
2609710月2日 晴 稍重 （30阪神4）第9日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：23．0
1：23．0

重
重

56 ファイアーボーラー 牡2黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 448＋ 81：26．7 8．7�
812 ライクアヘニー 牡2栗 54 藤岡 康太鈴木 康弘氏 作田 誠二 新ひだか 高橋 修 486＋ 81：27．44 85．1�
55 エイシンオーディン 牡2黒鹿54 幸 英明�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 468－ 41：27．61� 21．4�
710 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 456－ 41：27．7� 14．3�
79 パープルヌーン 牡2鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 2 〃 ハナ 8．9	
811 ア ス カ リ 牡2栗 54 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：27．91� 1．8

11 アルマオプティ 牡2栗 54

52 △森 裕太朗コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 小島牧場 514＋161：28．32� 18．3�
67 グランプリワン 牡2鹿 54 蛯名 正義�グランプリ 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 456± 01：28．4� 51．0�
22 グッドヘルスバイオ 牡2芦 54 �島 克駿バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 466± 0 〃 ハナ 5．6
33 ハニーウィル 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治 �友駿ホースクラブ 村山 明 安平 ノーザンファーム 456－ 81：28．61� 73．9�
44 レッドコンシール 牝2栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 460－ 21：28．7アタマ 172．4�
68 イ ノ セ ン ト 牡2栗 54 松若 風馬石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 酒井牧場 442－ 41：29．65 180．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，321，200円 複勝： 46，617，600円 枠連： 8，704，000円
馬連： 49，022，200円 馬単： 26，018，700円 ワイド： 40，173，800円
3連複： 76，885，100円 3連単： 111，027，100円 計： 390，769，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 300円 � 1，740円 � 490円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 22，480円 馬 単 �� 40，820円

ワ イ ド �� 5，850円 �� 1，270円 �� 7，650円

3 連 複 ��� 61，600円 3 連 単 ��� 442，270円

票 数

単勝票数 計 323212 的中 � 31333（3番人気）
複勝票数 計 466176 的中 � 46217（3番人気）� 6226（10番人気）� 24877（6番人気）
枠連票数 計 87040 的中 （5－8） 16149（1番人気）
馬連票数 計 490222 的中 �� 1690（36番人気）
馬単票数 計 260187 的中 �� 478（66番人気）
ワイド票数 計 401738 的中 �� 1744（37番人気）�� 8451（14番人気）�� 1330（43番人気）
3連複票数 計 768851 的中 ��� 936（112番人気）
3連単票数 計1110271 的中 ��� 182（618番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．1―12．7―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．2―47．3―1：00．0―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイアーボーラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．17 函館5着

2016．2．21生 牡2黒鹿 母 ユメノハコブネ 母母 ラクシャリーラス 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔騎手変更〕 パープルヌーン号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため和田竜二に変更。
※出走取消馬 レッドルゼル号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

2609810月2日 晴 良 （30阪神4）第9日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時20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

89 エールヴォア 牝2黒鹿54 浜中 俊佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 61：46．8 3．8�

22 プランドラー 牡2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：47．86 2．5�
11 メイショウクライム 牡2鹿 54 幸 英明松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 458－ 61：48．11� 16．4�
66 スマートユニバンス 牡2栗 54 藤岡 康太亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：48．52� 11．5�
810 ギ ル マ 牡2鹿 54 	島 克駿杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 486＋ 41：48．81� 13．0	
77 マイネルリャードフ 牡2栗 54 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 426－101：49．01� 7．9�
33 ウインアライバル 牡2栗 54

53 ☆荻野 極
ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 41：50．38 6．2�
55 ブルベアベージュ 牡2鹿 54 蛯名 正義 
ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 454－ 61：51．04 97．4
44 ケイツーテソーロ 牡2鹿 54 松若 風馬了德寺健二ホール

ディングス
 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 484－ 61：51．42� 89．0�
78 マイネルジャーニー 牡2栗 54

52 △富田 暁 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 浦河 笹島 智則 B478＋101：54．5大差 177．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，979，300円 複勝： 42，177，100円 枠連： 8，289，600円
馬連： 54，756，300円 馬単： 24，888，400円 ワイド： 40，144，700円
3連複： 77，102，100円 3連単： 110，339，900円 計： 389，677，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 150円 � 300円 枠 連（2－8） 360円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 310円 �� 730円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 計 319793 的中 � 69965（2番人気）
複勝票数 計 421771 的中 � 89540（1番人気）� 83666（2番人気）� 26767（7番人気）
枠連票数 計 82896 的中 （2－8） 17404（1番人気）
馬連票数 計 547563 的中 �� 76973（1番人気）
馬単票数 計 248884 的中 �� 16569（2番人気）
ワイド票数 計 401447 的中 �� 36825（2番人気）�� 13188（14番人気）�� 13854（13番人気）
3連複票数 計 771021 的中 ��� 32615（5番人気）
3連単票数 計1103399 的中 ��� 11308（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．9―12．1―12．5―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．4―47．3―59．4―1：11．9―1：23．5―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．9
3 ・（3，4）8（2，7）（10，9）6，5，1 4 ・（3，4）（2，7，8，9）（10，6）（5，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エールヴォア �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．9．1 札幌2着

2016．3．12生 牝2黒鹿 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ブルベアベージュ号の騎手小崎綾也は，病気のため蛯名正義に変更。

スマートユニバンス号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため藤岡康太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアベージュ号・ケイツーテソーロ号・マイネルジャーニー号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成30年11月2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９日〔代替競馬〕



2609910月2日 晴 稍重 （30阪神4）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50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

815 スピンドクター �3黒鹿56 国分 恭介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B466＋ 81：53．7 21．5�

611 パープルヒストリー 牡3栗 56
55 ☆荻野 極中野 銀十氏 友道 康夫 新ひだか 竹内 良一 432＋ 81：54．12� 13．9�

36 レンブランサ 牝3栗 54
53 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 426－ 41：54．3� 3．6�

47 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54 幸 英明佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 426－ 41：54．51� 7．2�
24 スパニッシュフライ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗�協和牧場 藤沢 則雄 新冠 協和牧場 462＋121：55．99 9．0	
713 スターズテソーロ 牡3鹿 56 川島 信二了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 新冠 つつみ牧場 500＋ 81：56．11 16．4

59 メイショウワザモノ 牡3芦 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 日高 白井牧場 B436－ 81：56．41� 34．6�
612 レインムーン 牝3鹿 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456－ 41：56．93 185．7�
48 ケイティーズソレル 牝3栗 54 浜中 俊 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 446－ 41：57．32� 35．2
12 ラントカルテ 牡3鹿 56 丸山 元気�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：58．04 28．6�
510 スパーダドーロ �3栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 424± 01：58．85 5．2�
11 ビップヴァリアント 牡3黒鹿56 �島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 502－ 21：59．12 34．5�
816 ニ コ ー ル 牝3鹿 54 藤岡 康太寺田 寿男氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 512－ 41：59．52� 5．0�
714 モンスリール 牡3栗 56 松若 風馬 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 496－ 41：59．71 104．1�
35 タガノリボンチャン 牝3栗 54

52 △富田 暁八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－ 41：59．91	 178．3�

23 タイキオデッセイ 牡3栗 56 荻野 琢真�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 512＋122：01．6大差 50．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，326，700円 複勝： 45，524，300円 枠連： 12，177，700円
馬連： 58，017，400円 馬単： 23，519，300円 ワイド： 48，832，300円
3連複： 98，549，100円 3連単： 109，008，800円 計： 421，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 640円 � 310円 � 160円 枠 連（6－8） 2，950円

馬 連 �� 13，400円 馬 単 �� 31，890円

ワ イ ド �� 3，890円 �� 1，610円 �� 950円

3 連 複 ��� 13，860円 3 連 単 ��� 180，430円

票 数

単勝票数 計 263267 的中 � 9787（8番人気）
複勝票数 計 455243 的中 � 14742（8番人気）� 34957（6番人気）� 94630（1番人気）
枠連票数 計 121777 的中 （6－8） 3194（14番人気）
馬連票数 計 580174 的中 �� 3354（41番人気）
馬単票数 計 235193 的中 �� 553（96番人気）
ワイド票数 計 488323 的中 �� 3138（43番人気）�� 7796（19番人気）�� 13620（10番人気）
3連複票数 計 985491 的中 ��� 5330（44番人気）
3連単票数 計1090088 的中 ��� 438（564番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―13．4―12．7―12．3―12．8―13．0―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．6―49．3―1：01．6―1：14．4―1：27．4―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
4，16，10（3，13）5，15（9，6，14）11，7，12－1－2，8
4（16，13）－10，15（5，14，6）（3，9）（7，11）12，1，8－2

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

勝馬の
紹 介

スピンドクター �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．5．27 京都7着

2015．3．23生 �3黒鹿 母 チャタラティ 母母 Melhor Ainda 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔騎手変更〕 ラントカルテ号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため丸山元気に変更。

タイキオデッセイ号の騎手小崎綾也は，病気のため荻野琢真に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラントカルテ号・スパーダドーロ号・ビップヴァリアント号・ニコール号・モンスリール号・

タガノリボンチャン号・タイキオデッセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年
11月2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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アントルメ号・エペルネ号・オースオブオフィス号・オーミエスティーム号・カレンスレイ号・キングズスピーチ号・

クェスタボルタ号・ゴールデンタッチ号・ジャミン号・セルリアンユウガ号・トゥンバドーラ号・
バンブトンエガオ号・フリーガーアス号・ヤマニンルリエ号

（非抽選馬） 1頭 メイショウレイロウ号

2610010月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30阪神4）第9日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20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

22 ニホンピロボーラー 牡5鹿 60 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 508＋ 83：24．4 12．1�
11 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 456－ 43：24．5� 7．7�
44 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 492－ 23：24．71	 6．1�
55 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 468＋ 23：25．12� 6．2�
66 メイショウアドリア 牡3鹿 58 平沢 健治松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 486＋ 83：27．1大差 38．5�
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± 03：41．5大差 1．4	
（6頭）

売 得 金
単勝： 21，445，900円 複勝： 30，748，400円 枠連： 発売なし
馬連： 23，815，200円 馬単： 19，810，200円 ワイド： 16，135，800円
3連複： 29，126，300円 3連単： 117，844，000円 計： 258，925，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 760円 � 540円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 710円 �� 600円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 30，780円

票 数

単勝票数 計 214459 的中 � 14129（5番人気）
複勝票数 計 307484 的中 � 15758（5番人気）� 23309（4番人気）
馬連票数 計 238152 的中 �� 7527（8番人気）
馬単票数 計 198102 的中 �� 2314（17番人気）
ワイド票数 計 161358 的中 �� 5672（10番人気）�� 6895（8番人気）�� 8322（7番人気）
3連複票数 計 291263 的中 ��� 5697（14番人気）
3連単票数 計1178440 的中 ��� 2775（71番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．1－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

�
�
5（2，4）1，3－6
2－（5，4）1＝6＝3

勝馬の
紹 介

ニホンピロボーラー 

�
父 メイショウボーラー 


�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2015．7．26 中京12着

2013．4．11生 牡5鹿 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：16戦1勝 賞金 17，400，000円



2610110月2日 曇 良 （30阪神4）第9日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：08．6
1：07．8

良
良

44 メイショウケイメイ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 426 ―1：11．1 4．2�
33 タガノプリマベーラ 牝2鹿 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 402 ―1：11．52� 8．3�
69 エルガナドール 牝2鹿 54 浜中 俊久保 博文氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 ハナ 5．9�
11 ダイリュウボーラー 牡2青鹿54 和田 竜二大野 龍氏 橋口 慎介 新冠 樋渡 志尚 410 ―1：12．13� 5．9�
710 ス キ ッ プ 牡2黒鹿54 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470 ―1：12．31� 7．5�
813 モグモグタイム 牝2栗 54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444 ―1：12．51� 29．2	
711 イエローアイ 牝2黒鹿54 幸 英明大野 富生氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 396 ― 〃 ハナ 73．6

812	 ルリアンフォール 牝2栗 54 藤岡 康太前田 幸治氏 松永 幹夫 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

450 ― 〃 クビ 30．3�
56 シュンカジョウ 牝2鹿 54 城戸 義政河内 孝夫氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436 ―1：12．82 7．6�
22 メイショウベリー 牝2栗 54 
島 良太松本 好氏 松永 昌博 日高 道見牧場 430 ―1：13．01 23．0�
57 スズカルージュ 牝2栗 54

52 △富田 暁永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 474 ―1：13．95 13．4�
45 ドウドウキリシマ 牡2栗 54

53 ☆川又 賢治西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 488 ―1：14．11� 84．7�
68 テンノイセヒメ 牝2黒鹿54 北村 友一天白 泰司氏 高柳 大輔 洞�湖 レイクヴィラファーム 412 ―1：15．05 48．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，166，100円 複勝： 40，323，900円 枠連： 12，180，900円
馬連： 52，104，200円 馬単： 23，258，100円 ワイド： 40，208，900円
3連複： 81，749，300円 3連単： 102，443，400円 計： 383，434，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 230円 � 190円 枠 連（3－4） 1，540円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 530円 �� 530円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 9，130円

票 数

単勝票数 計 311661 的中 � 62081（1番人気）
複勝票数 計 403239 的中 � 73299（1番人気）� 40779（5番人気）� 52693（3番人気）
枠連票数 計 121809 的中 （3－4） 6111（7番人気）
馬連票数 計 521042 的中 �� 30927（2番人気）
馬単票数 計 232581 的中 �� 8275（1番人気）
ワイド票数 計 402089 的中 �� 19989（2番人気）�� 19711（3番人気）�� 12235（9番人気）
3連複票数 計 817493 的中 ��� 22416（1番人気）
3連単票数 計1024434 的中 ��� 8127（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．2―35．9―47．5―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウケイメイ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 デュランダル 初出走

2016．3．27生 牝2鹿 母 メイショウアキシノ 母母 アンティックタイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ダイリュウボーラー号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため和田竜二に変更。

ドウドウキリシマ号の騎手小崎綾也は，病気のため川又賢治に変更。

2610210月2日 晴 稍重 （30阪神4）第9日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 タガノリアン 牝4鹿 55 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488＋181：25．6 4．6�

47 エ テ ル ニ テ 牝3青鹿 53
51 △富田 暁青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 496＋121：25．7� 17．8�

713� シャワーブーケ 牝4栗 55 松若 風馬 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 480＋ 41：25．8クビ 15．7�
59 ダイシンステルラ 牝3黒鹿53 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋ 2 〃 クビ 288．1�
510 ダンツチョイス 牝3栗 53 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 446± 01：25．9クビ 58．9�
36 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 53 幸 英明田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 434－ 21：26．11	 5．7	
611 サ ン ク ラ ラ 牝4栗 55 高倉 稜
サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 440± 01：26．31	 20．5�
816� ワンダーリアス 牝4鹿 55 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 458＋16 〃 クビ 87．9�
12 � ワンダースニュマン 牝5鹿 55 藤懸 貴志山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 492＋ 6 〃 ハナ 144．2
24 � サンシャーロット 牝4栗 55 古川 吉洋 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 432± 0 〃 ハナ 26．6�
48 タイムレスメロディ 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治 
シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438＋101：26．4� 40．9�
815 オーロスターキス 牝3栗 53

50 ▲西村 淳也加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 482＋10 〃 アタマ 13．5�
612 マイウェイアムール 牝3青鹿 53

52 ☆荻野 極田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 488＋ 41：26．5
 3．6�
35 プリヴェット 牝3鹿 53 藤岡 康太下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 476＋101：27．24 16．7�
11 レディギャング 牝4芦 55 酒井 学近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 476＋ 41：28．47 5．9�
23 アテンフラワー 牝3青鹿 53

52 ☆加藤 祥太河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 464－ 21：29．78 51．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，799，300円 複勝： 57，283，200円 枠連： 16，897，100円
馬連： 76，647，900円 馬単： 32，475，700円 ワイド： 61，252，800円
3連複： 127，112，900円 3連単： 152，540，300円 計： 560，009，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 530円 � 560円 枠 連（4－7） 2，820円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 7，660円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，270円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 20，400円 3 連 単 ��� 100，720円

票 数

単勝票数 計 357993 的中 � 61374（2番人気）
複勝票数 計 572832 的中 � 80816（2番人気）� 26026（8番人気）� 24073（9番人気）
枠連票数 計 168971 的中 （4－7） 4633（12番人気）
馬連票数 計 766479 的中 �� 13356（17番人気）
馬単票数 計 324757 的中 �� 3176（23番人気）
ワイド票数 計 612528 的中 �� 10471（16番人気）�� 12647（12番人気）�� 3696（49番人気）
3連複票数 計1271129 的中 ��� 4672（69番人気）
3連単票数 計1525403 的中 ��� 1098（317番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．3―12．5―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―46．6―59．1―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．0
3 1（5，13）（3，6，15）12（7，8）（11，14）（10，16）－（2，9）－4 4 ・（1，5，13）（6，15）3（7，12）（14，8）（11，16）10，9，4，2

勝馬の
紹 介

タガノリアン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．3．5 阪神2着

2014．3．29生 牝4鹿 母 タイニーシャイナー 母母 シャイニンググラス 9戦3勝 賞金 26，300，000円
〔騎手変更〕 ナイスドゥ号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため幸英明に変更。
※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 スズカマンサク号・ニホンピロメリーナ号
（非抽選馬） 2頭 マリアスパン号・ラグナグ号



2610310月2日 晴 良 （30阪神4）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

36 サトノガーネット 牝3黒鹿52 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋221：47．0 10．0�

818 プルンクザール 牡3栗 54 和田 竜二水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460＋ 41：47．42� 13．9�
59 オーダードリブン 牡5黒鹿57 松若 風馬 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 454－101：47．5� 22．4�
47 ハギノカエラ 牝5栗 55 丸山 元気安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 426－ 21：47．6クビ 6．8�
23 リリーモントルー 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 444＋ 41：48．02� 12．6	
611 ダノンフォーチュン 牡3鹿 54 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 514＋ 41：48．21 2．1

48 アグネススターダム 牡5栗 57 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 クビ 41．4�
12 ワイプティアーズ 牡3栗 54 酒井 学吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 514＋141：48．52 12．0�
715 ラントシャフト 牝4栗 55

53 △富田 暁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 61：48．71 171．3

510 ブルービューティ 牝3黒鹿52 荻野 琢真桜井 欣吾氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 464－ 2 〃 アタマ 52．0�
612 ドラゴンマジック �6栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506＋ 2 〃 クビ 32．4�
713 アサケハーツ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 464＋ 6 〃 アタマ 107．1�
817 タニノミステリー 牡3黒鹿54 �島 克駿谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 426－ 81：48．8� 123．0�
11 ラ ド ル ク ス 牝3栗 52

51 ☆川又 賢治水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 492－ 61：49．12 10．4�
714 ディープウォーリア 牡4黒鹿57 小牧 太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 452＋ 21：49．52� 34．5�
35 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 536＋121：50．35 26．7�
816	 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 B502＋ 41：51．57 347．1�
24 ミッキーロイヤル 牡4鹿 57 川須 栄彦野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486－ 61：52．13� 143．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，176，000円 複勝： 70，713，900円 枠連： 20，454，100円
馬連： 91，411，300円 馬単： 39，907，200円 ワイド： 73，999，500円
3連複： 149，294，400円 3連単： 195，126，900円 計： 685，083，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 300円 � 310円 � 530円 枠 連（3－8） 3，650円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 2，620円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 31，900円 3 連 単 ��� 174，650円

票 数

単勝票数 計 441760 的中 � 35289（3番人気）
複勝票数 計 707139 的中 � 63673（3番人気）� 62505（4番人気）� 32031（8番人気）
枠連票数 計 204541 的中 （3－8） 4340（16番人気）
馬連票数 計 914113 的中 �� 13703（16番人気）
馬単票数 計 399072 的中 �� 2642（38番人気）
ワイド票数 計 739995 的中 �� 11942（15番人気）�� 7233（27番人気）�� 6763（32番人気）
3連複票数 計1492944 的中 ��� 3510（100番人気）
3連単票数 計1951269 的中 ��� 810（528番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―12．2―12．6―12．5―11．6―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―34．8―47．0―59．6―1：12．1―1：23．7―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．9
3 5，10（8，16）－（2，4）－9（6，11）（1，18，12，15）13（3，17）（7，14） 4 ・（5，10）（6，8，16，4）（2，9，11）（1，18）（3，17，12，15，14）13，7

勝馬の
紹 介

サトノガーネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Victory Note デビュー 2018．4．14 阪神6着

2015．1．28生 牝3黒鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 5戦2勝 賞金 15，600，000円
〔騎手変更〕 プルンクザール号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため和田竜二に変更。
〔発走状況〕 ラドルクス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディランフィールド号・ミッキーロイヤル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

11月2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） 1頭 エスペランサルル号
（非抽選馬） 2頭 コーラルバイン号・サンドスピーダー号

2610410月2日 晴 稍重 （30阪神4）第9日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

816 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 B518－ 41：53．8 3．0�

35 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 500－ 2 〃 アタマ 4．1�
714 アサカディスタンス 牡4鹿 57 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 468＋ 61：53．9� 9．3�
12 � エスプリゾーン 牡4栗 57

55 △森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 454－ 11：54．53� 209．6�
510 パキュートハート 牡3鹿 54 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 530＋161：54．6� 6．3�
612� メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 494＋101：54．7� 10．5	
713 ロ ッ タ ラ ブ 牝4芦 55

54 ☆川又 賢治吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472± 01：56．08 46．0

815 リ ズ ロ ン 牝3黒鹿 52

50 △富田 暁安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456＋ 81：56．1クビ 290．0�
48 エ ペ ル ネ 牝3鹿 52

49 ▲服部 寿希�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 470－ 6 〃 アタマ 91．3�
611 エターナルソウル 牡3鹿 54 城戸 義政 グリーンファーム藤岡 健一 新ひだか 前田ファーム 446± 01：56．31
 227．1�
24 ビップベリンダ 牝3黒鹿52 	島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 492± 01：56．61� 97．7�
11 サンティーニ 牡3栗 54 丸山 元気�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 496± 01：56．7� 10．2�
47 ミトノブラック 牡3青鹿54 和田 竜二ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460＋ 6 〃 ハナ 36．1�
23 チャーチタウン 牡3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 B502－ 21：56．8クビ 8．2�
59 � セルバンテスカズマ 牡5黒鹿57 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 530－ 61：57．33 163．6�
36 � サ ヤ ネ エ 牝4鹿 55 松若 風馬竹森 幹雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 490－ 61：58．15 150．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，313，300円 複勝： 61，689，300円 枠連： 17，590，400円
馬連： 92，057，200円 馬単： 37，210，500円 ワイド： 63，151，400円
3連複： 141，061，900円 3連単： 186，099，400円 計： 641，173，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（3－8） 680円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 340円 �� 490円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 423133 的中 � 112744（1番人気）
複勝票数 計 616893 的中 � 124344（1番人気）� 121461（2番人気）� 70109（4番人気）
枠連票数 計 175904 的中 （3－8） 19863（1番人気）
馬連票数 計 920572 的中 �� 91675（1番人気）
馬単票数 計 372105 的中 �� 22819（1番人気）
ワイド票数 計 631514 的中 �� 51646（1番人気）�� 32358（4番人気）�� 21718（9番人気）
3連複票数 計1410619 的中 ��� 53526（3番人気）
3連単票数 計1860994 的中 ��� 16881（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．0―13．2―13．0―12．6―12．6―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．7―49．9―1：02．9―1：15．5―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカガルチ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2017．2．19 小倉17着

2014．5．22生 牡4栗 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー 18戦3勝 賞金 30，700，000円
〔騎手変更〕 ミトノブラック号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため和田竜二に変更。
※エペルネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2610510月2日 晴 良 （30阪神4）第9日 第9競走 ��
��2，400�

ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，29．9．30以降30．9．23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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

77 アフリカンゴールド 牡3栗 53 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462± 02：26．8 1．7�

55 アロマドゥルセ 牝4青鹿53 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436＋102：27．54 3．1�
33 フォイヤーヴェルク 牡5青鹿56 丸山 元気 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448＋ 82：27．92� 4．6�
22 � スティルウォーター 牝5黒鹿52 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 418＋ 42：28．0� 19．7�
88 メイショウホウトウ 牡7青鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 494＋ 2 〃 クビ 51．7	
44 レッドストーリア 牝4鹿 52 	島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 424± 02：28．74 27．4

11 オースオブオフィス 牡3黒鹿50 酒井 学ゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 42：28．9
 28．6�
66 � ダイシンロイ 牡7黒鹿52 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 22：29．53� 133．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 48，045，000円 複勝： 82，287，400円 枠連： 発売なし
馬連： 76，300，200円 馬単： 51，414，400円 ワイド： 40，465，900円
3連複： 101，981，800円 3連単： 318，191，900円 計： 718，686，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 160円 �� 160円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 650円

票 数

単勝票数 計 480450 的中 � 219032（1番人気）
複勝票数 計 822874 的中 � 504749（1番人気）� 150391（2番人気）� 74737（3番人気）
馬連票数 計 763002 的中 �� 259167（1番人気）
馬単票数 計 514144 的中 �� 106014（1番人気）
ワイド票数 計 404659 的中 �� 91433（1番人気）�� 56904（3番人気）�� 60617（2番人気）
3連複票数 計1019818 的中 ��� 335841（1番人気）
3連単票数 計3181919 的中 ��� 352197（1番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―12．5―12．6―12．4―12．4―12．6―12．5―12．0―11．4―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．3―37．8―50．4―1：02．8―1：15．2―1：27．8―1：40．3―1：52．3―2：03．7―2：15．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アフリカンゴールド 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 Gone West デビュー 2017．12．23 阪神9着

2015．3．26生 牡3栗 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 7戦3勝 賞金 35，833，000円
〔騎手変更〕 フォイヤーヴェルク号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため丸山元気に変更。
※オースオブオフィス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2610610月2日 曇 良 （30阪神4）第9日 第10競走
ウインズ道頓堀開設40周年記念

��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走14時50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55�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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

88 サフランハート 牡5鹿 57 幸 英明海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 452－ 21：09．2 4．4�
55 ブライティアレディ 牝5青鹿55 浜中 俊小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 432－ 21：09．3� 3．0�
44 カイザーメランジェ 牡3鹿 55 松田 大作友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 462＋ 8 〃 ハナ 6．7�
89 ブラッククローバー 牡6黒鹿57 	島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488－ 21：09．4
 5．0�
66 ヤマカツグレース 牝4栗 55 国分 恭介山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 6 〃 クビ 7．3�
77 ゲンキチハヤブサ �6栗 57 和田 竜二荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 492＋ 81：09．82
 38．5�
22 オーヴィレール 牝5芦 55 北村 友一下河	行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 470－12 〃 ハナ 7．0

11 ブ ロ ワ 牝5黒鹿55 城戸 義政�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 464－161：10．43
 46．2�
33 クラウンルシフェル 牡7栗 57 酒井 学クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B482＋ 41：10．82
 46．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，200，300円 複勝： 58，697，500円 枠連： 17，118，300円
馬連： 105，937，500円 馬単： 50，741，800円 ワイド： 62，741，100円
3連複： 136，801，400円 3連単： 284，412，500円 計： 763，650，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 130円 � 190円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 270円 �� 530円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 7，870円

票 数

単勝票数 計 472003 的中 � 84673（2番人気）
複勝票数 計 586975 的中 � 114222（2番人気）� 128228（1番人気）� 63239（6番人気）
枠連票数 計 171183 的中 （5－8） 40376（1番人気）
馬連票数 計1059375 的中 �� 125970（1番人気）
馬単票数 計 507418 的中 �� 25435（3番人気）
ワイド票数 計 627411 的中 �� 65901（1番人気）�� 27757（9番人気）�� 37757（5番人気）
3連複票数 計1368014 的中 ��� 70397（4番人気）
3連単票数 計2844125 的中 ��� 26173（22番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．0―11．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．3―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．9
3 1（2，4，7）（3，5，9）（8，6） 4 ・（1，2，4）（5，7）（9，6）（3，8）

勝馬の
紹 介

サフランハート �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2016．1．16 京都2着

2013．5．28生 牡5鹿 母 サフランカーネギー 母母 ヨドノサフラン 24戦5勝 賞金 88，467，000円
〔騎手変更〕 ゲンキチハヤブサ号の騎手小崎綾也は，病気のため和田竜二に変更。

サフランハート号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため幸英明に変更。



2610710月2日 曇 良 （30阪神4）第9日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

77 ミエノサクシード 牝5栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：34．0 3．0�
44 ベステンダンク 牡6栗 57 	島 克駿市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 508＋ 2 〃 クビ 4．0�
33 リバティハイツ 牝3鹿 53 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 442－ 41：34．31
 4．0�
22 ブラックスピネル 牡5黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－ 41：34．51� 4．6�
66 デンコウアンジュ 牝5黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 464＋16 〃 ハナ 7．4	
55 プリメラアスール 牝6黒鹿54 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 502－ 61：34．6� 35．5

11 テイエムイナズマ 牡8黒鹿58 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 502－ 41：35．98 20．0�
（7頭）

売 得 金
単勝： 78，204，900円 複勝： 81，210，900円 枠連： 発売なし
馬連： 180，938，800円 馬単： 89，429，600円 ワイド： 80，321，200円
3連複： 215，808，000円 3連単： 610，745，200円 計： 1，336，658，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 260円 �� 220円 �� 300円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 782049 的中 � 203784（1番人気）
複勝票数 計 812109 的中 � 213431（1番人気）� 132619（3番人気）
馬連票数 計1809388 的中 �� 192551（3番人気）
馬単票数 計 894296 的中 �� 47952（5番人気）
ワイド票数 計 803212 的中 �� 78035（3番人気）�� 98070（1番人気）�� 63871（4番人気）
3連複票数 計2158080 的中 ��� 223482（2番人気）
3連単票数 計6107452 的中 ��� 117515（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―11．9―11．6―11．0―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．8―47．7―59．3―1：10．3―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノサクシード �

父 ステイゴールド �


母父 A.P. Indy デビュー 2016．1．10 京都4着

2013．3．10生 牝5栗 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 23戦6勝 賞金 129，128，000円
〔制裁〕 リバティハイツ号の騎手北村友一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

2610810月2日 曇 稍重 （30阪神4）第9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

22 ストーミーバローズ 牡3栗 54 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：52．1 2．1�
815 スズカフロンティア 牡4鹿 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422－ 41：52．52� 8．2�
59 レ ン ト ラ ー 	6黒鹿 57

55 △富田 暁 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 446－101：52．92� 100．3�
46 
 ヘヴントゥナイト 牡4芦 57 浜中 俊 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 アタマ 3．4�
610 マイネルカイノン 牡3青鹿54 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 496－141：53．0クビ 83．4	
611 アガスティア 牡7黒鹿 57

54 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 526＋ 21：53．1� 36．9

712 テイエムチューハイ 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B456－ 41：53．31� 7．4�
34  アンナペレンナ 牝5芦 55 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 510－141：53．4� 69．0�
11 アロマティカス 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B458＋ 41：53．61� 82．9
713 ルドルフィーナ 牡5青鹿57 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 482± 01：54．34 15．1�
814 サンマルスカイ 牡6鹿 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 444＋ 61：54．62 177．0�
47 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 古川 吉洋國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B508－ 21：55．87 19．8�
23 スマイルフォース 牡6鹿 57 高倉 稜上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 468－ 2 〃 アタマ 362．7�
58 コンプリートベスト 牝4鹿 55 幸 英明吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 39．5�
35 ピ ナ ク ル ズ 	5黒鹿57 �島 克駿ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B514＋ 41：55．9クビ 282．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 72，549，100円 複勝： 98，944，600円 枠連： 40，336，500円
馬連： 161，343，500円 馬単： 84，368，200円 ワイド： 115，988，900円
3連複： 301，995，900円 3連単： 515，677，100円 計： 1，391，203，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 230円 � 1，540円 枠 連（2－8） 910円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 440円 �� 4，020円 �� 9，760円

3 連 複 ��� 32，420円 3 連 単 ��� 87，040円

票 数

単勝票数 計 725491 的中 � 273597（1番人気）
複勝票数 計 989446 的中 � 304189（1番人気）� 101148（4番人気）� 10408（12番人気）
枠連票数 計 403365 的中 （2－8） 34105（4番人気）
馬連票数 計1613435 的中 �� 121498（3番人気）
馬単票数 計 843682 的中 �� 43940（4番人気）
ワイド票数 計1159889 的中 �� 74838（3番人気）�� 7038（32番人気）�� 2867（55番人気）
3連複票数 計3019959 的中 ��� 6986（73番人気）
3連単票数 計5156771 的中 ��� 4295（224番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．2―12．1―12．3―12．5―12．5―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．7―48．8―1：01．1―1：13．6―1：26．1―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストーミーバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Sinndar デビュー 2017．10．22 京都2着

2015．3．27生 牡3栗 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 9戦3勝 賞金 41，257，000円
〔騎手変更〕 ストーミーバローズ号の騎手松山弘平は，地方競馬騎乗のため和田竜二に変更。
※出走取消馬 サクラアリュール号（疾病〔疝痛〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムディラン号
（非抽選馬） 2頭 ダンカン号・ニホンピロサンダー号



（30阪神4）第9日 10月2日（火曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 146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

226，650，000円
7，600，000円
20，350，000円
810，000円

21，690，000円
59，486，000円
4，145，200円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
511，527，100円
716，218，100円
153，748，600円
1，022，351，700円
503，042，100円
683，416，300円
1，537，468，200円
2，813，456，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，941，228，600円

総入場人員 5，874名 （有料入場人員 5，492名）



平成30年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，352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

2，129，010，000円
29，390，000円
177，410，000円
13，590，000円
233，400，000円
559，112，500円
38，501，400円
12，979，200円

勝馬投票券売得金
5，427，039，000円
8，094，634，400円
2，127，822，700円
11，284，469，100円
5，597，695，900円
6，903，272，600円
16，471，474，100円
27，260，822，000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 83，167，229，800円

総入場延人員 123，498名 （有料入場延人員 114，552名）
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