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２２１２１ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （芝・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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

１１ プリムラブルガリス 牡２鹿 ５４ 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：０８．８ ３．５�

１２ カノヤベンチャー 牡２栗 ５４ 幸 英明神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 ４７４－ ２１：０９．３３ １２．０�
６１１ ケントヒーロー 牡２栗 ５４ 国分 優作田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 ４５６＋ ４１：０９．５１� １．８�
５９ バイオレットムーン 牡２栗 ５４ 太宰 啓介池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ４８．７�
３５ セイントデジタル 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４６－ ２１：０９．７１� ９．７�
６１２ カシノワルツ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 ４２２± ０１：０９．９１� ６４．２�
４７ コウエイターボ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４７２＋ ４１：１０．１１� １６．７�
８１８ シゲルコンパスザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２１：１０．３１ １４７．０	
７１５ キタノヘイロー 牡２栗 ５４ 田辺 裕信ジャパンフードビジネス
 清水 久詞 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４４２＋ ８ 〃 クビ １８．２�
７１３ ゴールデンハンター 牡２鹿 ５４ 高倉 稜
協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７８＋ ２１：１０．５１� ４４．２�
７１４ カシノパシオン 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４５４－ ４１：１０．６� １８７．８
８１７ カシノコゴロウ 牡２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４５４＋ ４１：１０．８１� ８１．４�
４８ ワンダフルムーン 牝２栗 ５４ 酒井 学�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４４２＋ ６１：１１．１２ ７５．７�
２３ カシノリュウセイ 牡２黒鹿５４ 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 野村 正 ４３８－ ２１：１１．３１� ３４８．２�
３６ デンコウショウイン 牡２青鹿５４ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４５４＋ ２１：１１．８３ １５４．２�
５１０ カシノソウル 牡２栗 ５４ 熊沢 重文柏木 務氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 ４５２－ ６１：１２．０１� ３２３．２�
８１６ フェブマルコ 牝２栗 ５４

５１ ▲中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４３６＋ ２１：１２．２１� ３１０．４�
２４ サカジロマリン 牝２鹿 ５４ 和田 竜二ロイヤルパーク 武 宏平 新冠 イワミ牧場 ４２０－ ４１：１２．８３� １３６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，８４６，０００円 複勝： ２９，２７９，８００円 枠連： ９，５１０，３００円

馬連： ３０，４０４，２００円 馬単： ２４，２１４，１００円 ワイド： １７，２６０，７００円

３連複： ４９，１４６，７００円 ３連単： ８２，１６６，７００円 計： ２５６，８２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １１０円 枠 連（１－１） ２，３５０円

馬 連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ３，７８０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� １７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� １１，０５０円

票 数

単勝票数 計 １４８４６０ 的中 � ３３４６８（２番人気）
複勝票数 計 ２９２７９８ 的中 � ４５９２７（２番人気）� １６２２７（５番人気）� １４１０３５（１番人気）
枠連票数 計 ９５１０３ 的中 （１－１） ２９９０（８番人気）
馬連票数 計 ３０４０４２ 的中 �� ９３１９（７番人気）
馬単票数 計 ２４２１４１ 的中 �� ４７４０（１２番人気）
ワイド票数 計 １７２６０７ 的中 �� ４４０８（８番人気）�� ３５０７１（１番人気）�� ８７８６（５番人気）
３連複票数 計 ４９１４６７ 的中 ��� ３４８１４（２番人気）
３連単票数 計 ８２１６６７ 的中 ��� ５４８８（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１１．４―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．３―４５．７―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．５
３ ・（１，４，７）（２，５，１１，１６，９）１２（８，１４）（３，１０）１５，６，１７－１３，１８ ４ ・（１，９）７（２，１１）５，１６（４，１２）（３，８）（１４，１３）１０（６，１７，１５）１８

勝馬の
紹 介

プリムラブルガリス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．８．５ 小倉３着

２０１０．２．２５生 牡２鹿 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノソウル号・フェブマルコ号・サカジロマリン号は，平成２４年１０月１日まで平地競走に出走

できない。

２２１２２ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （芝・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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

１１ ピ ン ポ ン 牡２鹿 ５４ 和田 竜二小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 ４４４＋ ８１：４８．４ ２．０�

３５ サンマルホーム 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ ５．５�

１２ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４４８－ ２１：４８．７２ ８８．２�

２４ コウエイアース 牡２鹿 ５４ 高倉 稜西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 ４４４－ ４１：４８．８� １２０．９�
３６ テイエムレンジャー 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 ４７２＋ ４ 〃 アタマ １４．０�
８１５ ヴ ェ ン ト ス 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ２１：４９．０１� ２３．８�
７１４ シゲルペガススザ �２黒鹿５４ 田辺 裕信森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 ４４２＋１０１：４９．１クビ １６．２�
６１２ ブライダルドレス 牝２芦 ５４ 北村 友一飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４５２± ０１：４９．２� ２９．４	
６１１ テイエムレオネッサ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 ４５０＋１０１：４９．３� ２０．１

２３ クーファスター 牝２黒鹿５４ 松山 弘平大迫久美子氏 山内 研二 新冠 村上 欽哉 ４７４－１６１：４９．５１� ２１１．８�
７１３ バロンミノル 牡２黒鹿５４ 国分 恭介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋ ４１：５０．２４ ４．０�
５９ オリンピックイヤー 牝２鹿 ５４ 国分 優作西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 藤巻 則弘 ４２６－ ６１：５１．０５ ４０１．９
８１６ ロイヤルレイド 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ２１：５１．６３� ３１８．０�
４８ エーシンリューモン 牡２鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４６４－１０１：５２．４５ １１８．８�
５１０ セレッソフロリード 牝２鹿 ５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 ４８２－ ２１：５３．０３� ６３．７�
４７ ヴィラデステ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４６８－ ４ （競走中止） ７５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４２０，０００円 複勝： ２５，９７１，２００円 枠連： １１，１０９，４００円

馬連： ３０，６７７，２００円 馬単： ２５，１６２，４００円 ワイド： １５，９４９，８００円

３連複： ４５，７６３，８００円 ３連単： ７８，４７９，７００円 計： ２４９，５３３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １，５９０円 枠 連（１－３） ４００円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，６７０円 �� ７，５５０円

３ 連 複 ��� １６，７７０円 ３ 連 単 ��� ４１，２９０円

票 数

単勝票数 計 １６４２００ 的中 � ６５３１１（１番人気）
複勝票数 計 ２５９７１２ 的中 � ８６１５３（１番人気）� ３６１９２（３番人気）� ２４９０（１２番人気）
枠連票数 計 １１１０９４ 的中 （１－３） ２０６９０（２番人気）
馬連票数 計 ３０６７７２ 的中 �� ３９５９２（２番人気）
馬単票数 計 ２５１６２４ 的中 �� ２５０３８（２番人気）
ワイド票数 計 １５９４９８ 的中 �� １７９２６（２番人気）�� １３２５（２７番人気）�� ４６０（５２番人気）
３連複票数 計 ４５７６３８ 的中 ��� ２０１５（４５番人気）
３連単票数 計 ７８４７９７ 的中 ��� １４０３（１１３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．４―１２．０―１１．７―１１．７―１１．９―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．７―４８．７―１：００．４―１：１２．１―１：２４．０―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．３
１
３
２，１１（１，１４，１６）１５（４，１０）（９，１３）５（３，６，１２）－８，７
２＝（１１，１４）（１，１６）（４，１５，１３）（５，１２）（３，６，９）８，１０

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

勝馬の
紹 介

ピ ン ポ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１２．８．５ 小倉４着

２０１０．４．４生 牡２鹿 母 ピ ア ニ ス ト 母母 ミツワイーグル ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔競走中止〕 ヴィラデステ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレッソフロリード号は，平成２４年１０月１日まで平地競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第１１日



２２１２３ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第３競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

４６ パスパルトゥー 牝３栗 ５４ 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８＋ ４ ５９．１ ５．６�

３３ ウエスタンムサシ 牡３芦 ５６ 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ５１２＋ ４ ５９．３１ ３．６�
３４ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 酒井 学脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４３６－ ４ ５９．７２� ３．２�
８１３ シゲルミカン 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４９８± ０ ５９．８クビ １２．５�
５７ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６ 国分 恭介山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４４０＋ ２ 〃 ハナ １７．３�
７１２ リバータイキ 牡３栗 ５６ 浜中 俊河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ５０．５�
２２ タ ラ ン テ ラ 牡３鹿 ５６ 武 豊吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 ４７０－ ６１：００．１１� １９．９	
８１４ アブクマペレ 牡３鹿 ５６ 小牧 太浜野順之助氏 藤沢 則雄 浦河 村下牧場 ５２０－１０ 〃 クビ ８．７

４５ ツルオカハチマン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ５０４± ０１：００．２クビ １５．３�
５８ ツイストリボン 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�下河辺牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４２６± ０１：０１．０５ ７３．０
１１ カシノベイブレード 牝３青鹿５４ 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド ４８４＋１０１：０１．１� ３３９．１�
６９ アースパイプ 牡３栗 ５６ 幸 英明窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B４５８－１８１：０１．２クビ ３５．７�
７１１ トーワオモカゲ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５０８－１２１：０２．５８ ４２．０�
６１０ マサノスペシャル 牡３青鹿５６ 芹沢 純一猪野毛雅人氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 ５１４＋ ４１：０３．１３� ３２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，６８１，６００円 複勝： ３０，８３９，８００円 枠連： １３，０３６，０００円

馬連： ３２，７３７，１００円 馬単： ２２，６４０，６００円 ワイド： １７，９４４，２００円

３連複： ５０，８１０，９００円 ３連単： ７６，２２４，９００円 計： ２６１，９１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（３－４） ３５０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ３５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ８，６２０円

票 数

単勝票数 計 １７６８１６ 的中 � ２４９４７（３番人気）
複勝票数 計 ３０８３９８ 的中 � ４２８００（３番人気）� ４８０７９（２番人気）� ７６８９２（１番人気）
枠連票数 計 １３０３６０ 的中 （３－４） ２８１８７（１番人気）
馬連票数 計 ３２７３７１ 的中 �� １９０９０（３番人気）
馬単票数 計 ２２６４０６ 的中 �� ５７４３（６番人気）
ワイド票数 計 １７９４４２ 的中 �� ８０３３（３番人気）�� １２７７７（２番人気）�� １９１０８（１番人気）
３連複票数 計 ５０８１０９ 的中 ��� ３８２４９（１番人気）
３連単票数 計 ７６２２４９ 的中 ��� ６５２９（１１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．３―４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．３
３ ・（６，８）（３，４）（９，１３，１４）（７，５）－（１０，１１）（２，１２）－１ ４ ６，８，３（７，４，１３）（５，１４）９－１２，２（１０，１１）１

勝馬の
紹 介

パスパルトゥー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 パントレセレブル デビュー ２０１１．８．１３ 新潟３着

２００９．３．３０生 牝３栗 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ １１戦１勝 賞金 １５，８５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 サウザンドサニー号・ミルキーウェイ号

２２１２４ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第４競走 ��２，９００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：０７．１良

８９ � エーシンイグアス 牡４鹿 ６０ 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 ５０８± ０３：１１．０ ５．０�

７７ ロードセイバー 牡５栗 ６０ 白浜 雄造 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４６４＋１０３：１１．６３� ６．０�
８１０ リアルブラック �３青鹿５８ 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４７８＋ ４３：１１．９１� ７３．４�
７８ ヨンハメモリー 牡４栗 ６０ 難波 剛健三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４８８＋１０ 〃 クビ １６．１�
５５ シ ー ラ イ フ 牝４芦 ５８ 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５０８＋ ４３：１２．６４ １．６�
３３ � セフティーフライト 牡３栗 ５８ 植野 貴也原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３４－ ４３：１３．２３� １３１．４�
４４ � メイショウタクミ 牡６黒鹿６０ 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４８４＋ ４３：１５．８大差 ２８．９	
１１ トウケイヤマト 牡３鹿 ５８ 今村 康成木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ５０４＋ ２３：１６．５４ １０５．６

２２ タニノスバル 牝６芦 ５８

５７ ▲森 一馬谷水 雄三氏 日吉 正和 新ひだか カントリー牧場 ４５８＋ ２ （競走中止） ２５．９�
６６ � リスキープラン 牡５鹿 ６０ 田村 太雅�アイテツ 森 秀行 新ひだか カタオカステーブル ４８２＋ ６ （競走中止） １０．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，０８８，１００円 複勝： １４，９２４，３００円 枠連： ６，７８７，５００円

馬連： ２１，０２４，５００円 馬単： ２０，０２６，１００円 ワイド： １１，１６９，９００円

３連複： ３２，９６０，２００円 ３連単： ７３，９５６，１００円 計： １９３，９３６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２１０円 � ２５０円 � １，０４０円 枠 連（７－８） １，０１０円

馬 連 �� １，９１０円 馬 単 �� ３，７８０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，８７０円 �� ３，４７０円

３ 連 複 ��� １３，６９０円 ３ 連 単 ��� ７０，３４０円

票 数

単勝票数 計 １３０８８１ 的中 � ２０８８４（２番人気）
複勝票数 計 １４９２４３ 的中 � ２２０３０（２番人気）� １６４６０（４番人気）� ３０２２（８番人気）
枠連票数 計 ６７８７５ 的中 （７－８） ４９６７（４番人気）
馬連票数 計 ２１０２４５ 的中 �� ８１６４（７番人気）
馬単票数 計 ２００２６１ 的中 �� ３９１７（１３番人気）
ワイド票数 計 １１１６９９ 的中 �� ４２４７（８番人気）�� １４４４（１９番人気）�� ７６４（２７番人気）
３連複票数 計 ３２９６０２ 的中 ��� １７７７（３７番人気）
３連単票数 計 ７３９５６１ 的中 ��� ７７６（１６３番人気）

上り １マイル １：４７．８ ４F ５２．８－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンイグアス 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 Gone West

２００８．４．５生 牡４鹿 母 エイシンマリアンナ 母母 Dramatic Joy 障害：４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 リスキープラン号は，１周目１号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
タニノスバル号は，８号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



２２１２５ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

８１６ ダイシンハンター 牡３鹿 ５６ 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋ ４１：５９．３ ２．８�

８１７ エルマカロン �３鹿 ５６ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 ４５０＋１２１：５９．９３� ４２．９�
５１０ コスモプランタン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７０± ０２：００．０� ６．５�
６１１ ウ ィ ロ ー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 H.H．シェイク・ハムダン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４－１４２：００．３１� ６．３�
１２ ラ ン ド ル ト 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 ４７２＋ ８２：００．４� ４．０�
２４ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４ 田辺 裕信�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５２－ ４２：００．６１	 １２．１	
２３ ガ ー ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３８＋１２２：００．８１� １８．８

７１５ スリーヴェローチェ 牡３鹿 ５６ 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４３８－１２２：０１．３３ ４２．１�
６１２ シゲルメロン �３黒鹿５６ 武 幸四郎森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４６４－ ８ 〃 ハナ １２０．０�
３５ ハードチョンホ �３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４４０＋ ８２：０１．４� ３３．９
７１４ ルールスティンガー 牡３青鹿５６ 松山 弘平儀賀 昭三氏 北出 成人 新冠 競優牧場 ４５６－１２２：０１．６１	 ４７３．９�
４８ ポートポケット 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉�槇本牧場 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４６４－ ６２：０１．７クビ ７２５．７�
８１８ サンライズシックス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６０－ ６２：０１．８� ５８．３�
７１３ トウカイボイジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５０－ ６２：０１．９� ４２９．０�
３６ ノ ー プ ラ ン 牝３青鹿５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 日高 三輪 幸子 ４７４－ ２２：０２．３２� ８０．０�
１１ ジプシーキング 牡３青鹿５６ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４２：０２．４� １４．３�
５９ 
 リバイヴエンブレム 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪 Arrowfield

Group Pty Ltd ４４０－１０２：０２．６１ ８２．５�
４７ スズカゴクウ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 B４３２－ ６２：０２．７� ３１２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１１４，６００円 複勝： ２６，８４８，４００円 枠連： １２，９４３，３００円

馬連： ３３，９７８，３００円 馬単： ２４，６２４，０００円 ワイド： １８，７５２，４００円

３連複： ５１，２７１，４００円 ３連単： ８０，１３１，７００円 計： ２６４，６６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ６１０円 � ２１０円 枠 連（８－８） ２，２６０円

馬 連 �� ３，５８０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ３９０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ７，１６０円 ３ 連 単 ��� ３４，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６１１４６ 的中 � ４６０２７（１番人気）
複勝票数 計 ２６８４８４ 的中 � ８０９０４（１番人気）� ７８１０（８番人気）� ３０８９５（３番人気）
枠連票数 計 １２９４３３ 的中 （８－８） ４２３１（１０番人気）
馬連票数 計 ３３９７８３ 的中 �� ７０１９（１２番人気）
馬単票数 計 ２４６２４０ 的中 �� ３８４７（１８番人気）
ワイド票数 計 １８７５２４ 的中 �� ４８３８（１２番人気）�� １３３８２（２番人気）�� １９５９（２７番人気）
３連複票数 計 ５１２７１４ 的中 ��� ５２８６（２４番人気）
３連単票数 計 ８０１３１７ 的中 ��� １７２１（１０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．５―５９．４―１：１１．５―１：２３．５―１：３５．７―１：４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．８
１
３

１４，１２（２，１１）（３，６，１５）５（４，１６）１７（１，１０）（８，１３）１８－９－７・（１４，１２）（２，１１）（３，１５）１６－（４，６，１７）１３，１０，５，８（１，９）（７，１８）
２
４

１４－１２（２，１１）（３，１５）６，１６，５（４，１７）－１０，１，１３，８（７，１８）９
１２，１１（１４，２，１６）（３，１７）（４，１５，１０）－６（５，１３）（８，９）（１，７，１８）

勝馬の
紹 介

ダイシンハンター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．３．１８ 阪神５着

２００９．１．１５生 牡３鹿 母 ダイシンパーティー 母母 ダイシンシルビア ７戦１勝 賞金 ８，２１０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アラタマユニバース号・ウインバトルシップ号・ウォーターボルカノ号・シゲルカシス号・ストリームライン号・

ベネフィットユー号
（非抽選馬） ３頭 カシノデューク号・スリーネイチャー号・トーコーレガーロ号

２２１２６ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１２ マリントウショウ 牝３青鹿５４ 北村 友一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ６１：４８．０ ３．０�

５９ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １０．３�
２４ ファーマプリンセス 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介中西 功氏 柴田 光陽 浦河 オンワード牧場 ４５６＋ ２１：４８．１� １４．２�
２３ ジョビアーレ 牝３栗 ５４ 小牧 太広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム ５３４＋ ２１：４８．２� ４３．０�
４８ テラノココロ 牝３青鹿５４ 川須 栄彦寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４１０＋ ２１：４８．４１ ２１．９�
４７ シーズオブタイム 牝３黒鹿５４ 松山 弘平谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４２０＋ ２ 〃 クビ ６．５	
８１５ エーシンフルハウス 牝３黒鹿５４ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７８＋１４１：４８．７２ ６．２

１１ ミスハレクラニ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志田畑 勝彦氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６－ ２１：４９．０１� ３４．９�

８１６ ソ ー テ ル ヌ 牝３栗 ５４ 高倉 稜青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：４９．１クビ １４５．７�
３５ ミルクトゥース 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 金成吉田牧場 ４９０＋１２１：４９．５２� ４７０．５
６１２ フェアリーダンス 牝３栗 ５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４ 〃 アタマ ５．１�
３６ タニノアペトゥラ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 B４７６＋ ２１：４９．６クビ ７０．７�
６１１ ペルルフィーヌ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０１：４９．８１� ２３０．９�
７１４ クイーンズライフ 牝３栗 ５４ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４－ ６１：４９．９クビ １２．３�
７１３ ショコラディスコ 牝３青 ５４ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：５０．１１� ４０．６�
５１０ クレバースカイ 牝３芦 ５４ 和田 竜二田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４４８＋１２１：５１．３７ ８１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３１４，９００円 複勝： ３４，００３，７００円 枠連： １０，４２５，６００円

馬連： ３７，５３５，６００円 馬単： ２３，９２１，５００円 ワイド： ２０，２０６，８００円

３連複： ５６，１７２，５００円 ３連単： ８６，０１１，１００円 計： ２８５，５９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ３８０円 枠 連（１－５） １，２５０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ８６０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� １７，５７０円

票 数

単勝票数 計 １７３１４９ 的中 � ４６６８９（１番人気）
複勝票数 計 ３４００３７ 的中 � ７９７５２（１番人気）� ３９３０２（４番人気）� １８２４３（７番人気）
枠連票数 計 １０４２５６ 的中 （１－５） ６１９７（５番人気）
馬連票数 計 ３７５３５６ 的中 �� ２０１２５（４番人気）
馬単票数 計 ２３９２１５ 的中 �� ９４４７（４番人気）
ワイド票数 計 ２０２０６８ 的中 �� ９４０２（４番人気）�� ５７８０（１０番人気）�� ３９３１（１７番人気）
３連複票数 計 ５６１７２５ 的中 ��� ９７２８（１３番人気）
３連単票数 計 ８６０１１１ 的中 ��� ３６１３（３８番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．３―１１．９―１３．０―１３．１―１２．９―１２．９―１２．８―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．０―２９．９―４２．９―５６．０―１：０８．９―１：２１．８―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．１
１
３
１，４，７（２，８，１５）（１２，１３）（１０，１４）－９（５，１１，１６）－（３，６）
１，４（７，１５）２（８，１２）１４（５，９，１０）（１１，１３）６，１６，３

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

勝馬の
紹 介

マリントウショウ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１２．３．３１ 阪神９着

２００９．２．１５生 牝３青鹿 母 シータトウショウ 母母 ジェーントウショウ ８戦１勝 賞金 １２，３９０，０００円
※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 エリモベッラ号
（非抽選馬） １頭 ワイルドゲッツ号



２２１２７ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２４ ダノンドリーム 牡３青鹿５６ 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７０＋１４１：４７．０ ３．４�

２３ エリモフェアリー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４６６－ ８１：４７．１� ８．５�

１２ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ５０４＋３０ 〃 アタマ １２．５�

７１４ トウカイメリー 牝３青鹿５４ 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４４４＋ ４１：４７．３１� ３．１�
５９ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４ 北村 友一大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１２＋ ４１：４７．４� ４．８�
８１５ ア ル ズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也杉澤 光雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４７４＋ ４１：４７．５� １６．６�
１１ アサヒノネネ 牝３黒鹿５４ 幸 英明蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４０８＋ ２１：４７．７� ６８．９	
６１１ クロコサイレンス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４３０－ ４１：４７．８� ７５．５

４７ ケイアイスピリット 牡３鹿 ５６ 田中 健 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７６－ ２１：４８．２２� ２２．６�
３６ ウインブリーザ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 村上 欽哉 ４３６＋ ８ 〃 クビ １７．５�
３５ ロングバース 牡３栗 ５６ 国分 恭介中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４６８± ０１：４８．５１� ２６７．８
７１３ スズカサリュート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４３４＋ ２ 〃 アタマ ３５０．７�
８１６ カツラライデン 牡３鹿 ５６ 田村 太雅小林 茂行氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ４５０－ ６１：４８．６� ５１１．６�
６１２ スマートアスター 牡３芦 ５６ 武 豊大川 徹氏 千田 輝彦 むかわ ヤマイチ牧場 ５３６＋１４１：４８．８１� ３９．５�
４８ ウォーターオアシス 牡３栗 ５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４８２－ ６１：４９．２２� ３８３．７�
５１０ トムエピソード 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ４９４－ ６１：５１．２大差 ５４０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１１２，９００円 複勝： ３０，５６６，９００円 枠連： １１，３６５，６００円

馬連： ４０，４８９，３００円 馬単： ２６，６０３，４００円 ワイド： ２０，１１１，３００円

３連複： ５７，２５４，９００円 ３連単： ９３，４８７，８００円 計： ２９７，９９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � ３３０円 枠 連（２－２） １，６４０円

馬 連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，０９０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ５，５７０円 ３ 連 単 ��� ２０，９２０円

票 数

単勝票数 計 １８１１２９ 的中 � ４３１８７（２番人気）
複勝票数 計 ３０５６６９ 的中 � ５６８３９（２番人気）� ２６３７５（４番人気）� ２１４５４（６番人気）
枠連票数 計 １１３６５６ 的中 （２－２） ５１２２（６番人気）
馬連票数 計 ４０４８９３ 的中 �� １８０１６（４番人気）
馬単票数 計 ２６６０３４ 的中 �� ７１５２（８番人気）
ワイド票数 計 ２０１１１３ 的中 �� ７５５４（７番人気）�� ４５３４（１２番人気）�� ２８５７（２０番人気）
３連複票数 計 ５７２５４９ 的中 ��� ７５８７（１５番人気）
３連単票数 計 ９３４８７８ 的中 ��� ３２９９（５４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１２．１―１１．９―１１．８―１２．０―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．６―４７．７―５９．６―１：１１．４―１：２３．４―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Grand Slam デビュー ２０１２．１．２９ 京都７着

２００９．２．１４生 牡３青鹿 母 オールザウェイベイビー 母母 Lustily ４戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔騎手変更〕 ロングバース号の騎手森一馬は，第４競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トムエピソード号は，平成２４年１１月１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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケルンフォーティー号
（非抽選馬） ８頭 アートオブライツ号・イッセイダイヤ号・ゴーゴークリス号・シゲルブルーベリー号・ネオアレクサンドラ号・

フィールダー号・レオネッサ号・ローレルレントラー号

２２１２８ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第８競走 ��１，７００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１４ エンジョイタイム 牡４鹿 ５７ 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６± ０１：４５．２ ３．６�

５９ ミッキークリスエス 牡３黒鹿５４ 佐藤 哲三野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２４＋ ６１：４５．９４ ７．４�
３５ スノーレガーロ 牝３鹿 ５２ 高倉 稜島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：４６．２１� ６５．２�
２４ アウゲンイカロス 牡４黒鹿５７ 幸 英明槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４９４－ ２ 〃 ハナ １５．７�
８１６ エイコーンパス 牡３栗 ５４ 北村 友一吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ４１：４６．５２ １１．０�
４８ ユウキマリアッチ 牝４鹿 ５５ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４８８－ ６１：４６．６クビ ５．１�
１２ ハクユウサンサン 牡４鹿 ５７ 国分 恭介 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４８４＋ ４１：４７．１３ １２７．６	
１１ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５４ 松山 弘平横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５５２－ ８１：４７．２クビ １５．９

６１１ アルディエス 牡３鹿 ５４ 和田 竜二�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４５４－ ４１：４７．４１� ３．２�
２３ リズミックビート 牡５栗 ５７ 鮫島 良太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５１４－ ２１：４７．５� １１７．６�
６１２� モータウンサウンド 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４９２－ ８１：４７．６� １３６．７�
５１０ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４８８＋２２１：４７．８１� ４２．０�
４７ テイエムオウショウ 牡３栗 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 ４４２＋ ６１：４８．０１� ２３１．１�
７１３� ア ニ ー 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也武田 茂男氏 野中 賢二 新冠 細川農場 B４４２－ ６１：４８．４２� ３７９．８�
３６ サワヤカユウタ 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７０＋ ４１：４８．５クビ ２１．６�
８１５ ハクユウシャンティ 牡３黒鹿５４ 川須 栄彦 �H.Iコーポレーション 武 宏平 新ひだか 田原橋本牧場 ４７０＋ ２１：４８．９２� ２８０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６３６，８００円 複勝： ３３，６９８，３００円 枠連： １２，７５７，０００円

馬連： ４４，７２０，３００円 馬単： ２８，２１９，５００円 ワイド： ２２，９９１，２００円

３連複： ６４，２９２，５００円 ３連単： １０１，１０９，０００円 計： ３２９，４２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � １，１４０円 枠 連（５－７） １，３７０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ３，７５０円 �� ４，９２０円

３ 連 複 ��� ２７，６２０円 ３ 連 単 ��� ８９，８００円

票 数

単勝票数 計 ２１６３６８ 的中 � ４７４９４（２番人気）
複勝票数 計 ３３６９８３ 的中 � ６３０１１（２番人気）� ３９９６６（４番人気）� ５８１６（１０番人気）
枠連票数 計 １２７５７０ 的中 （５－７） ６８９８（５番人気）
馬連票数 計 ４４７２０３ 的中 �� １９７８８（５番人気）
馬単票数 計 ２８２１９５ 的中 �� ７４７４（９番人気）
ワイド票数 計 ２２９９１２ 的中 �� ８０３８（６番人気）�� １４６９（３４番人気）�� １１１５（３９番人気）
３連複票数 計 ６４２９２５ 的中 ��� １７１８（７６番人気）
３連単票数 計１０１１０９０ 的中 ��� ８３１（２８１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．９―４２．８―５５．４―１：０７．７―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンジョイタイム �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．９．５ 小倉７着

２００８．４．２７生 牡４鹿 母 ゲッチュアドリーム 母母 Overact １４戦３勝 賞金 ２５，４７０，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 カシノチョッパー号・メイショウカイオウ号



２２１２９ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第９競走 ��
��１，２００�

ち く し

筑 紫 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１８ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ５００＋ ２１：０７．６ ３．６�

７１５ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５５ 佐藤 哲三 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４８２－ ８１：０８．２３� ３．１�
４７ デンコウデア 牝３黒鹿５３ 中井 裕二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４４８＋ ２ 〃 クビ ８７．１�
２４ デ ィ オ ー サ 牝５青鹿５５ 北村 友一伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４７４－ ２１：０８．３クビ ２８．７�
１２ ハ ピ シ ン 牝４黒鹿５５ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４５０＋ ６ 〃 クビ ４３．１�
５９ ノ ア ノ ア 牝４芦 ５５ 松山 弘平M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９６± ０１：０８．４クビ １８６．９�
１１ � メトログリペン 牡４鹿 ５７ 国分 優作太田 廣子氏 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ２０４．０	
２３ アドマイヤクーガー 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋ ４１：０８．５クビ ２４．８

５１０ ユキノサイレンス 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４７６＋ ２１：０８．６� ３５．０�
８１７ ノボリドリーム 牡３鹿 ５５ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４４０＋１２１：０８．７� ２８．４�
８１６ バ コ パ 牡３栗 ５５ 武 豊畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８４－ ２１：０８．８� １７．３
３５ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５５ 高倉 稜猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４９２＋１４ 〃 ハナ ２３．２�
４８ トップキックス 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介�コオロ 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４４８＋ ４１：０８．９� ２１２．５�
７１４ マーブルメーカー 牝３栗 ５３ 大下 智下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 ４３６＋ ８ 〃 クビ １８６．９�
３６ タ マ ラ マ 	３黒鹿５５ 川須 栄彦 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２± ０１：０９．０クビ ５．１�
６１２ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 国分 恭介�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ １０２．６�
７１３ マジカルツアー 牡３栗 ５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ８１：０９．１� ６．５�
６１１ クラウンエンビー 牡３栗 ５５ 熊沢 重文矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２４０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，０７４，５００円 複勝： ４７，４５０，２００円 枠連： ２２，９７４，１００円

馬連： ７５，５１７，６００円 馬単： ４４，６８１，１００円 ワイド： ３４，４１３，７００円

３連複： １０８，２８２，０００円 ３連単： １７７，５０１，４００円 計： ５３７，８９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １，２２０円 枠 連（７－８） ３１０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ３，７９０円 �� ３，６７０円

３ 連 複 ��� １０，５９０円 ３ 連 単 ��� ３５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２７０７４５ 的中 � ６００２２（２番人気）
複勝票数 計 ４７４５０２ 的中 � １０５５４２（１番人気）� １０１７７８（２番人気）� ６３０３（１２番人気）
枠連票数 計 ２２９７４１ 的中 （７－８） ５５８７９（１番人気）
馬連票数 計 ７５５１７６ 的中 �� ９３８４５（１番人気）
馬単票数 計 ４４６８１１ 的中 �� ２８１４１（２番人気）
ワイド票数 計 ３４４１３７ 的中 �� ４０５４７（１番人気）�� １９８６（４５番人気）�� ２０５１（４１番人気）
３連複票数 計１０８２８２０ 的中 ��� ７５４９（３１番人気）
３連単票数 計１７７５０１４ 的中 ��� ３６６９（８６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．２―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．０―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．８
３ １８，１２（２，１５）（５，１１，１６）（７，１３，１７）（１，１０，８）１４（６，４，３）９ ４ １８（２，１２，１５）（５，１１，１６）（７，１３，１７）１０（１，８，１４）（６，４，３）９

勝馬の
紹 介

ミヤジエムジェイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１１．１３ 京都６着

２００８．３．１８生 牡４鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ ２０戦３勝 賞金 ７０，７５５，０００円
〔制裁〕 ミヤジエムジェイ号の騎手和田竜二は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（５番・２番への進路影響）

２２１３０ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第１０競走 ��
��２，０００�

げ ん か い

玄 海 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．９．３以降２４．８．２６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

釜山慶南競馬公園馬主協会賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

２２ ヴィクトリースター 牡４鹿 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム ４６０－ ２１：５８．４ ５．９�

７１１ カポーティスター 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２２＋１４１：５８．５� ３．７�
５７ ゴールドブライアン 牡４青鹿５６ 浜中 俊杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５８＋ ２１：５８．６� ３．９�
８１３ エアソミュール 牡３黒鹿５４ 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８＋１６１：５８．７� ５．９�
７１２ シゲルササグリ 牡３黒鹿５３ 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４９０＋ ６１：５８．８� ２１．２�
３３ エクセリオン 牡５芦 ５４ 松山 弘平岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０１：５８．９� ６７．７	
４６ ハードダダンダン 牡５黒鹿５５ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６４－ ２１：５９．１１� ９１．７

６９ アルティシムス 牡４鹿 ５５ 国分 優作 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ ６．６�
６１０ グッドバニヤン 牡７栃栗５５ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４５０＋ ２１：５９．４１� ５５．８�
８１４ ミヤコトップガン 牡６栗 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ６１：５９．５� ６１．６
４５ マキハタテノール 牡３鹿 ５４ 幸 英明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８２－ ４１：５９．６� １２．３�
１１ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５４ 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ７８．５�
５８ カシノエルフ 牡３栗 ５１ 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４７２＋ ８２：００．０２� ２１８．９�
３４ サ ン ビ ー ム 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５２８－１０２：００．１� ３１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，４８９，１００円 複勝： ５５，０６７，３００円 枠連： １９，８４９，３００円

馬連： ９４，０７１，０００円 馬単： ５３，０１０，１００円 ワイド： ３８，２００，０００円

３連複： １２４，３３３，９００円 ３連単： ２１９，６２０，０００円 計： ６３８，６４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－７） ８２０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ３３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３４４８９１ 的中 � ４６３６２（３番人気）
複勝票数 計 ５５０６７３ 的中 � ７４１３０（３番人気）� ９９６９５（２番人気）� １２５７３７（１番人気）
枠連票数 計 １９８４９３ 的中 （２－７） １８０２６（２番人気）
馬連票数 計 ９４０７１０ 的中 �� ６２８０５（３番人気）
馬単票数 計 ５３０１０１ 的中 �� ２０１２３（５番人気）
ワイド票数 計 ３８２０００ 的中 �� １６７６４（５番人気）�� ３０３５７（１番人気）�� ２９０３５（２番人気）
３連複票数 計１２４３３３９ 的中 ��� ６２６１２（１番人気）
３連単票数 計２１９６２００ 的中 ��� １９４０２（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．４―１２．１―１２．２―１２．３―１２．３―１２．２―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２２．７―３４．１―４６．２―５８．４―１：１０．７―１：２３．０―１：３５．２―１：４６．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリースター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．７．１１ 阪神６着

２００８．４．２９生 牡４鹿 母 ヴィクトリークライ 母母 Verveine １４戦３勝 賞金 ４３，５７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２２１３１ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第１１競走 ��
��１，２００�

きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除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

北九州市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ ツルマルレオン 牡４鹿 ５７ 北村 友一鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５１０＋ ８１：０７．３ ４．３�

８１５� オーシャンカレント 牡６鹿 ５７ 幸 英明吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム ４８２－１０ 〃 アタマ ３１．７�
２３ アースソニック 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２－ ６１：０７．４� ７．７�
１１ ハクサンムーン 牡３栗 ５５ 酒井 学河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ３．０�
８１６ ダノンフェアリー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ５０４－ ２１：０７．６１� ９．１�
６１２ メモリアルイヤー 牝４栗 ５５ 小牧 太西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４８２＋１０ 〃 ハナ ４５．２�
２４ 	 アスターエンペラー 牡６鹿 ５７ 武 豊加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１２＋ ２ 〃 ハナ １４０．８	
３５ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５７ 和田 竜二中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９６－１４１：０７．８１� ６２．５

５１０ バンガロール 牡６栗 ５７ 太宰 啓介吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ４９８－ ６１：０７．９クビ ４０．９�
５９ リ ュ ン ヌ 牝５鹿 ５５ 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８４＋ ４ 〃 クビ ４６．４�
７１４ アイラブリリ 牝３黒鹿５３ 松山 弘平杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４３６± ０１：０８．１１
 ４．０
６１１	 ブルーデインヒル 牡７鹿 ５７ 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 米 Britton House

Stud Ltd. ５００＋ ２１：０８．２� ５１．６�
４７ ゴーイングパワー 牡３鹿 ５５ 高倉 稜林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６８± ０１：０８．３� １６９．９�
３６ ツルマルジュピター 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信鶴田 鈴子氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ５００＋ ８１：０８．５１� ３０．２�
４８ ティファニーケイス 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ２１：０８．８１� １９３．６�
１２ リッカアリュール 牡６栗 ５７ 国分 恭介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４８６－１０１：０９．０１� ２６１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，９２３，２００円 複勝： ８０，０１６，２００円 枠連： ４９，５４６，１００円

馬連： １８９，９６８，７００円 馬単： １０４，８３９，６００円 ワイド： ６７，０２８，４００円

３連複： ２７２，９１８，４００円 ３連単： ５１５，１０４，７００円 計： １，３３２，３４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ６５０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ７００円

馬 連 �� ４，４２０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド �� １，５２０円 �� ５７０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ７，９００円 ３ 連 単 ��� ４６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ５２９２３２ 的中 � ９８５１１（３番人気）
複勝票数 計 ８００１６２ 的中 � １４３９８４（３番人気）� ２５０８３（７番人気）� １０４７５２（４番人気）
枠連票数 計 ４９５４６１ 的中 （７－８） ５２５１５（３番人気）
馬連票数 計１８９９６８７ 的中 �� ３１７２４（１１番人気）
馬単票数 計１０４８３９６ 的中 �� １２１００（２０番人気）
ワイド票数 計 ６７０２８４ 的中 �� １０５８６（１２番人気）�� ３１２５９（６番人気）�� ６１７６（３１番人気）
３連複票数 計２７２９１８４ 的中 ��� ２５５２７（１８番人気）
３連単票数 計５１５１０４７ 的中 ��� ８２１９（１２４番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．２―１０．７―１１．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２１．８―３２．５―４３．８―５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．８
３ １－８，１２（６，１４）（２，９，１６）（７，１５）（３，１３）５，４（１０，１１） ４ １－（８，１２）（２，６，９，１４）（１５，１６，１３）（７，３）５（１０，４）１１

勝馬の
紹 介

ツルマルレオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．９ 京都３着

２００８．４．３０生 牡４鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver １６戦５勝 賞金 ８０，８１１，０００円

２２１３２ ９月１日 晴 良 （２４小倉２）第１１日 第１２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４８ オウケンイチゲキ 牡３鹿 ５４ 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４４６－ ８１：４６．７ ４．６�

４７ アルスマルカート 牡４栗 ５７ 小牧 太池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B４７２－ ８１：４６．９１� ８．１�
７１３ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４４８－ ２１：４７．１１� ２．０�
１１ アルデュイナ 牝５鹿 ５５ 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋１０１：４７．３１� ２６．５�
１２ 	 シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ４９６＋ ６１：４７．４� ７６．５�
７１４
 ミリオンヴォルツ 牡３鹿 ５４ 幸 英明林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC ４８２－ ４ 〃 アタマ １０．８�
６１２ エーブポセイドーン 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志 �レーシングホース
ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 ５００－ ８１：４７．６１� ３８．５	

３６ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ４１：４８．３４ ３２．３

８１６ ショウナンアリビオ 牡４栗 ５７ 酒井 学国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８８＋ ４１：４８．５１� ６９．９�
６１１ トーブプリンセス 牝３鹿 ５２

４９ ▲花田 大昂武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４６４＋１０１：４８．８１� １５３．３�
５１０ スリーアメニティー 牝３鹿 ５２ 武 幸四郎永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６２＋ ４１：４９．０１� ２５９．６
５９ ダ イ モ ス 牡３栗 ５４ 中村 将之山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４７６＋ ４ 〃 ハナ ３８７．３�
８１５ カシノチャーム 牝３鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４７４＋ ６１：５０．０６ １４３．２�
２３ ローザディアマント 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４７４＋１６１：５０．２１ １１．９�
２４ 	 ネオファッショ 牡４鹿 ５７ 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４８６＋ ４ （競走中止） ３８．０�
３５ メイショウシャイン 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７８－ ４ （競走中止） １５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，０７３，７００円 複勝： ４１，８８１，７００円 枠連： ２７，９５９，１００円

馬連： ８３，５５０，４００円 馬単： ５４，４８９，９００円 ワイド： ３６，６０３，８００円

３連複： １２５，２３５，９００円 ３連単： ２３６，８１７，６００円 計： ６３６，６１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １２０円 枠 連（４－４） ２，０４０円

馬 連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ２４０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� １０，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３００７３７ 的中 � ５１９４２（２番人気）
複勝票数 計 ４１８８１７ 的中 � ８４７０６（２番人気）� ３０４７６（４番人気）� １３２２５７（１番人気）
枠連票数 計 ２７９５９１ 的中 （４－４） １０１１９（８番人気）
馬連票数 計 ８３５５０４ 的中 �� ３２０８３（６番人気）
馬単票数 計 ５４４８９９ 的中 �� １０８５２（１３番人気）
ワイド票数 計 ３６６０３８ 的中 �� １３５１７（５番人気）�� ４４７５２（１番人気）�� ２００５１（３番人気）
３連複票数 計１２５２３５９ 的中 ��� ７１８００（１番人気）
３連単票数 計２３６８１７６ 的中 ��� １６２９４（１７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１２．３―１３．５―１２．８―１２．９―１２．６―１２．４―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．３―４３．８―５６．６―１：０９．５―１：２２．１―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンイチゲキ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２０１２．２．４ 京都３着

２００９．５．６生 牡３鹿 母 オウケンガール 母母 シスターソノ ６戦２勝 賞金 １６，４９０，０００円
〔発走状況〕 カシノチャーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 メイショウシャイン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ネオファッショ号は，４コーナー手前で前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ネオファッショ号の騎手国分優作は，４コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金５０，０００円。
〔調教再審査〕 カシノチャーム号は，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） １頭 スリーファンタスト号
（非抽選馬） １頭 マーティンバローズ号



（２４小倉２）第１１日 ９月１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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 手 当

１７２，４１０，０００円
２，０８０，０００円
６，５２０，０００円
１，６７０，０００円
１５，２２０，０００円
６４，２６７，５００円
５，３７０，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
２７９，７７５，４００円
４５０，５４７，８００円
２０８，２６３，３００円
７１４，６７４，２００円
４５２，４３２，３００円
３２０，６３２，２００円
１，０３８，４４３，１００円
１，８２０，６１０，７００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 ５，２８５，３７９，０００円

総入場人員 ７，９５８名 （有料入場人員 ６，８６２名）


