
26073 9月22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

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

11 セイシェルノユウヒ 牡2芦 54 藤岡 佑介宮城 寛也氏 安田 翔伍 新冠 スカイビーチステーブル 454－ 21：55．0 7．1�
45 ディープハーモニー 牡2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 458＋ 21：56．27 46．2�
68 ロードグリュック 牡2鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 41：56．41� 2．0�
44 モンサンイルベント 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 498－ 4 〃 アタマ 39．8�
812 マ ス カ テ ル 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468－ 81：56．93 12．2	
57 ナムラタイガー 牡2鹿 54 吉田 隼人奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 506± 01：57．0� 11．6

69 サルサデスティニー 牡2栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 430＋ 61：57．31� 7．6�
56 ダンツイノーバ 牝2栗 54

51 ▲団野 大成山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 446－ 41：57．51� 12．2�
33 ピエナボヘミアン 牡2芦 54 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 510－ 61：58．99 28．1
710 ゼットハクセン 牡2芦 54 中井 裕二�フォーレスト 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 474± 01：59．0� 334．9�
813 マイネルボレロ 牡2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 496＋ 61：59．21� 26．1�
711 ジョーアドヴァンス 牡2黒鹿54 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 494＋ 81：59．3クビ 25．8�
22 エスジージーン 牡2栗 54 松山 弘平後藤 貞夫氏 加用 正 新ひだか グローリーファーム 488－ 41：59．4� 80．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，062，300円 複勝： 57，926，600円 枠連： 11，742，600円
馬連： 54，668，000円 馬単： 28，241，100円 ワイド： 41，922，000円
3連複： 83，334，100円 3連単： 107，402，900円 計： 415，299，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 520円 � 110円 枠 連（1－4） 4，520円

馬 連 �� 10，320円 馬 単 �� 17，240円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 310円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 52，750円

票 数

単勝票数 計 300623 的中 � 35758（2番人気）
複勝票数 計 579266 的中 � 52933（3番人気）� 12970（8番人気）� 298147（1番人気）
枠連票数 計 117426 的中 （1－4） 2013（12番人気）
馬連票数 計 546680 的中 �� 4104（27番人気）
馬単票数 計 282411 的中 �� 1228（46番人気）
ワイド票数 計 419220 的中 �� 3994（25番人気）�� 39945（1番人気）�� 8411（15番人気）
3連複票数 計 833341 的中 ��� 11699（16番人気）
3連単票数 計1074029 的中 ��� 1476（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―51．1―1：04．1―1：17．0―1：29．7―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
4，5（8，13）（7，9，12）（3，11）－2，1－6，10・（4，1）（8，5，13，11）（9，12）（7，3）（10，2）6

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

勝馬の
紹 介

セイシェルノユウヒ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ビッグサンデー デビュー 2019．9．8 阪神4着

2017．2．5生 牡2芦 母 ヤサシイキモチ 母母 ビッグハッピー 2戦1勝 賞金 6，100，000円

26074 9月22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・右）

牝；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
1：20．8
1：20．3

良
良

48 カリオストロ 牝2鹿 54 松山 弘平 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 450＋ 21：21．4 5．8�

713 クリノアマリリス 牝2鹿 54
51 ▲団野 大成栗本 守氏 荒川 義之 日高 下河辺牧場 420＋ 21：22．03� 30．8�

510 フィナールショコラ 牝2黒鹿54 和田 竜二吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 420－ 41：22．1クビ 13．3�
36 マドルガーダ 牝2栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 2 〃 クビ 2．5�
59 ラインエンジェル 牝2栗 54

51 ▲岩田 望来大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470± 01：22．2クビ 6．1�
35 ヴァルムチェーナ 牝2黒鹿54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 426－ 41：22．3� 124．7	
23 シ ャ ル ロ ワ 牝2鹿 54 北村 友一 
キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 476＋ 21：22．4� 9．1�
11 シオミチクレバ 牝2鹿 54 武 豊谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480＋20 〃 クビ 11．3�
47 ホウオウグラス 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 21：22．61� 231．8
12 セイウンミレイア 牝2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新冠 村上牧場 488＋ 8 〃 ハナ 119．7�
815 フ ィ ロ ス 牝2鹿 54 藤岡 康太
高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム 442－ 81：22．7クビ 79．4�
612 エ オ ス モ ン 牝2栗 54 藤井勘一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋26 〃 クビ 69．2�
24 フローラルピース 牝2鹿 54 松若 風馬髙橋 正雄氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 424－ 41：23．01� 145．1�
816 ビ ア イ 牝2青鹿54 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 474＋121：23．31� 57．0�
611 アイムポッシブル 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：23．51� 89．5�
714 ピエーナテーラー 牝2栗 54 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 470－ 41：23．92� 13．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，654，600円 複勝： 55，524，100円 枠連： 15，558，200円
馬連： 66，820，900円 馬単： 31，094，700円 ワイド： 53，100，300円
3連複： 99，391，500円 3連単： 111，207，300円 計： 470，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 590円 � 300円 枠 連（4－7） 2，480円

馬 連 �� 8，840円 馬 単 �� 13，440円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 1，330円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 29，990円 3 連 単 ��� 149，580円

票 数

単勝票数 計 376546 的中 � 54503（2番人気）
複勝票数 計 555241 的中 � 67021（3番人気）� 21814（8番人気）� 48560（5番人気）
枠連票数 計 155582 的中 （4－7） 4861（10番人気）
馬連票数 計 668209 的中 �� 5854（26番人気）
馬単票数 計 310947 的中 �� 1735（46番人気）
ワイド票数 計 531003 的中 �� 5494（24番人気）�� 10481（17番人気）�� 4362（30番人気）
3連複票数 計 993915 的中 ��� 2485（80番人気）
3連単票数 計1112073 的中 ��� 539（398番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．5―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．3―45．8―57．5―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリオストロ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．18 小倉2着

2017．4．27生 牝2鹿 母 アルピナブルー 母母 ヒシシルバーメイド 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 ラインエンジェル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ビアイ号の騎手高倉稜は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・14番・13番）

クリノアマリリス号の騎手団野大成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14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22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第3競走 ��1，400�2歳新馬
発走10時55分 （ダート・右）

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

59 タマモツワモノ 牡2鹿 54 武 豊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 478 ―1：26．5 4．1�
12 ヴ ェ ー ラ 牡2芦 54 C．ルメール 山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 506 ―1：26．82 2．1�
47 ミステリオーソ 牡2黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 464 ―1：27．12 61．0�
11 タガノハイライト 牝2青鹿 54

51 ▲団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506 ―1：27．73� 15．8�

611 グ ラ ナ リ ー 牝2栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 514 ―1：28．02 4．8	

24 ペルルドール 牝2栗 54
53 ☆坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 484 ―1：28．95 126．3


816 イーベンホルツ 牡2青鹿54 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 480 ―1：29．64 35．3�
48 ゴーゴーチアフル 牝2栗 54 岩田 康誠上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 492 ―1：29．7クビ 34．1�
23 コスモイーゲル 牝2栗 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 468 ―1：29．91� 257．8
612 メイショウアレス 牡2青 54 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 422 ―1：30．0クビ 21．6�
815 マテラハピネス 牝2鹿 54 松若 風馬大野 照旺氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ― 〃 クビ 56．9�
510 ウインダークローズ 牡2青鹿54 菱田 裕二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 476 ―1：30．1� 189．0�
713 セイペイシェンス 牡2黒鹿54 田中 健金田 成基氏 山内 研二 新冠 松本 信行 456 ―1：30．63 60．0�
36 ブルベアハロン 牡2栗 54

51 ▲斎藤 新 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 木村 秀則 460 ―1：30．81� 58．5�
35 オースミプリンセス 牝2栗 54 藤岡 佑介�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：31．01� 60．8�
714 テイエムカーニバル 牡2栗 54 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか グランド牧場 468 ― （競走中止） 97．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，505，400円 複勝： 43，298，200円 枠連： 14，115，200円
馬連： 58，024，900円 馬単： 31，712，000円 ワイド： 46，031，500円
3連複： 88，400，600円 3連単： 114，666，400円 計： 435，754，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 970円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 230円 �� 3，350円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 8，460円 3 連 単 ��� 34，910円

票 数

単勝票数 計 395054 的中 � 79865（2番人気）
複勝票数 計 432982 的中 � 84515（3番人気）� 109236（1番人気）� 6922（12番人気）
枠連票数 計 141152 的中 （1－5） 24848（2番人気）
馬連票数 計 580249 的中 �� 105039（1番人気）
馬単票数 計 317120 的中 �� 21710（3番人気）
ワイド票数 計 460315 的中 �� 65604（1番人気）�� 3048（34番人気）�� 4387（28番人気）
3連複票数 計 884006 的中 ��� 7835（24番人気）
3連単票数 計1146664 的中 ��� 2381（92番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．7―12．9―12．5―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモツワモノ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2017．3．11生 牡2鹿 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 テイエムカーニバル号は，競走中に異常歩様となったため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 テイエムカーニバル号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クリノオラシオン号・ニシノパッシオ号・マタギ号・メイショウアゴニカ号・ロフティーピーク号

26076 9月22日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1阪神4） 第7日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

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

79 マルクデラポム 牝6青鹿58 中村 将之三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 488－ 23：22．1 7．8�
22 テイエムリボー 牡4青鹿60 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 490＋ 23：23．37 1．7�
78 � リボンナイト 牡5鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 432－ 83：23．51 43．4�
810 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 58 佐久間寛志�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 500－ 2 〃 クビ 4．0�
811 アイファーマグオー 牡7栗 60 植野 貴也中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 524＋ 23：24．88 71．6�
33 � メイショウイライザ 牝4黒鹿58 森 一馬松本 和子氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 436± 03：24．9アタマ 26．8	
11 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿 58

56 ▲三津谷隼人宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 492＋ 43：26．49 40．4

66 クリノシャンボール 牡6黒鹿60 熊沢 重文栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 500＋ 23：26．93 8．4�
44 スマートヴォルフ 牡4鹿 60 上野 翔大川 徹氏 古賀 史生 日高 戸川牧場 466－ 83：29．1大差 174．7�
67 レッドアルディ �4鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 496＋103：31．5大差 24．0
55 ビービーブレスユー 牡6鹿 60 原田 和真�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 508＋ 23：34．3大差 29．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，765，700円 複勝： 29，151，100円 枠連： 9，052，000円
馬連： 35，463，300円 馬単： 22，214，000円 ワイド： 25，778，100円
3連複： 55，391，600円 3連単： 96，036，000円 計： 295，851，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 180円 � 110円 � 460円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，760円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 22，330円

票 数

単勝票数 計 227657 的中 � 23320（3番人気）
複勝票数 計 291511 的中 � 29996（3番人気）� 138783（1番人気）� 7918（8番人気）
枠連票数 計 90520 的中 （2－7） 14802（2番人気）
馬連票数 計 354633 的中 �� 46413（2番人気）
馬単票数 計 222140 的中 �� 7966（6番人気）
ワイド票数 計 257781 的中 �� 27122（2番人気）�� 3355（21番人気）�� 8106（8番人気）
3連複票数 計 553916 的中 ��� 10420（14番人気）
3連単票数 計 960360 的中 ��� 3117（68番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 52．7－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルクデラポム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．7．25 中京8着

2013．3．27生 牝6青鹿 母 ウ キ フ ネ 母母 マチカネエマキ 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円



26077 9月22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

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
1：59．6

良
良

66 チュウワノキセキ 牡2鹿 54 武 豊中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468 ―2：01．9 18．8�
810 ビットクラッシャー 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452 ―2：02．11� 46．7�
67 アラジンバローズ 牡2鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 486 ―2：02．2� 2．0�
55 ラルナブリラーレ 牝2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 468 ―2：02．51� 3．7�
22 セイウンラストヘイ 牡2黒鹿54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 526 ―2：02．92� 6．3�
11 ダニーボーイ 牡2栗 54 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 平取 高橋 啓 472 ―2：03．32� 26．1	
811 マテラアシスト 牡2黒鹿54 藤岡 佑介大野 照旺氏 浜田多実雄 新冠 ラツキー牧場 460 ―2：03．93� 48．6

79 ダイシンマルス 牡2青鹿54 古川 吉洋大八木信行氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 432 ―2：04．0� 84．8�
78 メメモンロー 牡2黒鹿54 太宰 啓介本谷 惠氏 武 英智 日高 沖田牧場 452 ―2：04．21� 230．9�
33 サトノファラオ 牡2鹿 54 C．ルメール サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 548 ―2：04．51� 8．5�
44 パイプライナー 牡2芦 54 松山 弘平 CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 510 ― 〃 ハナ 145．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，857，900円 複勝： 47，162，800円 枠連： 11，504，600円
馬連： 58，794，300円 馬単： 36，029，100円 ワイド： 43，971，600円
3連複： 78，327，100円 3連単： 136，327，300円 計： 461，974，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 310円 � 560円 � 120円 枠 連（6－8） 1，300円

馬 連 �� 18，620円 馬 単 �� 44，000円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 470円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 9，980円 3 連 単 ��� 124，630円

票 数

単勝票数 計 498579 的中 � 22505（5番人気）
複勝票数 計 471628 的中 � 29182（5番人気）� 14092（8番人気）� 170714（1番人気）
枠連票数 計 115046 的中 （6－8） 6837（6番人気）
馬連票数 計 587943 的中 �� 2446（30番人気）
馬単票数 計 360291 的中 �� 614（59番人気）
ワイド票数 計 439716 的中 �� 3649（27番人気）�� 26067（5番人気）�� 9395（14番人気）
3連複票数 計 783271 的中 ��� 5886（32番人気）
3連単票数 計1363273 的中 ��� 793（261番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．5―13．4―12．4―13．3―12．5―11．7―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．9―49．3―1：01．7―1：15．0―1：27．5―1：39．2―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チュウワノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Generous 初出走

2017．2．20生 牡2鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ハナビマンカイ号（疾病〔感冒〕のため）

26078 9月22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

710 オーシャンズルーラ 牝3鹿 53 北村 友一一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 460＋ 21：25．4 4．4�
44 ラタンドレス 牝6鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：25．5� 47．2�
811 ペイシャクレア 牝3鹿 53 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 418＋18 〃 クビ 7．5�
812 サルトアトランテ 牝3鹿 53 川田 将雅 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 0 〃 アタマ 2．0�
55 ダイヤレイジング 牝3栗 53

50 ▲岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 440－121：25．71� 43．6	
67 � ア ト ミ カ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 432－ 91：25．91 8．8

79 アトレヴィード 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 476＋181：26．11� 104．3�
56 ミラクルチューン 牝3黒鹿53 藤岡 康太ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464＋ 21：26．3� 16．6�
11 レイトブルーミング 牝3青鹿53 松山 弘平�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 448＋ 81：26．4� 16．8
33 シ ャ テ ー ヌ 牝4栗 55

52 ▲団野 大成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502－101：26．93 12．8�

68 ショウサンシルエラ 牝3栗 53 幸 英明鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 476＋ 81：27．0� 32．4�
22 � ノースカガヤキ 牝3黒鹿 53

52 ☆坂井 瑠星�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470－ 61：30．1大差 74．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，342，700円 複勝： 53，271，500円 枠連： 14，314，800円
馬連： 70，695，800円 馬単： 36，433，100円 ワイド： 56，981，300円
3連複： 107，217，500円 3連単： 148，372，900円 計： 530，629，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 650円 � 230円 枠 連（4－7） 7，900円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 10，460円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 570円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 13，700円 3 連 単 ��� 72，430円

票 数

単勝票数 計 433427 的中 � 77087（2番人気）
複勝票数 計 532715 的中 � 87179（2番人気）� 16993（9番人気）� 63482（3番人気）
枠連票数 計 143148 的中 （4－7） 1404（18番人気）
馬連票数 計 706958 的中 �� 8209（21番人気）
馬単票数 計 364331 的中 �� 2612（35番人気）
ワイド票数 計 569813 的中 �� 7010（22番人気）�� 27502（4番人気）�� 4841（28番人気）
3連複票数 計1072175 的中 ��� 5868（48番人気）
3連単票数 計1483729 的中 ��� 1485（223番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．7―48．5―1：00．6―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F36．9
3 ・（2，3）－（6，8）（12，11）5，1，9（7，10）4 4 ・（8，11）（3，12）（2，6，5，9）1，10（7，4）

勝馬の
紹 介

オーシャンズルーラ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 Bernardini デビュー 2019．4．7 阪神4着

2016．5．4生 牝3鹿 母 ム ニ ン 母母 Aria Pura 6戦2勝 賞金 15，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノースカガヤキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月22日まで平地

競走に出走できない。



26079 9月22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：30．3

良
良

816 ソシアルクラブ 牝4栗 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 B478＋ 61：32．2 3．8�
12 ナ リ ス 牝3鹿 53 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 480－ 21：32．83� 15．4�
36 リーゼントアイリス 牝4黒鹿 55

52 ▲団野 大成三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 432＋ 61：33．01	 195．4�
11 サムシングジャスト 牝3黒鹿53 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 498＋101：33．21� 22．8�
611 ナンヨープランタン 牡4黒鹿57 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 20．0	
612 セ ラ ピ ア 牝3芦 53 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 ハナ 2．8

23 トロイメント 牝3青 53 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 438＋241：33．3� 29．4�
24 リュクスポケット 牡4栗 57

54 ▲斎藤 新田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 500－141：33．4� 47．2�
817 マイネルウィルトス 牡3黒鹿55 C．ルメール �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 456－141：33．5クビ 3．9
47 ロイヤルヴィザージ 牝3鹿 53

52 ☆坂井 瑠星 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 462＋161：33．71� 47．9�
48 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 452＋ 41：33．8� 93．3�
35 
 ゴールドハット �5黒鹿57 和田 竜二合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 422＋101：33．9� 58．0�

713 マ ー ニ 牡3黒鹿55 吉田 隼人岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 440＋ 21：34．11	 84．0�
510 ミ ア グ ア 牝4青鹿55 国分 優作五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 41：34．41 35．9�
714
 オーケーブロッサム 牝3青 53 太宰 啓介小野 建氏 奥村 豊 米 Orpendale

& Chelston 480－161：34．5 110．3�
59 エ ピ ロ ー グ 牝3鹿 53 藤井勘一郎藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 456± 01：34．71	 93．9�
818 セグレドスペリオル 牡3鹿 55

54 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468± 01：35．12� 19．5�
715 エアマスカーニ 牡4栃栗57 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 446＋ 41：35．31	 273．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，004，800円 複勝： 75，344，000円 枠連： 29，492，700円
馬連： 96，931，000円 馬単： 40，464，200円 ワイド： 80，981，200円
3連複： 155，643，700円 3連単： 168，768，200円 計： 704，629，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 390円 � 3，570円 枠 連（1－8） 860円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 940円 �� 11，430円 �� 18，820円

3 連 複 ��� 104，030円 3 連 単 ��� 394，690円

票 数

単勝票数 計 570048 的中 � 118213（2番人気）
複勝票数 計 753440 的中 � 144625（2番人気）� 47516（4番人気）� 4254（18番人気）
枠連票数 計 294927 的中 （1－8） 26380（3番人気）
馬連票数 計 969310 的中 �� 32219（5番人気）
馬単票数 計 404642 的中 �� 6912（11番人気）
ワイド票数 計 809812 的中 �� 23306（5番人気）�� 1783（84番人気）�� 1080（113番人気）
3連複票数 計1556437 的中 ��� 1122（229番人気）
3連単票数 計1687682 的中 ��� 310（918番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．7―47．2―58．8―1：10．0―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．4
3 12，16（4，15）6（13，9）（2，7，11）（3，8，17）1（5，10）－（14，18） 4 12，16（4，15）6，9（2，13）11（3，7，17）（1，8，5）（18，10）－14

勝馬の
紹 介

ソシアルクラブ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．9 京都1着

2015．1．26生 牝4栗 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 10戦2勝 賞金 26，900，000円

26080 9月22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （ダート・右）
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

55 ワイルドシング 牡4黒鹿57 秋山真一郎 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 434± 02：07．1 6．3�

710 テーオーポシブル 牡3鹿 54 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 454－ 22：07．2� 4．4�
44 セ ロ シ ア 牡3黒鹿54 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470＋18 〃 アタマ 5．9�
56 モダスオペランディ 牡3鹿 54 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－242：07．83	 4．4�
67 メメランタン 牡3芦 54 岩崎 翼本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 516－ 82：07．9クビ 11．0�
812 サンライズアカシア 牡3鹿 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 474＋ 2 〃 アタマ 6．8	
33 メイショウウズマサ 牡3黒鹿54 中井 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 490± 02：08．0	 33．4

68 アルムチャレンジ 牡5黒鹿57 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－10 〃 クビ 10．1�
79 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57 長岡 禎仁節 英司氏 山内 研二 新ひだか 原 弘之 510－142：08．95 165．5�
811 フェードアウト 牡3鹿 54 幸 英明三嶋牧場 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 B482＋122：09．85 16．1�
22 
 トウシンアサヒ 牡5鹿 57 川須 栄彦�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 B456＋ 42：10．33 54．3�
11 ワンダーアフィラド 牡3鹿 54

51 ▲亀田 温心山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B484－ 62：10．83 43．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，619，300円 複勝： 56，100，800円 枠連： 19，995，000円
馬連： 95，241，600円 馬単： 41，036，100円 ワイド： 64，059，100円
3連複： 131，806，100円 3連単： 167，973，300円 計： 615，831，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 150円 � 200円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 460円 �� 590円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 396193 的中 � 49854（4番人気）
複勝票数 計 561008 的中 � 87445（2番人気）� 103075（1番人気）� 65925（5番人気）
枠連票数 計 199950 的中 （5－7） 26771（1番人気）
馬連票数 計 952416 的中 �� 57451（2番人気）
馬単票数 計 410361 的中 �� 10376（9番人気）
ワイド票数 計 640591 的中 �� 36665（2番人気）�� 27010（5番人気）�� 31579（4番人気）
3連複票数 計1318061 的中 ��� 37270（4番人気）
3連単票数 計1679733 的中 ��� 6964（46番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．3―14．5―13．6―13．3―13．0―12．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．0―50．5―1：04．1―1：17．4―1：30．4―1：42．9―1：54．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．7
1
3
1，3，10，12（4，6）－（7，8）5（9，11）－2・（1，3，10）12（4，6）（7，8）5（9，2）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイルドシング �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．14 京都3着

2015．4．20生 牡4黒鹿 母 ピサノガレー 母母 トロピカルサウンドⅡ 11戦2勝 賞金 18，050，000円



26081 9月22日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下），30．9．22以降1．9．16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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

55 ブルベアトリュフ 牡4鹿 56 四位 洋文 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 460＋ 21：34．4 29．1�
11 シュバルツボンバー 牡4鹿 55 岩田 康誠�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512－10 〃 クビ 14．1�
810 スラッシュメタル 牡4鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 ハナ 13．6�
811 ヴィッテルスバッハ 牡3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454－ 41：34．5� 1．8�
79 ステイキングダム 牡6鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430± 01：34．71 81．0	
67 ミエノウインウイン 	4黒鹿55 和田 竜二里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋14 〃 クビ 6．1

44 
 アメリカンワールド 牡4栗 54 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 470－ 41：34．91� 89．4�
22 ミトノマルーン 牡3黒鹿53 武 豊ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 470－ 6 〃 ハナ 9．0�
78 マ ハ ヴ ィ ル 牡4鹿 56 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 6 〃 クビ 40．4
33 コスモインザハート 牡4鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 484－ 41：35．11� 42．7�
66 キュールエサクラ 牝3青鹿52 川田 将雅岡本 良三氏 中内田充正 安平 追分ファーム 448± 01：36．27 5．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 66，106，600円 複勝： 79，851，800円 枠連： 23，956，800円
馬連： 118，921，800円 馬単： 62，628，700円 ワイド： 84，919，500円
3連複： 169，582，500円 3連単： 285，102，500円 計： 891，070，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，910円 複 勝 � 630円 � 430円 � 310円 枠 連（1－5） 13，580円

馬 連 �� 11，390円 馬 単 �� 34，260円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 2，010円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 37，790円 3 連 単 ��� 372，430円

票 数

単勝票数 計 661066 的中 � 18164（7番人気）
複勝票数 計 798518 的中 � 30992（7番人気）� 48181（6番人気）� 74037（5番人気）
枠連票数 計 239568 的中 （1－5） 1367（21番人気）
馬連票数 計1189218 的中 �� 8088（28番人気）
馬単票数 計 626287 的中 �� 1371（69番人気）
ワイド票数 計 849195 的中 �� 6934（28番人気）�� 10967（22番人気）�� 9965（23番人気）
3連複票数 計1695825 的中 ��� 3365（83番人気）
3連単票数 計2851025 的中 ��� 555（566番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．0―11．9―11．9―11．2―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．1―37．1―49．0―1：00．9―1：12．1―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルベアトリュフ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．9 阪神7着

2015．3．6生 牡4鹿 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 16戦3勝 賞金 46，464，000円
※出走取消馬 ピースマインド号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）

26082 9月22日 曇 良 （1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，3勝クラス（1600万円以下），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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

44 ジ ェ シ ー 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 480＋ 21：59．2 2．5�
89 ハナズレジェンド 牡6栗 57 川島 信二広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458－ 21：59．3� 6．1�
77 シャルルマーニュ 牡4鹿 57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494－ 6 〃 クビ 8．9�
33 ドリームソルジャー 牡5栗 57 太宰 啓介 �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 478－ 81：59．4	 20．6�

66 ミッキーブラック 牡3鹿 54 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 ハナ 12．2	
11 ウインクルサルーテ 牝6鹿 55 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 432± 0 〃 ハナ 32．4

22 サトノグラン 
5青鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466± 01：59．5	 46．8�
78 プレシャスブルー 牡5鹿 57 藤岡 康太石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 430－ 61：59．6	 11．4�
810 ゴールドフラッグ 牡4黒鹿57 松山 弘平合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B498－ 21：59．8	 12．3
55 カフジバンガード 牡4鹿 57 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 484－ 2 〃 クビ 4．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，173，400円 複勝： 65，033，300円 枠連： 27，288，800円
馬連： 149，659，600円 馬単： 66，653，500円 ワイド： 88，539，900円
3連複： 209，150，800円 3連単： 323，005，700円 計： 988，505，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 190円 � 250円 枠 連（4－8） 540円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 380円 �� 390円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 591734 的中 � 186338（1番人気）
複勝票数 計 650333 的中 � 166413（1番人気）� 78610（3番人気）� 52713（6番人気）
枠連票数 計 272888 的中 （4－8） 38974（1番人気）
馬連票数 計1496596 的中 �� 108364（3番人気）
馬単票数 計 666535 的中 �� 31615（4番人気）
ワイド票数 計 885399 的中 �� 61154（2番人気）�� 60940（3番人気）�� 24190（12番人気）
3連複票数 計2091508 的中 ��� 76999（5番人気）
3連単票数 計3230057 的中 ��� 27877（15番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．1―12．0―12．4―12．0―11．3―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．5―48．6―1：00．6―1：13．0―1：25．0―1：36．3―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ シ ー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．8 東京2着

2015．3．28生 牡4鹿 母 ジ ェ シ カ 母母 セシルカット 15戦4勝 賞金 76，266，000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22日 小雨 良 （1阪神4） 第7日 第11競走 ��
��2，400�第67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 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

33 サートゥルナーリア 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：26．8 1．4�
55 ヴェロックス 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：27．33 2．6�
88 ワールドプレミア 牡3黒鹿56 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 22：27．51� 13．2�
44 レッドジェニアル 牡3黒鹿56 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 488＋122：27．81� 22．8�
22 	 ユニコーンライオン 牡3黒鹿56 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 516＋ 6 〃 クビ 41．6	
66 シ フ ル マ ン 牡3芦 56 松山 弘平�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502＋ 82：27．9
 32．6

77 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 516－ 82：28．43 156．5�
11 ジョウショームード 牡3黒鹿56 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 424－ 62：28．61� 182．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 268，638，400円 複勝： 390，980，500円 枠連： 発売なし
馬連： 462，061，700円 馬単： 321，297，000円 ワイド： 195，874，400円
3連複： 534，169，300円 3連単： 2，234，418，400円 計： 4，407，439，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 130円 馬 単 �� 210円

ワ イ ド �� 110円 �� 230円 �� 220円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 700円

票 数

単勝票数 計2686384 的中 � 1471984（1番人気）
複勝票数 計3909805 的中 � 2260567（1番人気）� 1137342（2番人気）� 157887（3番人気）
馬連票数 計4620617 的中 �� 2560626（1番人気）
馬単票数 計3212970 的中 �� 1141418（1番人気）
ワイド票数 計1958744 的中 �� 778986（1番人気）�� 146606（3番人気）�� 149747（2番人気）
3連複票数 計5341693 的中 ���1227727（1番人気）
3連単票数 計22344184 的中 ���2306170（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．9―13．1―13．2―13．5―13．3―12．5―11．8―10．8―10．2―11．3

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―24．2―37．1―50．2―1：03．4―1：16．9―1：30．2―1：42．7―1：54．5―2：05．3―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F44．1―3F32．3
1
3
6（3，4）5（2，7）－8－1
6，3，4，5，7（2，8）1

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

勝馬の
紹 介

サートゥルナーリア 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．10 阪神1着

2016．3．21生 牡3黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 6戦5勝 賞金 311，759，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサートゥルナーリア号・ヴェロックス号・ワールドプレミア号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26084 9月22日 曇 良 （1阪神4） 第7日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

816 アヴァンティスト 牡3栗 55 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 468± 01：11．5 3．0�

612 コウエイアンカ �4鹿 57 北村 友一伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 470－ 8 〃 アタマ 10．1�
815	 サンマルペンダント 牝5栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 432－ 21：11．82 171．5�
714 リ ガ ス 牡5芦 57

54 ▲団野 大成 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 518＋101：11．9
 15．3�

11 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 岩田 康誠村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 474± 01：12．0クビ 6．8�
59 アールロッソ 牝3栗 53 松山 弘平前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 488－ 41：12．1
 4．5	
510 ロ ン ス 牝4芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：12．2
 51．8

23 バルコラベーロ 牡5栗 57

54 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 61：12．3� 40．5�
12 サンライズカラマ 牡5栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B496＋ 6 〃 クビ 14．8
713 エネルムサシ 牡6鹿 57 和田 竜二鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 514＋ 61：12．4クビ 6．8�
48 ジュエアトゥー �5栗 57 古川 吉洋首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 490－24 〃 クビ 28．1�
35 ナイトスプライト 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 95．7�
611 メイショウバイタル 牡4青鹿57 藤井勘一郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 506± 01：12．5クビ 20．3�
36 サンビショップ �7栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 462－ 61：12．6
 66．9�
47 タイセイシュラーク 牡4黒鹿57 松若 風馬田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 478－ 61：12．91� 57．3�
24 	 セルバンテスカズマ 牡6黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 532± 01：14．07 138．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，745，700円 複勝： 116，052，700円 枠連： 54，740，600円
馬連： 199，045，600円 馬単： 75，714，500円 ワイド： 140，763，200円
3連複： 328，610，900円 3連単： 393，399，300円 計： 1，380，072，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 260円 � 3，420円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 620円 �� 7，540円 �� 20，390円

3 連 複 ��� 64，080円 3 連 単 ��� 190，770円

票 数

単勝票数 計 717457 的中 � 187078（1番人気）
複勝票数 計1160527 的中 � 274955（1番人気）� 110253（5番人気）� 6131（16番人気）
枠連票数 計 547406 的中 （6－8） 39743（4番人気）
馬連票数 計1990456 的中 �� 95079（4番人気）
馬単票数 計 757145 的中 �� 23268（5番人気）
ワイド票数 計1407632 的中 �� 62850（4番人気）�� 4630（65番人気）�� 1702（99番人気）
3連複票数 計3286109 的中 ��� 3846（165番人気）
3連単票数 計3933993 的中 ��� 1495（556番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―11．8―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．0―46．8―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．5
3 ・（13，14）16（9，15，12）（3，10，11）7（4，5，6）2（1，8） 4 ・（13，14）16－15（9，12）（3，10，11）（5，7）（2，6）8，1－4

勝馬の
紹 介

アヴァンティスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gone West デビュー 2018．7．7 中京1着

2016．3．11生 牡3栗 母 ゴンチャローワ 母母 Pure Grain 9戦3勝 賞金 34，800，000円

４レース目



（1阪神4）第7日 9月22日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

291，250，000円
5，180，000円
22，760，000円
1，590，000円
32，040，000円
64，098，500円
4，780，200円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
785，476，800円
1，069，697，400円
231，761，300円
1，466，328，500円
793，518，000円
922，922，100円
2，041，025，700円
4，286，680，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，597，410，000円

総入場人員 21，692名 （有料入場人員 20，136名）
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