
22121 9月5日 曇 良 （27小倉2）第11日 第1競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：07．1良

55 ヴィーヴァギブソン �8鹿 60 北沢 伸也芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 524－ 83：08．7 5．3�
56 マイネルフィエスタ 牡5芦 61 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 508± 0 〃 クビ 6．1�
44 ニジブルーム 牡7芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 502＋ 83：09．01� 10．3�
79 マイネルピクトル 牡4鹿 61 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 506－ 4 〃 ハナ 3．5�
22 � カシノデューク 牡6栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 496－ 23：10．06 95．7�
68 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 難波 剛健田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 474± 03：10．21� 21．4	
67 メイショウアラワシ 牡4栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 462＋ 83：10．3クビ 44．5

710� タマモショパン 牡6鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 508＋ 43：10．83 30．3�
811 ビコーピリラニ 牡5栗 61 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 480± 03：11．22� 6．7
11 ワンダーバライル 牡8芦 60 佐久間寛志山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 500－ 63：12．15 130．1�
33 アドマイヤレイ 牡6鹿 60 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 542＋ 63：12．63 4．5�
812� パ ス テ ィ 牡6鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 460－10 （競走中止） 31．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 10，854，200円 複勝： 16，289，700円 枠連： 7，849，600円
馬連： 23，680，500円 馬単： 13，872，400円 ワイド： 14，025，000円
3連複： 38，430，400円 3連単： 48，524，100円 計： 173，525，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 190円 � 320円 枠 連（5－5） 1，430円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 570円 �� 930円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 18，810円

票 数

単勝票数 計 108542 的中 � 16239（3番人気）
複勝票数 計 162897 的中 � 26153（2番人気）� 23336（4番人気）� 11271（6番人気）
枠連票数 計 78496 的中 （5－5） 4240（6番人気）
馬連票数 計 236805 的中 �� 13046（6番人気）
馬単票数 計 138724 的中 �� 4250（5番人気）
ワイド票数 計 140250 的中 �� 6452（5番人気）�� 3766（13番人気）�� 5003（9番人気）
3連複票数 計 384304 的中 ��� 8130（13番人気）
3連単票数 計 485241 的中 ��� 1870（64番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 50．8－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァギブソン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2009．7．18 新潟9着

2007．2．4生 �8鹿 母 セーヌフロウ 母母 パ リ ゼ ッ ト 障害：11戦2勝 賞金 35，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 パスティ号は，7号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。

22122 9月5日 曇 良 （27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35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
1：45．9

良
良

816 フロムマイハート 牝2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 434± 01：48．6 1．8�

36 シゲルシーラカンス 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 470－ 61：49．23� 30．4�
815 ド ゥ ー カ 牡2栗 54 大下 智金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 三枝牧場 472－14 〃 ハナ 29．4�
611 フレグラントブレス 牝2芦 54 松山 弘平吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：49．41 10．2�
35 ポケットチャーリー 牝2栗 54 和田 竜二市川 義美氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 クビ 121．8�
12 テイエムハヤブサ 牡2青鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 434± 0 〃 アタマ 52．0	
713 トラストルーク 牡2鹿 54 川田 将雅菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 498＋ 41：49．71� 12．1

47 トウケイイダテン 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 454± 0 〃 クビ 15．0�
24 サウンドスカイ 牡2栗 54 小牧 太増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 492－ 61：49．91� 7．5�
612 ロードレグナム 牡2青鹿 54

51 ▲義 英真 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 488± 0 〃 クビ 13．0
23 グッドプリン 牝2黒鹿54 酒井 学杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 460＋ 21：50．11� 36．1�
59 ジェイシックス 牡2芦 54 秋山真一郎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 504－ 41：50．63 41．1�
714 タイセイフラム 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 428± 01：50．81� 157．0�
48 ウ ラ ラ 牝2芦 54 川須 栄彦吉澤 克己氏 森田 直行 青森 青南ムラカミ

ファーム 446－121：51．22� 376．2�
510 ミヤビキラメキ 牝2黒鹿54 武 豊村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 静内白井牧場 494＋161：51．41 30．0�
11 ブラリサンポ 牡2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 B430－181：52．46 237．3�
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売 得 金
単勝： 25，191，200円 複勝： 49，179，100円 枠連： 11，365，700円
馬連： 39，441，600円 馬単： 22，817，600円 ワイド： 26，017，400円
3連複： 57，894，300円 3連単： 76，715，000円 計： 308，621，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 440円 � 620円 枠 連（3－8） 1，530円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 960円 �� 990円 �� 8，820円

3 連 複 ��� 15，100円 3 連 単 ��� 48，830円

票 数

単勝票数 計 251912 的中 � 113563（1番人気）
複勝票数 計 491791 的中 � 278707（1番人気）� 13848（7番人気）� 9263（8番人気）
枠連票数 計 113657 的中 （3－8） 5745（6番人気）
馬連票数 計 394416 的中 �� 14469（6番人気）
馬単票数 計 228176 的中 �� 5875（9番人気）
ワイド票数 計 260174 的中 �� 7170（8番人気）�� 6881（9番人気）�� 725（62番人気）
3連複票数 計 578943 的中 ��� 2875（50番人気）
3連単票数 計 767150 的中 ��� 1139（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．0―49．3―1：01．0―1：13．0―1：24．7―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フロムマイハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．26 中京4着

2013．3．11生 牝2栗 母 マイネエスポワール 母母 マイネアモーレ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ケイティブレイブ号

第２回 小倉競馬 第11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



22123 9月5日 曇 良 （27小倉2）第11日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走11時05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
57．7
57．7

重
重

813 タマモスズラン 牝2鹿 54
51 ▲三津谷隼人タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 434－ 4 59．5 33．0�

69 メイショウサイジン 牝2鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 458－ 41：00．03 4．4�
46 キンシノエナジイ 牡2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 454＋ 41：00．1� 2．0�
11 カガフルスロットル 牡2鹿 54 幸 英明香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 21：00．52� 6．4�
22 シゲルカンパチ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 坂 牧場 454＋ 21：00．6クビ 21．8�
58 シゲルオキサワラ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 442＋ 41：00．7� 28．6	
610 マ ロ フ ァ 牝2栗 54 花田 大昂ライオンレースホース� 柴田 光陽 日高 Shall Farm 452＋10 〃 ハナ 156．6

34 スマートバーベナ 牝2栗 54 小牧 太大川 徹氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 420＋ 21：00．8� 45．9�
45 メイショウヨイチ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 482＋ 61：01．11� 30．6�
711 コウエイドルバコ 牡2栗 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 484－ 8 〃 アタマ 21．1
712 ミヤジスウィング 牡2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 酒井 秀紀 472＋ 21：01．31� 14．4�
57 キ ラ パ ワ ー 牡2栗 54 秋山真一郎山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 460－ 6 〃 クビ 29．8�
814 ヒゴノカイドー 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 森本 康文 B468－ 41：02．79 519．9�
（13頭）

33 ヒロノストロング 牡2鹿 54 国分 優作小野 博郷氏 田中 章博 新冠 赤石 久夫 424＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，761，100円 複勝： 28，178，900円 枠連： 9，454，900円
馬連： 37，260，700円 馬単： 22，996，600円 ワイド： 21，936，700円
3連複： 50，875，400円 3連単： 77，677，200円 計： 271，141，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 390円 � 130円 � 110円 枠 連（6－8） 3，380円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 12，030円

ワ イ ド �� 970円 �� 730円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 26，150円

票 数

単勝票数 差引計 227611（返還計 1355） 的中 � 5847（10番人気）
複勝票数 差引計 281789（返還計 2113） 的中 � 8732（9番人気）� 52106（2番人気）� 116355（1番人気）
枠連票数 差引計 94549（返還計 88） 的中 （6－8） 2164（13番人気）
馬連票数 差引計 372607（返還計 7908） 的中 �� 7047（15番人気）
馬単票数 差引計 229966（返還計 4893） 的中 �� 1433（39番人気）
ワイド票数 差引計 219367（返還計 5943） 的中 �� 4849（12番人気）�� 6594（9番人気）�� 39886（1番人気）
3連複票数 差引計 508754（返還計 22925） 的中 ��� 20272（4番人気）
3連単票数 差引計 776772（返還計 30687） 的中 ��� 2153（77番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―23．1―35．0―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモスズラン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．8．15 小倉4着

2013．3．5生 牝2鹿 母 チャームナデシコ 母母 ナ デ シ コ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走除外〕 ヒロノストロング号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

22124 9月5日 曇 良 （27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35分（番組第1競走を順序変更） （ 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

77 ス ノ ー ド ン 牡6黒鹿60 高田 潤 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488± 03：16．7 1．2�

66 � プ ラ ス ワ ン 牡4栗 60 草野 太郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 466＋ 63：17．02 10．1�
44 � アスターコリント �6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 536± 03：17．21	 17．5�
33 キングオブタイム 牡4黒鹿60 北沢 伸也 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 508＋ 23：17．52 6．4�
55 メイショウオヤシオ �3栗 58 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452＋ 43：18．13
 32．7�
22 マコトサダイジン �4栗 60 平沢 健治	ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 440－143：18．41� 29．9

11 ウソハッピャク 牡3栗 58 五十嵐雄祐小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466± 03：21．2大差 13．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 15，147，300円 複勝： 42，321，100円 枠連： 発売なし
馬連： 21，880，700円 馬単： 21，528，100円 ワイド： 10，938，400円
3連複： 26，146，700円 3連単： 91，208，100円 計： 229，170，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 2，120円

票 数

単勝票数 計 151473 的中 � 97374（1番人気）
複勝票数 計 423211 的中 � 363886（1番人気）� 12255（3番人気）
馬連票数 計 218807 的中 �� 37300（2番人気）
馬単票数 計 215281 的中 �� 33360（2番人気）
ワイド票数 計 109384 的中 �� 17353（2番人気）�� 9609（3番人気）�� 4040（8番人気）
3連複票数 計 261467 的中 ��� 16727（4番人気）
3連単票数 計 912081 的中 ��� 31078（6番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 51．6－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

�
�
3－（7，5）2（4，6）＝1
7－5（2，6）（3，4）＝1

勝馬の
紹 介

ス ノ ー ド ン �

父 アドマイヤムーン �


母父 Lemon Drop Kid デビュー 2011．7．3 京都5着

2009．4．13生 牡6黒鹿 母 スノーリンクス 母母 Snow Forest 障害：4戦1勝 賞金 12，300，000円



22125 9月5日 曇 良 （27小倉2）第11日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・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
1：06．5
1：06．5

良
良

818 ハコダテローズ 牝3鹿 54 中谷 雄太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 420－ 61：08．6 10．6�
715 ピュアスピリット 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 402＋ 2 〃 クビ 31．2�
612 オースミアース 牝3栗 54 浜中 俊�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 418－ 21：08．7クビ 6．6�
47 カゼノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 486＋ 4 〃 クビ 4．6�
817 エスペランデュー 牝3鹿 54 川須 栄彦�G1レーシング 高野 友和 安平 追分ファーム 452＋ 81：08．91� 3．8�
59 ノイエヴェルト 牝3芦 54

51 ▲義 英真 	シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 ハナ 12．7

11 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54 国分 優作辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 8 〃 クビ 30．3�
713 カネトシスキーム 牝3鹿 54 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 428＋ 61：09．11� 7．9�
816 エターナルスカイ 牝3鹿 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋121：09．2クビ 10．0
24 ローズカリーナ 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 398＋ 61：09．3� 58．5�
12 ラームリュンヌ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 飯田 祐史 新冠 新冠橋本牧場 474± 0 〃 クビ 20．0�
23 エイシンラケシス 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 448＋ 81：09．4クビ 19．2�
510 ウォーゴッデス 牝3鹿 54 和田 竜二�G1レーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 412＋161：09．82� 108．3�
48 ヤマニンラビサン 牝3栗 54 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 480－ 81：09．9クビ 295．1�
611 メイショウコーラル 牝3黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 404－ 2 〃 ハナ 270．7�
35 ワンダーアンダレス 牝3黒鹿54 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 418－101：10．0� 85．4�
36 ワンダードクトレス 牝3黒鹿54 �島 良太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 446＋101：10．1� 241．0�
714 オウケンチョコ 牝3鹿 54 北村 友一福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 478＋101：10．2� 71．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，257，100円 複勝： 27，225，200円 枠連： 14，133，700円
馬連： 44，404，400円 馬単： 22，179，500円 ワイド： 25，698，600円
3連複： 63，880，400円 3連単： 73，081，400円 計： 289，860，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 340円 � 680円 � 240円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 11，760円 馬 単 �� 22，410円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，480円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 25，380円 3 連 単 ��� 184，610円

票 数

単勝票数 計 192571 的中 � 14436（6番人気）
複勝票数 計 272252 的中 � 20901（6番人気）� 9102（9番人気）� 34314（3番人気）
枠連票数 計 141337 的中 （7－8） 16089（1番人気）
馬連票数 計 444044 的中 �� 2924（39番人気）
馬単票数 計 221795 的中 �� 742（75番人気）
ワイド票数 計 256986 的中 �� 2126（35番人気）�� 4563（17番人気）�� 2374（33番人気）
3連複票数 計 638804 的中 ��� 1887（86番人気）
3連単票数 計 730814 的中 ��� 287（576番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．5―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．1
3 3（2，7，14）（12，15）（5，18）（8，13）（1，10，17）－（4，6，9）16，11 4 3（2，7）（12，14，15）（13，18）（5，1，10，17）（8，9）（4，6）16，11

勝馬の
紹 介

ハコダテローズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2015．1．25 中京9着

2012．2．17生 牝3鹿 母 クロユリジョウ 母母 プリンセスジョー 7戦1勝 賞金 8，020，000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 パイアタウン号・レッドシャローム号

22126 9月5日 曇 良 （27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55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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

47 オーロラポラリス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 518－ 41：46．4 3．1�
11 カシノサクセス 牡3黒鹿56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 野坂牧場 438－121：46．61� 31．4�
714 ミスティーフリップ 牡3栗 56 武 豊吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：47．13 6．0�
510 ディプロイディ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 544± 01：47．31� 5．2�
815 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 436＋ 6 〃 クビ 34．1�
611� ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 北村 友一山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten

Foals, LLC B506＋ 41：47．4クビ 20．2	
612 スーパーノヴァ 牡3栗 56

53 ▲義 英真 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 478＋ 41：47．5� 90．4�

12 エンジェルキッス 牝3鹿 54 松山 弘平小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 476＋191：47．92� 60．5�
48 ルナマジック 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬ニットー商事
 田中 章博 新冠 カミイスタット 474－101：48．53� 10．8
36 タイキクロスビー 牡3鹿 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474－ 2 〃 クビ 43．0�
24 メイショウエリー 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 476± 0 〃 アタマ 33．8�
35 ナムラハンベエ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 522＋ 81：48．6� 14．1�
713 モズドゥーチェ 牡3青鹿56 中谷 雄太 
キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 目黒牧場 484－ 61：49．13 274．0�
23 ショウナンラクティ 牡3鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 498－121：49．2� 6．4�
816 ランドギャラクシー 牡3青鹿56 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 504－ 31：49．73 372．8�
59 ソルフェジオ 牝3鹿 54

51 ▲	島 克駿
ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 4 （競走中止） 17．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，231，200円 複勝： 31，732，500円 枠連： 14，865，900円
馬連： 49，135，400円 馬単： 22，385，100円 ワイド： 29，079，500円
3連複： 65，151，100円 3連単： 78，161，800円 計： 312，742，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 680円 � 230円 枠 連（1－4） 2，500円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 490円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 9，720円 3 連 単 ��� 30，350円

票 数

単勝票数 計 222312 的中 � 56813（1番人気）
複勝票数 計 317325 的中 � 68333（1番人気）� 8980（11番人気）� 35161（4番人気）
枠連票数 計 148659 的中 （1－4） 4600（11番人気）
馬連票数 計 491354 的中 �� 11185（11番人気）
馬単票数 計 223851 的中 �� 3303（14番人気）
ワイド票数 計 290795 的中 �� 6065（10番人気）�� 16502（2番人気）�� 1789（47番人気）
3連複票数 計 651511 的中 ��� 5023（29番人気）
3連単票数 計 781618 的中 ��� 1867（73番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．5―43．8―56．4―1：08．8―1：21．2―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
1，2，3（13，14）－7，6，10，15（5，16）8，11，9－12－4
1（2，3）14，13（6，7）（10，15）（11，16）5，8，12－4

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

勝馬の
紹 介

オーロラポラリス �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．2．28 阪神2着

2012．2．7生 牡3鹿 母 オーロラナイト 母母 フェアバンクス 5戦1勝 賞金 10，200，000円
〔発走状況〕 メイショウエリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ソルフェジオ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウエリー号は，発走調教再審査。



22127 9月5日 曇 良 （27小倉2）第11日 第7競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走13時25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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

714 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 B492＋ 21：59．9 3．0�
818 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 22：00．0� 3．6�
817 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：00．21� 10．8�
24 マイネルオルデン 牡3鹿 56 和田 竜二 �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 448－ 22：00．3クビ 9．3�
611 シーザーバローズ 牡3青鹿56 秋山真一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 442－ 62：00．4� 9．2	
816 タツゴウゲキ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 462－10 〃 クビ 122．3

48 マンハッタンキング 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 440－ 42：00．71� 16．5�
12 サンライズフレーズ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 444－ 42：01．23 8．2�
713 メイショウクロタカ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 464＋ 42：01．3� 19．3
612 エクラドレーヴ 牝3栗 54 高倉 稜 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 394－10 〃 クビ 81．4�
47 アロハカウボーイ 牡3黒鹿56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 472＋ 22：01．4� 71．3�
36 サワヤカショウ 牡3栗 56 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 岡本牧場 488－202：01．61� 130．0�
23 メイショウアナベル 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 480－ 82：02．02� 71．8�
35 ウォーターライラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 458＋ 22：02．21� 275．7�
715 ミュゼバトラー 牡3栗 56 武 幸四郎髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 B476－102：02．3� 29．1�
59 ロープアドープ 牡3青鹿56 小坂 忠士 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 浦河 日進牧場 476＋122：02．83 98．4�
510 ハマノマーキュリー 牡3栗 56 藤懸 貴志浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 426－ 42：05．6大差 426．0�
11 デュラブルシャーム 牡3栗 56 幸 英明加藤 誠氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 560－ 6 （競走中止） 227．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，511，100円 複勝： 31，670，800円 枠連： 14，714，900円
馬連： 51，248，000円 馬単： 23，624，700円 ワイド： 26，488，900円
3連複： 60，188，100円 3連単： 80，749，700円 計： 314，196，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 250円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 250円 �� 760円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 6，490円

票 数

単勝票数 計 255111 的中 � 66103（1番人気）
複勝票数 計 316708 的中 � 78652（1番人気）� 60326（2番人気）� 23820（6番人気）
枠連票数 計 147149 的中 （7－8） 29112（1番人気）
馬連票数 計 512480 的中 �� 71501（1番人気）
馬単票数 計 236247 的中 �� 16417（1番人気）
ワイド票数 計 264889 的中 �� 31494（1番人気）�� 8225（8番人気）�� 7520（11番人気）
3連複票数 計 601881 的中 ��� 22459（4番人気）
3連単票数 計 807497 的中 ��� 9018（5番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．3―12．0―12．4―12．1―11．8―12．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―35．1―47．4―59．4―1：11．8―1：23．9―1：35．7―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーウィルス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．1 京都11着

2012．4．21生 牡3鹿 母 ナリタフローラ 母母 ナリタレッドバード 8戦1勝 賞金 11，150，000円
〔発走状況〕 ハマノマーキュリー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 デュラブルシャーム号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハマノマーキュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月5日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エアマニング号・ツカサブレイブ号・マーブルバトル号・メイショウナガヨリ号

22128 9月5日 曇 良 （27小倉2）第11日 第8競走 1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
56．9
56．9

重
重

33 コウエイラブリー 牝3鹿 53 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 490－ 6 58．2 8．2�
69 オリエンタルダンス 牝3黒鹿53 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 4 58．41� 5．2�
22 ハニードント 牝4栗 55 武 豊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 454± 0 58．5� 8．3�
610� レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 6 〃 ハナ 20．1�
58 キネオキャノン 牡4鹿 57 川須 栄彦吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 494＋18 〃 ハナ 29．5�
814 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 506± 0 〃 クビ 3．7	
46 ギャラクシーエクス 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 466－ 4 58．6� 3．5

11 アイファーサラオー 牡3鹿 55 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 476－ 6 58．7クビ 50．2�
57 ファイアリシンゾウ 牡3青鹿55 川島 信二 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 506± 0 58．91� 23．7�
712 ヘリオドール 牝4青鹿55 国分 優作ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 6 〃 クビ 133．6�
813 ド ン マ ネ ー 牡5黒鹿 57

54 ▲�島 克駿山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 470－ 4 59．0クビ 64．9�
34 テイエムチカラ 牡5栗 57 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 498－20 59．63� 16．5�
45 アスターペニー 牝3鹿 53 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 468＋ 6 59．7クビ 28．0�
711 キクノアリア 牝4鹿 55 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 480＋121：00．34 344．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，724，100円 複勝： 36，748，500円 枠連： 13，070，900円
馬連： 59，768，500円 馬単： 27，683，200円 ワイド： 28，812，500円
3連複： 72，927，800円 3連単： 102，574，700円 計： 370，310，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 170円 � 200円 枠 連（3－6） 1，300円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，040円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 29，370円

票 数

単勝票数 計 287241 的中 � 27707（4番人気）
複勝票数 計 367485 的中 � 40475（5番人気）� 59085（3番人気）� 46897（4番人気）
枠連票数 計 130709 的中 （3－6） 7736（6番人気）
馬連票数 計 597685 的中 �� 24983（7番人気）
馬単票数 計 276832 的中 �� 5463（15番人気）
ワイド票数 計 288125 的中 �� 12628（6番人気）�� 6893（10番人気）�� 9410（9番人気）
3連複票数 計 729278 的中 ��� 11011（12番人気）
3連単票数 計1025747 的中 ��� 2532（77番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．7―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイラブリー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．6．28 阪神13着

2012．3．24生 牝3鹿 母 ダイワサンルージュ 母母 サンルージュ 12戦2勝 賞金 19，890，000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 ウェディングラン号・リバーコンサート号



22129 9月5日 曇 良 （27小倉2）第11日 第9競走 ��1，200�
や は た

八 幡 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612� ハイマウンテン 牝5鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 454－ 61：07．7 28．1�
713 メイショウブイダン 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 464± 0 〃 クビ 4．5�
611 オースミチャド 牡4鹿 57 小牧 太�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 アタマ 16．0�
23 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 浜中 俊吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 480－ 21：07．8クビ 6．0�
817 ポップオーヴァー 牝3鹿 53 川須 栄彦橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 5．0�
59 コスモピーコック 牝3鹿 53 松山 弘平 	ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 480＋101：07．9クビ 14．5

714 ゼンノイザナギ 牡3栗 55 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 480－ 4 〃 クビ 8．4�
816 ケントヒーロー 牡5栗 57 川田 将雅田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 480＋ 21：08．0クビ 18．2�
510 ウインソワレ 牝3鹿 53 武 豊�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458± 0 〃 クビ 6．8
36 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿55 秋山真一郎土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500＋ 81：08．1� 22．8�
11 キンシノキセキ �4鹿 57 	島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 466－30 〃 アタマ 25．6�
24 テイエムナデューラ 牝4栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 452－ 61：08．31� 366．9�
715 サフランスカイ 牡4鹿 57 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 462＋ 2 〃 ハナ 29．2�
818 グランデサムライ 牡3青鹿55 武 幸四郎 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 460－ 21：08．4� 50．3�
47 ダンツキャノン 牡4栗 57 松若 風馬山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 530＋ 2 〃 アタマ 60．5�
12 � レーヴドプランス �5鹿 57 太宰 啓介岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482－ 21：08．5クビ 87．9�
35 タガノアップ 牝4鹿 55 岩崎 翼八木 良司氏 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 442＋101：08．81
 245．5�
48 タムロダイチ 牡3鹿 55 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 504＋ 81：09．01� 132．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，106，300円 複勝： 47，394，000円 枠連： 24，149，900円
馬連： 83，487，100円 馬単： 35，837，300円 ワイド： 43，531，000円
3連複： 111，214，300円 3連単： 140，355，900円 計： 518，075，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 560円 � 200円 � 430円 枠 連（6－7） 1，530円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 11，850円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 4，430円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 26，580円 3 連 単 ��� 213，320円

票 数

単勝票数 計 321063 的中 � 9130（11番人気）
複勝票数 計 473940 的中 � 19579（9番人気）� 73764（1番人気）� 26291（7番人気）
枠連票数 計 241499 的中 （6－7） 12218（7番人気）
馬連票数 計 834871 的中 �� 11191（24番人気）
馬単票数 計 358373 的中 �� 2267（52番人気）
ワイド票数 計 435310 的中 �� 6768（16番人気）�� 2478（55番人気）�� 7627（11番人気）
3連複票数 計1112143 的中 ��� 3137（95番人気）
3連単票数 計1403559 的中 ��� 477（797番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．7―11．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―32．9―44．1―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハイマウンテン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Daylami

2010．4．2生 牝5鹿 母 ラブポエット 母母 ラブバティータ 25戦2勝 賞金 36，762，000円
地方デビュー 2012．8．22 門別

〔発走状況〕 ハイマウンテン号は，枠入り不良。
※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。
（非抽選馬） 4頭 ヴァッフシュテルケ号・トシストロング号・ニホンピロマイティ号・マルクナッテ号

22130 9月5日 曇 良 （27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，26．9．6以降27．8．30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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

712 マサハヤドリーム 牡3鹿 52 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 452＋ 62：00．6 6．3�
58 アドマイヤカーリン 牡7青鹿54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 ハナ 11．6�
59 ゴールドテーラー 牝5栗 53 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 432＋ 22：00．81� 4．5�
47 ゼンノブレーメン 牡3鹿 52 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 484－ 22：00．9� 8．1�
611 カレンバッドボーイ 牡5鹿 55 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：01．11� 11．1�
814 レッドルーラー 牡5鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 9．4	
713� メイショウオトコギ �6栗 52 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 476± 02：01．2クビ 88．6

35 テイエムサンビカ 牝4青鹿50 義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 482± 0 〃 クビ 68．5�
46 スリーロブロイ 牡6鹿 52 酒井 学永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 452－ 22：01．4	 164．7�
34 レーヴデトワール 牝4黒鹿55．5 
島 克駿 サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 6．7�
610 レネットグルーヴ 牝5黒鹿52 松若 風馬 サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430＋ 22：01．5クビ 18．7�
23 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿52 浜中 俊 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 414＋ 4 〃 ハナ 5．4�
22 コウエイワンマン 牡4黒鹿57 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 534＋ 62：01．71� 25．0�
11 グレートヴァリュー 牡7黒鹿53 中谷 雄太小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 458＋ 2 〃 アタマ 288．6�
815 キョウワリベラル 牡6黒鹿53 中井 裕二協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B510± 0 〃 クビ 134．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，714，500円 複勝： 52，993，200円 枠連： 22，944，700円
馬連： 101，618，800円 馬単： 44，167，800円 ワイド： 47，470，100円
3連複： 130，600，500円 3連単： 177，015，500円 計： 611，525，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 340円 � 180円 枠 連（5－7） 1，260円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 11，800円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 550円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 7，390円 3 連 単 ��� 48，610円

票 数

単勝票数 計 347145 的中 � 43939（3番人気）
複勝票数 計 529932 的中 � 60387（4番人気）� 34190（8番人気）� 90502（1番人気）
枠連票数 計 229447 的中 （5－7） 14043（5番人気）
馬連票数 計1016188 的中 �� 11830（33番人気）
馬単票数 計 441678 的中 �� 2807（58番人気）
ワイド票数 計 474701 的中 �� 5574（33番人気）�� 23340（2番人気）�� 11523（16番人気）
3連複票数 計1306005 的中 ��� 13245（26番人気）
3連単票数 計1770155 的中 ��� 2640（196番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．7―49．4―1：01．9―1：14．3―1：25．9―1：37．2―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．12 京都1着

2012．3．17生 牡3鹿 母 ラ ン ペ イ ア 母母 ス マ ラ 8戦3勝 賞金 34，053，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 マサハヤドリーム号の騎手和田竜二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：8番）
※テイエムサンビカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22131 9月5日 曇 良 （27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，26．9．6以降27．8．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

北九州市長賞（1着）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

811 メイショウライナー 牡5鹿 55 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 474－121：07．8 5．5�
810 アットウィル 牡5栗 56 川田 将雅宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 494± 01：07．9� 3．2�
79 テイエムゲッタドン 牡4栗 52 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B508－ 31：08．0� 23．3�
22 ゴーハンティング �7黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 500＋10 〃 ハナ 7．7�
67 カシノワルツ 牝5黒鹿52 義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B454＋ 61：08．1� 7．8	
33 メイショウハガクレ 牡6鹿 53 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 472＋ 2 〃 クビ 16．7

55 エーシンエムディー 牝6黒鹿53 和田 竜二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 B480－ 21：08．2� 9．9�
66 シンジュボシ 牝5栗 53 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 496＋ 41：08．3� 10．6
11 シルクドリーマー 牡6鹿 55 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 478－ 21：08．4クビ 5．3�
78 キンシザイル 牡6鹿 54 松山 弘平若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 490－141：08．71� 59．4�
44 カシノエルフ 牡6栗 50 花田 大昂柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 482－ 71：09．76 151．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，177，500円 複勝： 54，980，600円 枠連： 35，459，000円
馬連： 161，700，700円 馬単： 73，001，500円 ワイド： 62，374，600円
3連複： 213，871，900円 3連単： 358，178，700円 計： 1，001，744，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 150円 � 450円 枠 連（8－8） 1，000円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，960円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 32，640円

票 数

単勝票数 計 421775 的中 � 61269（3番人気）
複勝票数 計 549806 的中 � 73576（3番人気）� 118048（1番人気）� 23994（9番人気）
枠連票数 計 354590 的中 （8－8） 27310（4番人気）
馬連票数 計1617007 的中 �� 136775（1番人気）
馬単票数 計 730015 的中 �� 26067（4番人気）
ワイド票数 計 623746 的中 �� 42118（1番人気）�� 7679（31番人気）�� 13534（18番人気）
3連複票数 計2138719 的中 ��� 22810（29番人気）
3連単票数 計3581787 的中 ��� 7955（130番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．1―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．7
3 9－10（6，11）（2，8）5（3，7）－（1，4） 4 9－10（6，11）2（5，8）（3，7）－1－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウライナー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．10．20 京都2着

2010．4．16生 牡5鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 26戦5勝 賞金 75，891，000円

22132 9月5日 曇 良 （27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 7，500，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 キョウワランサー 牡4栗 57 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B470－ 61：45．2 43．2�
48 カシノランド 牡3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 470＋ 61：45．41� 3．5�
35 サンライズレーヴ 牡4栗 57

54 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 474＋ 61：45．5� 36．1�

36 	 コズミックショア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta
Stables, LLC 474－ 81：45．81
 3．3�

816 タガノコルコバード 牡4鹿 57 大下 智八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 448＋ 21：46．01� 9．5�
24 � サクラテイオー 牡6青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 484－ 2 〃 クビ 24．4	
23 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿54 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 474± 01：46．1クビ 25．3

47 カノヤプレジデント �5鹿 57

56 ☆松若 風馬神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 482－ 61：46．31� 37．9�
611� エンプレスペスカ 牝4青鹿55 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478－121：46．4� 166．5�
510 ワールドリースター 牡3鹿 54 川田 将雅 �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 462＋ 61：46．61� 23．4
612 マジカルツアー 牡6栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 456－ 21：47．02� 22．4�
815 タイムアラウド 牡5鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 41：47．1� 129．9�
714 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 470－ 41：47．52� 7．7�
12 ホ ザ ン ナ 牝3栗 52 柴田 未崎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484－ 81：47．6クビ 132．6�
11 リリークライマー 牡4鹿 57 藤懸 貴志土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 474－161：48．55 213．7�
713 オーシャンヒーロー 牡4栗 57 酒井 学上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 競優牧場 518＋101：49．14 6．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，739，000円 複勝： 45，753，500円 枠連： 25，748，000円
馬連： 97，487，700円 馬単： 44，677，400円 ワイド： 49，338，700円
3連複： 131，203，400円 3連単： 192，789，900円 計： 621，737，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，320円 複 勝 � 810円 � 190円 � 770円 枠 連（4－5） 2，980円

馬 連 �� 7，950円 馬 単 �� 23，230円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 10，620円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 42，970円 3 連 単 ��� 222，210円

票 数

単勝票数 計 347390 的中 � 6431（12番人気）
複勝票数 計 457535 的中 � 12604（12番人気）� 82061（2番人気）� 13484（10番人気）
枠連票数 計 257480 的中 （4－5） 6695（15番人気）
馬連票数 計 974877 的中 �� 9494（28番人気）
馬単票数 計 446774 的中 �� 1442（68番人気）
ワイド票数 計 493387 的中 �� 5343（28番人気）�� 1177（74番人気）�� 6198（24番人気）
3連複票数 計1312034 的中 ��� 2290（117番人気）
3連単票数 計1927899 的中 ��� 629（609番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．0―42．6―54．9―1：07．1―1：19．4―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キョウワランサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．9．15 阪神1着

2011．5．20生 牡4栗 母 アサカプティット 母母 プティットイル 16戦2勝 賞金 21，300，000円



（27小倉2）第11日 9月5日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

193，220，000円
2，080，000円
7，760，000円
1，560，000円
17，090，000円
66，873，000円
5，629，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
313，414，600円
464，467，100円
193，757，200円
771，114，100円
374，771，200円
385，711，400円
1，022，384，300円
1，497，032，000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 5，022，651，900円

総入場人員 8，241名 （有料入場人員 7，163名）
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