
26097 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50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
1：23．0
1：23．0

重
重

611 タガノキトピロ 牡2栗 54 川島 信二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460＋ 21：26．1 15．0�

714 ナオミラフィネ 牝2栗 54
51 ▲斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446± 01：26．2� 2．9�

36 ダイシンイナリ 牡2鹿 54 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 500＋ 21：26．94 8．9�

35 シゲルガリレオ 牡2鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 日高 若林 順一 450± 01：27．22 5．8�
510 アルタグラシア 牝2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 61：27．51� 5．6�
47 ゴーゴーレイワ 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B458－ 21：27．6� 26．1	
612 マルカブレーブ 牡2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 458＋ 61：27．81� 52．2

23 ワイルドキャット 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 430－ 41：28．01 284．5�
815 アマノエリザベート 牝2栗 54 国分 恭介中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 11．5�
12 アーサードライブ 牡2栗 54 吉田 隼人林 千枝子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 472＋ 6 〃 アタマ 76．1
713 マーキュリーセブン 牡2黒鹿54 藤懸 貴志ライオンレースホース� 高橋 義忠 浦河 浦河日成牧場 440± 0 〃 クビ 331．8�
24 クリノヤタガラス 牡2青鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 472－ 41：28．1クビ 12．5�
11 メイショウアカイシ 牝2鹿 54 北村 友一松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 430－ 2 〃 クビ 20．0�
59 セイヴァンキッシュ 牡2青鹿54 古川 吉洋金田 成基氏 山内 研二 日高 本間牧場 492＋121：28．52� 60．6�
816 キタノストロング 牡2鹿 54 川須 栄彦北所 直人氏 中尾 秀正 日高 厚賀古川牧場 448＋ 2 〃 クビ 165．2�
48 チ ュ ウ ア イ 牡2鹿 54 岩崎 翼西本 資史氏 西橋 豊治 新ひだか 原 弘之 444－ 41：28．71 82．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，189，600円 複勝： 46，148，700円 枠連： 13，088，600円
馬連： 56，290，700円 馬単： 26，543，700円 ワイド： 45，357，900円
3連複： 88，824，000円 3連単： 100，617，100円 計： 405，060，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 310円 � 120円 � 200円 枠 連（6－7） 1，880円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，180円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 28，980円

票 数

単勝票数 計 281896 的中 � 15858（7番人気）
複勝票数 計 461487 的中 � 27701（6番人気）� 139150（1番人気）� 53222（3番人気）
枠連票数 計 130886 的中 （6－7） 5379（8番人気）
馬連票数 計 562907 的中 �� 23120（5番人気）
馬単票数 計 265437 的中 �� 4012（18番人気）
ワイド票数 計 453579 的中 �� 16766（5番人気）�� 9212（16番人気）�� 33982（2番人気）
3連複票数 計 888240 的中 ��� 19369（9番人気）
3連単票数 計1006171 的中 ��� 2517（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．4―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．7
3 ・（6，8）11，7，14（5，16）12（4，15）10（3，1，2，13）－9 4 ・（6，8，11）14（7，5）（12，16）（4，10，15）13（3，1，2）－9

勝馬の
紹 介

タガノキトピロ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．6．29 中京7着

2017．4．5生 牡2栗 母 ア レ キ パ 母母 パ イ タ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 メイショウアカイシ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 メイショウアカイシ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キースローガン号・スズカパンサー号

26098 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時20分 （芝・右・外）
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 ラインオブダンス 牝2黒鹿 54
53 ☆坂井 瑠星�G1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 476＋ 21：48．0 1．9�
11 アジャストザルート 牡2鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 488± 01：48．31� 7．3�
44 ゴルトファルベン 牡2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476－ 61：48．51� 3．0�
88 リ ノ 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 21：48．71	 9．6�

89 アルマフォルト 牡2黒鹿54 和田 竜二名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム 494－ 21：48．91	 19．1	
33 テイエムプリジャン 牡2栗 54

51 ▲岩田 望来竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 442＋ 41：49．0クビ 60．1

77 パ ラ パ ラ 牝2青鹿54 吉田 隼人門野 重雄氏 作田 誠二 日高 奥山 博 456＋ 21：49．1� 151．0�
22 リインフォース 牡2黒鹿54 松山 弘平ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 444± 01：49．52� 29．7�
66 シェイクスピア 牡2青鹿54 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 482＋ 21：50．03 74．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 35，009，700円 複勝： 44，897，500円 枠連： 7，930，200円
馬連： 43，346，200円 馬単： 28，849，300円 ワイド： 32，822，500円
3連複： 57，967，000円 3連単： 130，204，300円 計： 381，026，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（1－5） 570円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 250円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 350097 的中 � 148050（1番人気）
複勝票数 計 448975 的中 � 221423（1番人気）� 41084（3番人気）� 94315（2番人気）
枠連票数 計 79302 的中 （1－5） 10732（2番人気）
馬連票数 計 433462 的中 �� 61659（2番人気）
馬単票数 計 288493 的中 �� 27704（3番人気）
ワイド票数 計 328225 的中 �� 48385（2番人気）�� 76245（1番人気）�� 25570（4番人気）
3連複票数 計 579670 的中 ��� 114903（1番人気）
3連単票数 計1302043 的中 ��� 51591（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―35．9―48．4―1：01．0―1：13．2―1：25．0―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 9－2，8，1（3，4）5，7－6 4 9－（2，8）1（3，5）4（7，6）

勝馬の
紹 介

ラインオブダンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．7．27 新潟5着

2017．3．30生 牝2黒鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 3戦1勝 賞金 7，000，000円

第４回 阪神競馬 第９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



26099 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第3競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走10時50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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

48 ショウナンナデシコ 牝2栗 54
51 ▲岩田 望来国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 460 ―1：54．3 15．5�

816 ア カ ボ シ 牡2黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524 ―1：55．57 14．0�

713 マジックウォリアー 牡2鹿 54 和田 竜二吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 520 ―1：56．13� 9．6�
611 リッカロッキー 牡2黒鹿 54

51 ▲亀田 温心立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 484 ―1：56．31� 68．2�
12 アリーヴェデルチ 牡2鹿 54 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480 ―1：56．5� 6．3�
24 ソニックビースト 牝2黒鹿54 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 508 ―1：57．03 54．0	
59 ゲンパチアイアン 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 478 ―1：57．63� 23．3

815 バ ー ミ ー ズ 牝2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 増本 良孝 460 ― 〃 ハナ 116．6�
36 デルマジェイド 牡2黒鹿54 池添 謙一浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 524 ―1：57．81	 22．7�
47 パ ル マ 牡2黒鹿 54

53 ☆横山 武史永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 坂本 春雄 480 ― 〃 クビ 204．3
510 オークヒルハウス 牝2鹿 54 北村 友一宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492 ―1：58．33 2．5�
23 クリノオラシオン 牡2鹿 54 荻野 極栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 むかわ 宇南山牧場 508 ―1：58．61� 29．0�
714 ブルベアカロリー 牡2鹿 54

51 ▲団野 大成 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 456 ―1：58．81� 101．8�
35 エルセントロ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 464 ―1：58．9クビ 4．6�
11 
 デュボンタン 牝2鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 488 ―1：59．64 160．8�
612 ブルベアカンデラ 牡2鹿 54 国分 恭介 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 新ひだか 三石ファーム 468 ―2：00．34 209．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，881，000円 複勝： 36，956，700円 枠連： 13，019，300円
馬連： 48，723，900円 馬単： 24，735，600円 ワイド： 38，970，600円
3連複： 71，878，000円 3連単： 84，262，000円 計： 352，427，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 340円 � 420円 � 230円 枠 連（4－8） 9，720円

馬 連 �� 13，790円 馬 単 �� 31，020円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 1，620円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 21，850円 3 連 単 ��� 232，280円

票 数

単勝票数 計 338810 的中 � 18457（6番人気）
複勝票数 計 369567 的中 � 27274（5番人気）� 21479（6番人気）� 46011（3番人気）
枠連票数 計 130193 的中 （4－8） 1037（26番人気）
馬連票数 計 487239 的中 �� 2738（36番人気）
馬単票数 計 247356 的中 �� 598（74番人気）
ワイド票数 計 389706 的中 �� 3443（31番人気）�� 6224（21番人気）�� 6644（18番人気）
3連複票数 計 718780 的中 ��� 2467（67番人気）
3連単票数 計 842620 的中 ��� 263（594番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．9―13．2―13．3―13．6―13．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．6―49．8―1：03．1―1：16．7―1：29．7―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンナデシコ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2017．2．6生 牝2栗 母 ショウナンマオ 母母 ショウナンハピネス 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 カズベナートル号・グレーフェンベルク号・ボルサリーノ号・メイショウラグーン号・ユーラシア号・

レイズアフォレスト号

26100 9月29日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1阪神4） 第9日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時20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

66 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 494＋123：22．5 2．3�
55 メメニシコリ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B462＋ 23：22．6� 3．7�
89 ファイアプルーフ 牡4黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498－ 43：23．45 11．3�
22 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 516－ 83：24．04 29．6�
11 モルドレッド 牡4鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 482－ 83：24．32 8．1�
44 � シゲルアメジスト 牡3鹿 58 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 462－ 83：25．04 120．1�
77 メイショウグンパイ 牡6黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 486－ 43：25．53 7．3	
88 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文
オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 492＋183：26．77 9．7�
33 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿56 五十嵐雄祐 
ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 23：29．0大差 15．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，814，500円 複勝： 24，037，500円 枠連： 7，906，200円
馬連： 34，987，700円 馬単： 23，340，600円 ワイド： 25，992，300円
3連複： 51，298，200円 3連単： 105，910，600円 計： 295，287，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 210円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 420円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 218145 的中 � 74416（1番人気）
複勝票数 計 240375 的中 � 74487（1番人気）� 47963（2番人気）� 19057（6番人気）
枠連票数 計 79062 的中 （5－6） 18156（1番人気）
馬連票数 計 349877 的中 �� 79311（1番人気）
馬単票数 計 233406 的中 �� 33412（1番人気）
ワイド票数 計 259923 的中 �� 48798（1番人気）�� 13914（6番人気）�� 10421（9番人気）
3連複票数 計 512982 的中 ��� 32029（4番人気）
3連単票数 計1059106 的中 ��� 23913（5番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．1－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リングオブハピネス 
�
父 コンデュイット 

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．11．14 京都4着

2013．2．27生 牝6栗 母 セフティパラダイス 母母 ダンツプリンセス 障害：8戦1勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 リングオブハピネス号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



26101 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時10分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

23 インザムード 牡2青鹿54 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464 ―1：34．9 24．8�
36 ア ヴ ェ イ ル 牝2黒鹿54 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452 ―1：35．32� 5．8�
24 クリノヴィンセント 牡2鹿 54 松田 大作栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 476 ―1：35．4� 17．6�
48 ベストジーニスト 牡2黒鹿54 柴山 雄一髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 472 ―1：35．93 26．4�
713 バーグアンノール 牝2青鹿54 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424 ―1：36．0� 5．4�
612 ガ リ レ イ 牡2鹿 54 太宰 啓介 	カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 504 ―1：36．1� 18．3

11 ハーランズハーツ 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 434 ―1：36．2� 28．7�
59 レ ペ ッ ト 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史合同会社雅苑興業 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 436 ―1：36．41� 92．6�
714 エ ル ス ネ ル 牡2鹿 54 荻野 極 �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 432 ― 〃 ハナ 4．7
12 レガーメペスカ 牡2黒鹿54 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484 ― 〃 アタマ 7．8�
47 ルベルアージ 牡2黒鹿54 吉田 隼人前田 幸治氏 武 幸四郎 新冠 新冠橋本牧場 454 ― 〃 ハナ 33．3�
35 アシャカチャン 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成吉冨 学氏 斉藤 崇史 新ひだか タイヘイ牧場 472 ―1：36．71� 93．0�
715 ニシノパッシオ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 松本牧場 422 ―1：36．8� 239．5�
510 メイショウウナサカ 牡2栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．12 9．4�
818 ナムラマホーホ 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 434 ― 〃 ハナ 283．6�
816 ロードドミニオン 牡2鹿 54 中谷 雄太 	ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか タイヘイ牧場 454 ―1：37．2クビ 15．8�
817 シゲルキンセイ 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 478 ― 〃 クビ 76．1�
611 ス ペ ラ ー レ 牡2芦 54 北村 友一 	グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488 ―1：37．83� 36．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，385，200円 複勝： 43，638，100円 枠連： 21，744，900円
馬連： 60，436，400円 馬単： 25，635，600円 ワイド： 48，395，300円
3連複： 94，562，900円 3連単： 93，114，500円 計： 424，912，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 750円 � 200円 � 410円 枠 連（2－3） 2，810円

馬 連 �� 8，350円 馬 単 �� 18，030円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 5，060円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 35，960円 3 連 単 ��� 226，530円

票 数

単勝票数 計 373852 的中 � 12730（9番人気）
複勝票数 計 436381 的中 � 12847（11番人気）� 70918（1番人気）� 26260（6番人気）
枠連票数 計 217449 的中 （2－3） 5991（13番人気）
馬連票数 計 604364 的中 �� 5603（34番人気）
馬単票数 計 256356 的中 �� 1066（72番人気）
ワイド票数 計 483953 的中 �� 4816（30番人気）�� 2418（61番人気）�� 9786（11番人気）
3連複票数 計 945629 的中 ��� 1972（130番人気）
3連単票数 計 931145 的中 ��� 298（807番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．7―12．2―12．0―12．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．3―35．0―47．2―59．2―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．7
3 15，18（3，17）5（4，11）16（1，2）8（6，10）（7，13）12－14，9 4 15（3，18）（5，17）（4，16，11）（1，8）2（6，13）7（9，10，12）14

勝馬の
紹 介

インザムード �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．2．10生 牡2青鹿 母 サンエルピス 母母 フサイチパンドラ 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 グランレイ号・グランレミー号・ジロー号・ナスタチューム号・マイネルホイッスル号・マテラユウキ号・

ラブカレン号

26102 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時40分 （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
1：08．8
1：08．7

重
重

59 ホープフルスター 牡5栗 57
54 ▲斎藤 新前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 61：12．5 7．5�
612 ヘ ル メ ッ ト 牝3栗 53

50 ▲団野 大成�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 504－10 〃 クビ 4．6�
35 メ デ ィ ク ス 牡3栗 55 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 466＋141：12．6クビ 10．7�
714 メイショウモルサ 牡3鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 492± 01：12．7� 9．3�
48 � キングヴァラール 牡7黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 バンブー牧場 500＋ 4 〃 クビ 187．0	
23 ア タ ミ 牡5黒鹿57 吉田 隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 488＋ 61：12．8� 12．9

24 タイセイトレンディ �4青鹿57 川須 栄彦田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 21：13．01	 6．9�
713� ベ ー 牡4栗 57 国分 優作北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 2 〃 クビ 16．9
815 ショウナンアンビル 牡4栗 57 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 434－ 4 〃 ハナ 10．5�
510 マルモマリア 牝4鹿 55 古川 吉洋まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 462－141：13．1クビ 17．9�
11 ブライトエンパイア 牡4鹿 57 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444＋ 4 〃 クビ 15．0�
816 ハイエストクイーン 牝4黒鹿 55

54 ☆川又 賢治山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：13．41� 66．4�
12 アナスタシオ 牝3青鹿 53

52 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 41：14．14 5．8�

36 キンショーボヌール 牡3栗 55 中井 裕二礒野日出夫氏 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 21：14．2
 193．1�

611 イサチルケイ 牝3栗 53 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 B462－ 11：14．94 137．8�
47 � ゴルディアス 牡3栗 55 荻野 琢真�下屋敷牧場 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 442＋ 61：15．0クビ 340．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，730，700円 複勝： 50，943，000円 枠連： 18，689，500円
馬連： 70，995，500円 馬単： 27，543，400円 ワイド： 54，546，100円
3連複： 111，301，700円 3連単： 112，720，900円 計： 479，470，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 160円 � 290円 枠 連（5－6） 1，240円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，460円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 40，960円

票 数

単勝票数 計 327307 的中 � 34548（4番人気）
複勝票数 計 509430 的中 � 56832（3番人気）� 94680（1番人気）� 38736（6番人気）
枠連票数 計 186895 的中 （5－6） 11671（4番人気）
馬連票数 計 709955 的中 �� 27004（2番人気）
馬単票数 計 275434 的中 �� 4301（10番人気）
ワイド票数 計 545461 的中 �� 21251（2番人気）�� 9312（24番人気）�� 13623（7番人気）
3連複票数 計1113017 的中 ��� 12219（11番人気）
3連単票数 計1127209 的中 ��� 1995（98番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．3―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホープフルスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 東京3着

2014．2．24生 牡5栗 母 ストラテジー 母母 クイーンリザーブ 27戦2勝 賞金 32，350，000円
※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 ケプラー号・モテモテ号
（非抽選馬） 1頭 クリノアパッチ号



26103 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第7競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：19．3
1：19．0

良
良

817 ドナウデルタ 牝3鹿 53 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436＋101：20．5 2．5�
816 ミッキースピリット 牡3鹿 55 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 5．3�
47 ナンゴクアイネット 牝4鹿 55 藤岡 康太渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 462－ 61：20．92	 48．2�
612 マイエンフェルト 牝3鹿 53

50 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452－ 61：21．0クビ 26．5�
714 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 8 〃 クビ 41．4	
715 トウカイオラージュ 牡3栗 55

54 ☆横山 武史内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 468＋14 〃 アタマ 29．2

59 アンジュミニョン 牝3鹿 53 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 440－ 21：21．1クビ 15．3�
35 タニノミステリー 
4黒鹿57 �島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 432－ 21：21．2	 345．3�
23 メイショウタオヤカ 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成松本 和子氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 498＋ 2 〃 クビ 17．7
611� タニノミッション 牝3鹿 53 和田 竜二谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 494＋ 81：21．3クビ 7．3�
24 テーオーアマゾン 牡3青鹿55 吉田 隼人小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 41：21．4	 53．6�
12 � ナオアンドユリ 牝5青鹿55 岡田 祥嗣松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 474± 0 〃 クビ 244．6�
713 ブレイズガール 牝6鹿 55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B508＋ 41：21．61	 144．3�
818 キセキノカガヤキ 牝3黒鹿53 国分 優作ライオンレースホース� 小崎 憲 洞湖 レイクヴィラファーム 430－ 21：21．7クビ 214．5�
510 アルバリズム 牝3栗 53

50 ▲岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 516＋ 6 〃 ハナ 62．7�
48 エイシンゾーン 牝3鹿 53 M．デムーロ�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 436± 0 〃 クビ 5．1�
11 メイショウテンモン 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B504± 01：21．91� 26．4�
36 � ワールドウォッチ 牡3鹿 55

52 ▲亀田 温心青山 洋一氏 藤岡 健一 英 Chasemor
e Farm 490－ 41：22．0	 269．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，186，400円 複勝： 66，573，100円 枠連： 23，228，700円
馬連： 87，886，100円 馬単： 39，400，200円 ワイド： 67，401，600円
3連複： 124，815，100円 3連単： 143，427，800円 計： 598，919，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 180円 � 880円 枠 連（8－8） 760円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，280円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 12，780円 3 連 単 ��� 41，370円

票 数

単勝票数 計 461864 的中 � 147523（1番人気）
複勝票数 計 665731 的中 � 166622（1番人気）� 96701（3番人気）� 12921（11番人気）
枠連票数 計 232287 的中 （8－8） 23382（3番人気）
馬連票数 計 878861 的中 �� 88145（1番人気）
馬単票数 計 394002 的中 �� 25472（1番人気）
ワイド票数 計 674016 的中 �� 54015（1番人気）�� 7111（28番人気）�� 4892（35番人気）
3連複票数 計1248151 的中 ��� 7321（41番人気）
3連単票数 計1434278 的中 ��� 2513（96番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．2―11．8―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―33．9―45．7―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナウデルタ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．2．9生 牝3鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 7戦2勝 賞金 28，700，000円
〔制裁〕 アルバリズム号の騎手岩田望来は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キュールエミヤビ号
（非抽選馬） 1頭 スキップ号

26104 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時40分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：44．4
1：43．9

良
良

510 アドマイヤジョラス 牡5黒鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488－ 41：46．5 3．5�
611 プライドランド 牡3芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 41：46．71 6．0�
23 オールイズウェル 牡3黒鹿54 藤井勘一郎小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492＋ 21：46．8� 3．5�
11 パ ト リ ッ ク 牡3鹿 54 M．デムーロ �カナヤマホールディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 462＋ 2 〃 ハナ 5．2�
47 	 テンノカガヤキ 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星天白 泰司氏 寺島 良 洞
湖 レイクヴィラファーム 452＋ 7 〃 ハナ 36．3	
35 アーデントリー 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 440± 0 〃 クビ 14．9

612 シャイニードライヴ �5鹿 57

56 ☆横山 武史小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B438－ 61：47．01� 282．4�
59 メイケイハリアー 牡3芦 54 和田 竜二名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 474＋ 61：47．21� 9．4�
48 ダノンテイオー 牡3黒鹿54 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 14．2
815 タガノスカイハイ 牡4鹿 57 島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－10 〃 クビ 42．6�
36 カフジグローリー 牡5黒鹿57 高倉 稜加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 538－ 61：47．3� 285．8�
714 ウォーターミリオン 牡6栗 57 国分 恭介山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 446－ 21：47．72 449．5�
713 バ ニ ュ ル ス 牡3黒鹿54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：47．8� 108．6�
24 メジャーマジック 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 クビ 69．0�
12 	 アシャカファスト 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心吉冨 学氏 大根田裕之 新冠 中地 義次 458－101：48．97 362．7�
816	 ルミナスコースト 牝5鹿 55 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 千歳 社台ファーム 436－ 21：49．43 421．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，763，400円 複勝： 60，164，100円 枠連： 18，235，800円
馬連： 81，964，200円 馬単： 35，675，300円 ワイド： 56，640，900円
3連複： 110，561，300円 3連単： 143，741，700円 計： 549，746，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 180円 � 150円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 350円 �� 320円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 427634 的中 � 95740（2番人気）
複勝票数 計 601641 的中 � 136890（1番人気）� 74341（4番人気）� 102221（2番人気）
枠連票数 計 182358 的中 （5－6） 17426（3番人気）
馬連票数 計 819642 的中 �� 59477（3番人気）
馬単票数 計 356753 的中 �� 13855（5番人気）
ワイド票数 計 566409 的中 �� 41634（2番人気）�� 46750（1番人気）�� 27279（6番人気）
3連複票数 計1105613 的中 ��� 48282（3番人気）
3連単票数 計1437417 的中 ��� 11624（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．0―47．4―59．8―1：12．2―1：23．8―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジョラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．4．16 阪神4着

2014．1．21生 牡5黒鹿 母 アドマイヤカンナ 母母 アドマイヤラピス 9戦3勝 賞金 32，847，000円



26105 9月29日 晴 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下），30．9．29以降1．9．22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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

33 シルヴァーソニック 牡3芦 53 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 448＋ 22：24．9 3．0�
11 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 53 荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488± 02：25．0� 13．9�
44 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿51 藤岡 康太杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 446± 02：25．1� 13．4�
88 タイセイモナーク 牡3鹿 53 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 472＋102：25．31� 30．0�
55 プルンクザール 牡4栗 55 池添 謙一水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464± 0 〃 クビ 4．6�
22 ナ ム ラ マ ル 牡5鹿 55 和田 竜二奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 524－ 22：25．51 10．8	
89 エイシンクリック 牡5鹿 55 横山 武史
栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 480＋ 22：25．82 24．3�
77 メイケイゴールド 牡4芦 55 古川 吉洋名古屋競馬
 木原 一良 登別 青藍牧場 490－ 82：26．33 4．0�
66 ショウナンバルディ 牡3黒鹿53 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 438± 02：27．04 6．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，868，200円 複勝： 56，118，800円 枠連： 15，414，200円
馬連： 92，996，200円 馬単： 46，769，100円 ワイド： 59，701，300円
3連複： 123，993，800円 3連単： 222，847，900円 計： 663，709，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 400円 � 300円 枠 連（1－3） 3，500円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 870円 �� 670円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 8，970円 3 連 単 ��� 38，770円

票 数

単勝票数 計 458682 的中 � 121948（1番人気）
複勝票数 計 561188 的中 � 118052（1番人気）� 30055（7番人気）� 44223（6番人気）
枠連票数 計 154142 的中 （1－3） 3406（17番人気）
馬連票数 計 929962 的中 �� 26233（11番人気）
馬単票数 計 467691 的中 �� 8151（18番人気）
ワイド票数 計 597013 的中 �� 17813（11番人気）�� 23787（8番人気）�� 7351（26番人気）
3連複票数 計1239938 的中 ��� 10356（37番人気）
3連単票数 計2228479 的中 ��� 4167（151番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．6―12．6―12．2―12．4―12．4―12．1―11．9―11．7―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．9―36．5―49．1―1：01．3―1：13．7―1：26．1―1：38．2―1：50．1―2：01．8―2：12．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーソニック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．1．20 京都2着

2016．3．22生 牡3芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 6戦3勝 賞金 37，460，000円

26106 9月29日 晴 良 （1阪神4） 第9日 第10競走 ��
��2，000�

たけだじょう

竹田城ステークス
発走14時50分 （ダート・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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

68 アドマイヤビクター 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512± 02：03．8 1．6�
56 メイショウマトイ 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 492－ 62：04．43� 69．6�
44 メイショウエイコウ 牡5鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 460＋ 82：04．82� 9．6�
55 メイショウタチマチ 牝6鹿 55 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 504＋ 22：04．9	 15．3�
79 プロスパラスデイズ 
4鹿 57 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504－102：05．22 9．3�
811 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿55 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 478＋ 82：05．41� 86．9�
22 バティスティーニ 牡6鹿 57 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 B488± 02：05．5クビ 17．5

11 サンライズセナ 牡4栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 492－ 4 〃 クビ 8．5�
710 オメガドラクロワ 牡5青鹿57 藤岡 康太原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 454＋ 42：05．92� 13．5�
67 タガノグルナ 牡5鹿 57 国分 優作八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484± 02：06．11� 12．6
812 コウエイワンマン 牡8黒鹿57 吉田 隼人釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 540＋ 82：06．63 250．1�
33 クリノリトミシュル 牝6鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 504± 02：07．77 172．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，928，400円 複勝： 93，192，300円 枠連： 24，958，300円
馬連： 132，115，300円 馬単： 67，059，600円 ワイド： 77，555，000円
3連複： 179，451，000円 3連単： 298，285，600円 計： 927，545，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 870円 � 210円 枠 連（5－6） 750円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 370円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 40，200円

票 数

単勝票数 計 549284 的中 � 268701（1番人気）
複勝票数 計 931923 的中 � 497480（1番人気）� 11867（9番人気）� 68467（3番人気）
枠連票数 計 249583 的中 （5－6） 25680（4番人気）
馬連票数 計1321153 的中 �� 16552（21番人気）
馬単票数 計 670596 的中 �� 6220（22番人気）
ワイド票数 計 775550 的中 �� 9828（24番人気）�� 60699（2番人気）�� 5666（32番人気）
3連複票数 計1794510 的中 ��� 13259（30番人気）
3連単票数 計2982856 的中 ��� 5379（123番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．2―12．7―12．4―12．5―13．1―12．9―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．1―47．8―1：00．2―1：12．7―1：25．8―1：38．7―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤビクター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．25 阪神4着

2015．2．8生 牡4鹿 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 7戦4勝 賞金 47，703，000円

２レース目



26107 9月29日 曇 良 （1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（Ｌ）

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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

11 ロードマイウェイ 牡3鹿 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 61：32．7 3．1�
610 サトノアーサー 牡5青鹿57 松山 弘平 �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 482－ 2 〃 アタマ 3．5�
47 アマルフィコースト 牝4黒鹿54 坂井 瑠星 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468＋121：32．8	 5．7�
46 
 シャイニービーム 牡7鹿 56 藤井勘一郎小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 450＋ 21：32．9クビ 28．2�
611 ストーミーシー 牡6栗 57 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 532－ 4 〃 アタマ 9．2	
59 メイショウオワラ 牝5鹿 54 M．デムーロ松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 464＋ 61：33．43 8．1

22 マイネルフラップ 牡3黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：33．5� 13．9�
23 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B440－ 2 〃 ハナ 32．0
712 プラチナムバレット 牡5芦 56 岡田 祥嗣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：33．6� 81．0�
35 サフランハート 牡6鹿 56 池添 謙一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 462－ 21：33．81� 107．2�
713 アドマイヤアルバ 牡4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 474－ 21：33．9	 58．4�
34 ボールライトニング 牡6栗 56 中谷 雄太 �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 514－ 21：34．0	 83．7�
58 クラウンディバイダ 6黒鹿56 国分 恭介�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 460＋ 41：34．21 257．4�
815 アーバンキッド 牡6鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：34．41� 71．8�
814 マイネルネーベル 牡7鹿 56 国分 優作 �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 458＋ 21：34．61� 22．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 91，294，000円 複勝： 103，701，000円 枠連： 58，263，300円
馬連： 280，298，600円 馬単： 114，301，600円 ワイド： 144，451，400円
3連複： 424，412，900円 3連単： 586，192，100円 計： 1，802，914，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（1－6） 510円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 320円 �� 380円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 912940 的中 � 228333（1番人気）
複勝票数 計1037010 的中 � 217914（1番人気）� 192031（2番人気）� 146439（3番人気）
枠連票数 計 582633 的中 （1－6） 86881（1番人気）
馬連票数 計2802986 的中 �� 313605（1番人気）
馬単票数 計1143016 的中 �� 63854（2番人気）
ワイド票数 計1444514 的中 �� 117906（1番人気）�� 96533（2番人気）�� 90269（3番人気）
3連複票数 計4244129 的中 ��� 298811（1番人気）
3連単票数 計5861921 的中 ��� 94169（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．3―45．8―57．4―1：09．1―1：20．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードマイウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．10．14 新潟4着

2016．3．4生 牡3鹿 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 9戦5勝 賞金 79，941，000円

26108 9月29日 曇 良 （1阪神4） 第9日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
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 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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 メイショウヴォルガ 牡5鹿 57
54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 502－ 41：24．0 55．9�

816 ジャスティン 牡3栗 55
54 ☆坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 476± 0 〃 アタマ 17．3�

47 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル B462－ 2 〃 クビ 19．5�

815 スマートアルタイル 牡4栗 57 M．デムーロ大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 466－ 41：24．31� 3．0�
23 ク ラ シ コ 牡7鹿 57 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B494－20 〃 ハナ 7．8�
24 バ レ ー ロ �5黒鹿57 和田 竜二 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B480＋ 4 〃 アタマ 36．7	
612� サンシャーロット 牝5栗 55 川島 信二 
加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 458＋121：24．61� 191．9�
48 メイショウノボサン 牡6栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－101：24．7	 29．7�
12 ダイシンクローバー 牡3黒鹿55 古川 吉洋大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 476＋ 6 〃 アタマ 9．3
713 アスクハードスパン 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来廣崎利洋HD
 河内 洋 新冠 川上牧場 514－221：24．8	 4．4�
59 カルカリーナ 牝3栗 53 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 436＋ 61：24．9クビ 12．4�
714 テ ィ カ ル �4鹿 57

54 ▲団野 大成 
カナヤマホール
ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 494＋ 21：25．0	 30．3�

11 グトルフォス 牡3鹿 55 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 498－ 21：25．32 15．6�
36 ワンダーレアリサル 牝5鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 470－141：25．4クビ 62．6�
611 メリッサーニ 牝4鹿 55 北村 友一
G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 45．6�
510 スズカフェスタ 牡4栗 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 504± 01：25．72 19．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，253，700円 複勝： 107，931，200円 枠連： 57，225，100円
馬連： 217，991，200円 馬単： 86，064，200円 ワイド： 150，391，700円
3連複： 354，830，100円 3連単： 425，260，500円 計： 1，480，947，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，590円 複 勝 � 1，200円 � 690円 � 550円 枠 連（3－8） 4，620円

馬 連 �� 54，990円 馬 単 �� 119，090円

ワ イ ド �� 14，580円 �� 10，410円 �� 5，450円

3 連 複 ��� 265，060円 3 連 単 ��� 1，751，780円

票 数

単勝票数 計 812537 的中 � 11621（14番人気）
複勝票数 計1079312 的中 � 22762（13番人気）� 41404（11番人気）� 54127（7番人気）
枠連票数 計 572251 的中 （3－8） 9588（17番人気）
馬連票数 計2179912 的中 �� 3072（98番人気）
馬単票数 計 860642 的中 �� 542（199番人気）
ワイド票数 計1503917 的中 �� 2654（103番人気）�� 3726（89番人気）�� 7158（56番人気）
3連複票数 計3548301 的中 ��� 1004（417番人気）
3連単票数 計4252605 的中 ��� 176（2477番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．0―58．3―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 16（10，14）（2，7）3，13，5（1，4，11）15，8，12（6，9） 4 16（10，14，7）2，3（13，15）4（1，5，11）（8，12）9，6

勝馬の
紹 介

メイショウヴォルガ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．4．23 京都5着

2014．4．25生 牡5鹿 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 16戦4勝 賞金 35，000，000円
〔制裁〕 ジャスティン号の騎手坂井瑠星は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・10番）
※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 ヴァイザー号・スズカモナミ号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンアヴィド号

４レース目



（1阪神4）第9日 9月29日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

235，350，000円
7，710，000円
25，020，000円
1，170，000円
25，950，000円
71，837，500円
4，943，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
551，304，800円
734，302，000円
279，704，100円
1，208，032，000円
545，918，200円
802，226，600円
1，793，896，000円
2，446，585，000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 8，361，968，700円

総入場人員 16，576名 （有料入場人員 15，342名）



令和1年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，287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

2，222，880，000円
29，380，000円
208，840，000円
13，150，000円
242，940，000円
542，563，500円
37，356，400円
12，355，200円

勝馬投票券売得金
5，728，577，500円
8，416，049，800円
2，052，780，100円
11，174，138，600円
5，615，663，400円
7，315，317，800円
16，523，373，400円
27，638，697，100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 84，464，597，700円

総入場延人員 159，273名 （有料入場延人員 113，980名）
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