048 的中 ��� 25669（13番人気）
3連単票数 計1539365 的中 ��� 4555（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．8―47．8―59．5―1：10．6―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．9
3 ・（16，17）（12，13）8，5（6，15，18）（11，9）2（3，14）－10，4，7，1 4 13（16，17）（12，5）8（6，18）（11，15，9）（2，3，14）－1－（4，10）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チ ト ニ ア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．5．14 京都5着

2014．2．19生 牝4栗 母 ク ロ カ ミ 母母 Milde 9戦3勝 賞金 30，536，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウオンタケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月23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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サウンドシップ号

26080 9月23日 曇 稍重 （30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

713 マルカノカガヤキ 牡4黒鹿57 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 512＋ 81：52．5 5．5�
35 プエルタデルソル 牡4栗 57 藤岡 康太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 81：53．13� 19．0�
48 ブロンズケイ 牡3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 504± 0 〃 ハナ 6．7�
612 ワンダーウマス 牡4鹿 57 岩田 康誠山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 490＋ 21：53．2� 2．1�
510 シンコーメグチャン 牝3鹿 52 高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 474＋101：53．51� 29．0�
815 ル リ ジ オ ン 牡3鹿 54

53 ☆川又 賢治�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 490－ 61：53．6� 69．5	

611 タガノバルバドス 牡3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470＋ 4 〃 ハナ 38．9


36 オンワードハンター 牡7鹿 57 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 474－ 6 〃 クビ 189．0�
12 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 476± 01：53．81� 21．0�
47 ドゥドゥドゥ 牡5青鹿 57

54 ▲三津谷隼人ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 474＋101：54．43� 112．7�
24 ダノンスパーク 牡5鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522－ 61：54．71� 4．9�
59 	 アイファーイチオー 牡4栗 57 田中 健中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 496＋ 8 〃 クビ 303．3�
816	 ウイングエンペラー 牡5栗 57 幸 英明池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 478－ 41：55．12� 148．6�
714 メイショウナガマサ 牡6鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 518－ 11：55．42 48．8�
23 オースミハナチャン 牝5栗 55

52 ▲服部 寿希�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 508＋ 21：55．93 200．1�
11 コ ラ ー ド 牡3芦 54

52 △富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 490＋ 61：56．11� 32．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，958，500円 複勝： 50，336，700円 枠連： 23，142，600円
馬連： 93，483，700円 馬単： 45，625，800円 ワイド： 58，261，500円
3連複： 130，417，900円 3連単： 186，751，400円 計： 628，978，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 480円 � 240円 枠 連（3－7） 4，930円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 480円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 7，630円 3 連 単 ��� 45，460円

票 数

単勝票数 計 409585 的中 � 58515（3番人気）
複勝票数 計 503367 的中 � 63318（3番人気）� 23280（5番人気）� 59430（4番人気）
枠連票数 計 231426 的中 （3－7） 3632（16番人気）
馬連票数 計 934837 的中 �� 12383（15番人気）
馬単票数 計 456258 的中 �� 3555（26番人気）
ワイド票数 計 582615 的中 �� 9947（15番人気）�� 33479（4番人気）�� 8565（17番人気）
3連複票数 計1304179 的中 ��� 12805（23番人気）
3連単票数 計1867514 的中 ��� 2978（124番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．7―12．8―12．9―12．2―12．4―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．2―49．0―1：01．9―1：14．1―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルカノカガヤキ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2017．3．4 阪神2着

2014．4．19生 牡4黒鹿 母 アドマイヤイチ 母母 タガノアイリス 12戦1勝 賞金 12，900，000円
［他本会外：2戦2勝］



26081 9月23日 曇 良 （30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，29．9．23以降30．9．17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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

77 ルタンデュボヌール 牡4黒鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486＋ 81：34．8 2．7�
33 インビジブルレイズ 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 472＋ 21：34．9� 5．5�
55 ウェーブヒーロー 牡5鹿 54 秋山真一郎万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 492＋ 21：35．0� 18．0�
11 ナイトバナレット 牡4芦 56 国分 優作 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 8 〃 アタマ 37．2�
66 ドリームソルジャー 牡4栗 54 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 466－ 2 〃 ハナ 18．8	

22 メイショウオーパス 牡3黒鹿53 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486± 01：35．1クビ 27．0

78 エイシンデジタル 牡3栗 53 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 510－ 81：35．31	 13．3�
89 サンラモンバレー 牡3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋16 〃 アタマ 2．9�
44 ブルベアトリュフ 牡3鹿 54 松山 弘平 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 
川 啓一 446＋ 21：35．51� 8．7
810 ロードアルバータ 牡4青鹿56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 中竹 和也 新ひだか ケイアイファーム B456＋ 21：35．71	 73．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 61，779，500円 複勝： 73，526，300円 枠連： 18，414，800円
馬連： 119，116，200円 馬単： 60，823，000円 ワイド： 74，498，600円
3連複： 150，524，100円 3連単： 267，311，700円 計： 825，994，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 170円 � 280円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 330円 �� 630円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 617795 的中 � 176514（1番人気）
複勝票数 計 735263 的中 � 184954（1番人気）� 113100（3番人気）� 50776（6番人気）
枠連票数 計 184148 的中 （3－7） 20351（2番人気）
馬連票数 計1191162 的中 �� 116607（2番人気）
馬単票数 計 608230 的中 �� 32698（3番人気）
ワイド票数 計 744986 的中 �� 63127（2番人気）�� 29341（7番人気）�� 16694（14番人気）
3連複票数 計1505241 的中 ��� 37415（9番人気）
3連単票数 計2673117 的中 ��� 17252（33番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．9―12．5―12．3―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．0―48．5―1：00．8―1：12．2―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 2－（7，8）3（4，9）（1，5）（6，10） 4 2（7，8）（3，4，9）（1，5，10）6

勝馬の
紹 介

ルタンデュボヌール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．16 中京10着

2014．2．2生 牡4黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 10戦4勝 賞金 47，949，000円
〔制裁〕 ナイトバナレット号の騎手国分優作は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：2番）

26082 9月23日 曇 良 （30阪神4）第7日 第10競走 ��
��2，000�

にしのみや

西宮ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

88 エアウィンザー 牡4黒鹿57 M．デムーロ �ラッキーフィールド中竹 和也 千歳 社台ファーム 500＋ 42：02．3 1．4�
44 サトノケンシロウ 牡5黒鹿57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 5．2�
66 クリノラホール 牝5芦 55 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 450－ 22：02．62 50．9�
22 ロイカバード 牡5黒鹿57 戸崎 圭太寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 62：02．7� 23．6�
77 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 松山 弘平�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 512－10 〃 クビ 126．0	
33 アルメリアブルーム 牝4鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 426± 02：02．8	 11．8

11 スマートエレメンツ 牡4鹿 57 浜中 俊大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 518＋ 4 〃 ハナ 5．3�

55 アテンフェスタ 牡5栗 57 荻野 極河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 494＋ 42：02．9クビ 20．7
（8頭）

売 得 金
単勝： 63，894，000円 複勝： 172，168，200円 枠連： 発売なし
馬連： 103，825，300円 馬単： 79，288，000円 ワイド： 59，911，100円
3連複： 118，309，900円 3連単： 415，379，000円 計： 1，012，775，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 410円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 840円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 638940 的中 � 343048（1番人気）
複勝票数 計1721682 的中 � 1371243（1番人気）� 106711（2番人気）� 17817（7番人気）
馬連票数 計1038253 的中 �� 266293（1番人気）
馬単票数 計 792880 的中 �� 149625（1番人気）
ワイド票数 計 599111 的中 �� 124979（1番人気）�� 15119（9番人気）�� 7998（15番人気）
3連複票数 計1183099 的中 ��� 30892（10番人気）
3連単票数 計4153790 的中 ��� 44811（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―37．7―50．5―1：03．2―1：15．9―1：28．1―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアウィンザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 阪神2着

2014．2．15生 牡4黒鹿 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 12戦5勝 賞金 88，707，000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



26083 9月23日 曇 良 （30阪神4）第7日 第11競走 ��
��2，400�第66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 714，000円 204，000円 102，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

33 ワグネリアン 牡3鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460＋102：25．6 2．7�

22 エ タ リ オ ウ 牡3青鹿56 M．デムーロ �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 B468＋142：25．7� 4．6�

66 メイショウテッコン 牡3青鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 B496＋14 〃 アタマ 16．7�
78 エポカドーロ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 486－ 42：26．12� 2．7�
44 ステイフーリッシュ 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 454＋ 22：26．41� 11．9	
55 タイムフライヤー 牡3鹿 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 22：26．5� 27．4

77 ビッグスモーキー 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 クビ 181．4�
11 ゴーフォザサミット 牡3黒鹿56 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 494－ 42：26．81� 12．9�
89 アドマイヤアルバ 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：26．9� 27．1
810 ハーベストムーン 牡3黒鹿56 幸 英明三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 508－ 52：28．07 314．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 277，786，100円 複勝： 280，572，400円 枠連： 71，537，700円
馬連： 714，160，100円 馬単： 367，418，500円 ワイド： 351，545，500円
3連複： 970，191，000円 3連単： 2，359，290，700円 計： 5，392，502，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 170円 � 330円 枠 連（2－3） 730円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 320円 �� 710円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 10，650円

票 数

単勝票数 計2777861 的中 � 812995（2番人気）
複勝票数 計2805724 的中 � 832562（1番人気）� 402921（3番人気）� 148150（6番人気）
枠連票数 計 715377 的中 （2－3） 75375（3番人気）
馬連票数 計7141601 的中 �� 765771（3番人気）
馬単票数 計3674185 的中 �� 210585（4番人気）
ワイド票数 計3515455 的中 �� 313106（3番人気）�� 121612（9番人気）�� 89008（14番人気）
3連複票数 計9701910 的中 ��� 247502（12番人気）
3連単票数 計23592907 的中 ��� 160549（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．5―12．5―12．7―12．5―12．5―12．3―11．8―11．2―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―36．7―49．2―1：01．9―1：14．4―1：26．9―1：39．2―1：51．0―2：02．2―2：13．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワグネリアン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．16 中京1着

2015．2．10生 牡3鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 7戦5勝 賞金 360，855，000円
〔制裁〕 エタリオウ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・4番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりワグネリアン号・エタリオウ号・メイショウテッコン号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26084 9月23日 曇 稍重 （30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
1：20．3

不良
不良

36 ホウショウナウ 牡3栗 55 M．デムーロ芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 498＋ 81：23．3 3．4�
713 イシュトヴァーン 牡3鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500－161：23．4� 2．7�
48 メイショウヤクシマ 牡5栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 468± 01：23．71� 43．9�
714 アスターソード 牡3鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 448－ 2 〃 クビ 50．7�
11 シルバーポジー 牝5芦 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋12 〃 ハナ 7．1�
816� タガノジーニアス 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B504± 01：23．91� 8．6	
35 マイネルオスカル 牡3栗 55 戸崎 圭太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 木村牧場 486＋ 81：24．11� 11．4�
815 スノードリーム 牝5芦 55 小崎 綾也三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 460± 01：24．2	 232．8�
59 ワンダーレアリサル 牝4鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 482＋ 2 〃 クビ 22．2
12 ダブルコーク 牡7黒鹿57 秋山真一郎
G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496± 01：24．3	 32．3�
24 プエルトプリンセサ 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 430－ 41：24．51� 251．0�
510 スーパーライナー 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B484＋ 41：24．6クビ 166．4�
611 プレシャスルージュ 
6黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：25．34 217．0�
612� ゴーフォワード 
5鹿 57

56 ☆加藤 祥太前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：25．4� 226．9�
23 ラインフィール 牡5栗 57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 502± 01：25．71� 81．8�
47 ミッキーグッドネス 牝5鹿 55

53 △富田 暁野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 414＋ 61：26．44 9．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 89，981，300円 複勝： 114，444，100円 枠連： 50，128，200円
馬連： 219，020，400円 馬単： 90，268，200円 ワイド： 139，040，800円
3連複： 335，154，600円 3連単： 444，158，600円 計： 1，482，196，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 140円 � 660円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，470円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 20，700円

票 数

単勝票数 計 899813 的中 � 205899（2番人気）
複勝票数 計1144441 的中 � 199876（2番人気）� 254845（1番人気）� 30083（9番人気）
枠連票数 計 501282 的中 （3－7） 91578（1番人気）
馬連票数 計2190204 的中 �� 333583（1番人気）
馬単票数 計 902682 的中 �� 64830（2番人気）
ワイド票数 計1390408 的中 �� 136722（1番人気）�� 13187（30番人気）�� 17079（25番人気）
3連複票数 計3351546 的中 ��� 41226（21番人気）
3連単票数 計4441586 的中 ��� 15552（59番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．7―11．9―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．2―45．9―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―3F37．4
3 7（3，11，13）1，6（5，14）16，9－（2，15）（8，10）（4，12） 4 7（3，11，13）（1，6）（5，14）16，9（2，15）（8，10）（4，12）

勝馬の
紹 介

ホウショウナウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Desert King デビュー 2017．10．7 京都1着

2015．5．6生 牡3栗 母 ホウショウルビー 母母 Gaily Field 4戦3勝 賞金 30，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サウスアミューズ号
（非抽選馬） 3頭 アイアンクロー号・クリノアントニヌス号・ブライスガウ号

４レース目



（30阪神4）第7日 9月23日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 145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
20，610，000円
1，650，000円
32，340，000円
59，883，000円
4，638，400円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
759，054，000円
1，104，208，700円
239，587，500円
1，591，630，900円
859，272，000円
922，851，000円
2，196，026，700円
4，550，582，700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 12，223，213，500円

総入場人員 25，411名 （有料入場人員 23，991名）
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