
22121 9月3日 曇 良 （28小倉2）第11日 第1競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム3：09．4良

66 マイネルアイザック 牡7黒鹿60 熊沢 重文 �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 B466－ 23：11．2 1．7�

11 マイネルレハイム 牡4栗 60 佐久間寛志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 63：11．73 36．5�

79 ラスカルトップ 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454± 03：12．12� 5．5�
44 ツジスーパーサクラ 牝4芦 58 平沢 健治辻 俊夫氏 音無 秀孝 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 23：12．84 12．3�
33 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 西谷 誠 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 446－ 43：13．43� 7．7�
810 メイショウハイネス 牡4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 496＋103：14．14 92．0	
811 オビーディエント 牡7黒鹿60 林 満明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 460＋ 43：14．95 20．9

67 ウインスプラッシュ 牡5鹿 60 森 一馬�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 504－ 43：15．96 11．4�
22 ゲネラルプローベ 牡4鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 464－ 83：17．07 49．2�
78 オールディーズ 牡4栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 B458± 03：17．32 61．5
55 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 482＋ 23：20．2大差 10．8�
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売 得 金
単勝： 11，129，500円 複勝： 14，576，600円 枠連： 5，975，700円
馬連： 22，497，500円 馬単： 14，254，600円 ワイド： 13，556，800円
3連複： 37，428，300円 3連単： 57，064，900円 計： 176，483，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 630円 � 150円 枠 連（1－6） 3，500円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 210円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 21，210円

票 数

単勝票数 計 111295 的中 � 49625（1番人気）
複勝票数 計 145766 的中 � 48830（1番人気）� 3310（8番人気）� 24425（2番人気）
枠連票数 計 59757 的中 （1－6） 1321（14番人気）
馬連票数 計 224975 的中 �� 5098（14番人気）
馬単票数 計 142546 的中 �� 2179（16番人気）
ワイド票数 計 135568 的中 �� 2853（17番人気）�� 20688（1番人気）�� 1727（22番人気）
3連複票数 計 374283 的中 ��� 6910（14番人気）
3連単票数 計 570649 的中 ��� 1950（71番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．4－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアイザック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2011．10．23 京都7着

2009．4．19生 牡7黒鹿 母 アイアイサクラ 母母 ラウレルシーダー 障害：3戦1勝 賞金 10，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22122 9月3日 曇 良 （28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

35 ナムラライラ 牝2黒鹿54 松若 風馬奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 462＋ 21：48．1 9．0�
47 ダノンオブザイヤー 牡2青鹿54 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 490＋ 61：48．84 1．5�
23 ホ ノ ル ア 牡2黒鹿54 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 452＋ 41：49．12 56．2�
713 リネンロマン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 412＋ 21：49．2� 19．6�
34 カリーニョミノル 牝2鹿 54 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478－ 61：49．51� 5．7�
59 アテンソード 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 432＋ 41：49．6� 185．4	
814 アステロイド 牡2鹿 54 藤岡 佑介 
シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 508± 01：50．02� 14．5�
611 マイネルハドソン 牡2青鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 61：50．32 62．7�

815 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 448－ 61：50．4� 180．6
11 ユキエファルコン 牡2黒鹿54 和田 竜二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 474－ 21：50．5� 85．1�
712 エスポワールパレス 牡2鹿 54 松山 弘平小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 496± 01：51．03 89．5�
22 ビックリシタナモー 牡2黒鹿54 藤岡 康太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 488－ 41：51．85 22．9�
46 ハクユウマックス 牡2栗 54 国分 優作 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 484＋ 21：52．01� 123．7�
58 ナムラメスナー 牡2鹿 54 幸 英明奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 452－ 2 〃 ハナ 21．7�
610 カシノマハロ 牝2鹿 54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 520＋ 2 （競走中止） 380．1�
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売 得 金
単勝： 20，621，000円 複勝： 75，802，300円 枠連： 11，220，600円
馬連： 39，116，300円 馬単： 26，894，000円 ワイド： 23，279，000円
3連複： 51，889，900円 3連単： 86，573，700円 計： 335，396，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 180円 � 110円 � 750円 枠 連（3－4） 190円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 260円 �� 3，840円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 43，890円

票 数

単勝票数 計 206210 的中 � 19200（3番人気）
複勝票数 計 758023 的中 � 33995（3番人気）� 581351（1番人気）� 5408（8番人気）
枠連票数 計 112206 的中 （3－4） 45089（1番人気）
馬連票数 計 391163 的中 �� 58598（2番人気）
馬単票数 計 268940 的中 �� 10076（7番人気）
ワイド票数 計 232790 的中 �� 27726（2番人気）�� 1363（29番人気）�� 4846（10番人気）
3連複票数 計 518899 的中 ��� 6218（18番人気）
3連単票数 計 865737 的中 ��� 1430（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．5―47．3―59．2―1：11．2―1：23．8―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．9
1
3

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

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

ナムラライラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．8．7 小倉4着

2014．4．26生 牝2黒鹿 母 カイテキセレブ 母母 アイリッシュピース 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 カシノマハロ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。

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２回 小倉競馬 第１１日



22123 9月3日 曇 稍重 （28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

814 カズマペッピーノ 牡2黒鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 482－ 6 59．7 14．8�
813 ウイナーズロード 牝2青鹿 54

51 ▲荻野 極�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 416＋ 2 〃 アタマ 3．9�
22 イナズママンボ 牝2鹿 54 田中 健小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 442－ 2 〃 クビ 31．8�
610 スマートニンバス 牝2栗 54 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 神垣 道弘 454＋121：00．12� 2．9�
34 ウィッシュノート 牝2黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428± 01：00．2クビ 10．6�
58 キーメンバー 牡2鹿 54 松山 弘平北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 412－ 81：00．41 97．5	
712 スマートダフネ 牝2栗 54 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 446± 01：00．93 4．7

711 テイエムチェロキー 牡2鹿 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 カミイスタット 454± 01：01．21� 11．5�
46 プ ラ ト ヤ ヤ 牝2鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 音無 秀孝 浦河 大道牧場 450－ 21：01．3� 30．9�
11 アイファーイチオー 牡2栗 54 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 484－ 8 〃 クビ 60．2
57 タガノビッググッド 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448＋ 41：01．83 100．8�

33 トミケンナプロスト 牡2鹿 54 松若 風馬冨樫 賢二氏 清水 久詞 青森 石田 英機 454－ 41：02．11� 40．5�
69 シゲルウルフ 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 462＋ 8 〃 クビ 101．1�
45 リゼグランド 牡2鹿 54 和田 竜二飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 464＋101：03．710 143．4�
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売 得 金
単勝： 25，503，600円 複勝： 29，508，500円 枠連： 11，399，500円
馬連： 39，772，000円 馬単： 22，237，500円 ワイド： 25，469，300円
3連複： 58，351，000円 3連単： 76，213，100円 計： 288，454，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 350円 � 170円 � 620円 枠 連（8－8） 2，150円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，270円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 17，040円 3 連 単 ��� 96，090円

票 数

単勝票数 計 255036 的中 � 14489（6番人気）
複勝票数 計 295085 的中 � 20113（6番人気）� 57301（3番人気）� 10067（8番人気）
枠連票数 計 113995 的中 （8－8） 4092（7番人気）
馬連票数 計 397720 的中 �� 13430（10番人気）
馬単票数 計 222375 的中 �� 3177（22番人気）
ワイド票数 計 254693 的中 �� 8069（11番人気）�� 1944（29番人気）�� 4108（17番人気）
3連複票数 計 583510 的中 ��� 2568（49番人気）
3連単票数 計 762131 的中 ��� 575（261番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．1―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F37．0
3 ・（13，14）3，6（4，12）11，8（2，10，9）－（7，1）＝5 4 ・（13，14）－（3，4）－（2，8，6）（10，12）－（11，9）－1，7－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カズマペッピーノ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．8．6 小倉4着

2014．3．17生 牡2黒鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 カズマペッピーノ号の騎手藤岡康太は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・12番・11番）

カズマペッピーノ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13
番）

22124 9月3日 曇 良 （28小倉2）第11日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分 （ 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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� 基準タイム3：09．4良

55 メイショウヒデタダ 牡7黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 480＋123：09．5 5．9�
44 ダンツメガヒット �4栗 61 佐久間寛志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 496＋ 83：11．09 2．3�
22 スズカチャンプ 牡7鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 506＋ 43：11．42� 6．3�
33 メイショウオヤシオ �4栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 468＋ 6 〃 クビ 3．5�
66 テイエムシシーポス 牡6鹿 60 黒岩 悠竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 480－ 43：11．71� 10．9�
88 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 450＋143：11．8� 34．8�
77 エ ー ス ワ ン 牡5鹿 60 五十嵐雄祐榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 494＋123：12．97 12．8	
11 タ ピ エ ス 牡4鹿 60 中村 将之細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 480－ 23：13．32� 55．6
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売 得 金
単勝： 14，652，700円 複勝： 15，938，600円 枠連： 発売なし
馬連： 27，640，100円 馬単： 18，471，500円 ワイド： 14，237，600円
3連複： 34，997，900円 3連単： 77，229，800円 計： 203，168，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 146527 的中 � 19803（3番人気）
複勝票数 計 159386 的中 � 18753（4番人気）� 54339（1番人気）� 20377（3番人気）
馬連票数 計 276401 的中 �� 27747（3番人気）
馬単票数 計 184715 的中 �� 6504（7番人気）
ワイド票数 計 142376 的中 �� 11365（3番人気）�� 5611（10番人気）�� 11517（2番人気）
3連複票数 計 349979 的中 ��� 15068（5番人気）
3連単票数 計 772298 的中 ��� 5920（30番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 49．8－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒデタダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．7．17 京都2着

2009．3．12生 牡7黒鹿 母 メイショウサマンサ 母母 スイートマーサ 障害：8戦2勝 賞金 27，100，000円
〔制裁〕 ダンツメガヒット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。



22125 9月3日 曇 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

817 カノヤパリティ 牝3栗 54 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 442＋ 61：08．7 11．4�
714 テイエムサンピラー 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 502－ 61：08．91� 24．6�
612 ウイングフィールド 牝3鹿 54 国分 優作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 476＋ 8 〃 クビ 11．2�
36 ゴールドマリーン 牝3栗 54 和田 竜二朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 504＋ 71：09．11� 42．1�
715 スタンリープール 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 416＋ 4 〃 クビ 37．2�
816 エイシンミント 牝3鹿 54 酒井 学	栄進堂 今野 貞一 新ひだか 築紫 洋 436＋ 61：09．2クビ 7．5

818 ホワイトパンドラ 牝3芦 54 幸 英明北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 中原牧場 440＋12 〃 ハナ 4．0�
11 タマモペンライト 牝3鹿 54 松山 弘平タマモ	 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452－ 2 〃 クビ 19．6�
23 ロングハード 牝3黒鹿54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 444－ 6 〃 アタマ 5．8
35 ダイシンザーゲ 牝3黒鹿54 �島 良太大八木信行氏 千田 輝彦 日高 中原牧場 502－ 41：09．41 189．1�
59 ル ミ ナ ー ラ 牝3鹿 54 松若 風馬 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 504＋12 〃 クビ 6．9�
12 タイキレボー 牝3栗 54 松田 大作�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452－ 41：09．5� 84．8�
611 オールフォーユー 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B438＋ 81：09．6クビ 209．0�
510 ボンテアトル 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極吉田 修氏 福島 信晴 新ひだか タガミファーム 486± 01：09．81� 17．4�
713 マクスウェル 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 408± 0 〃 クビ 51．5�
47 セ シ ャ ト 牝3黒鹿 54

52 △義 英真 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464 ―1：10．86 66．1�

48 ニシノレーヌ 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗西山 茂行氏 今野 貞一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466± 0 〃 ハナ 118．8�
24 リ モ ナ イ ア 牝3栗 54 北村 友一吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 448＋12 （競走中止） 8．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，086，400円 複勝： 30，805，200円 枠連： 18，967，100円
馬連： 46，892，900円 馬単： 22，998，600円 ワイド： 30，431，100円
3連複： 72，051，000円 3連単： 81，018，000円 計： 324，250，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 370円 � 600円 � 280円 枠 連（7－8） 1，350円

馬 連 �� 13，060円 馬 単 �� 22，900円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 1，580円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 25，120円 3 連 単 ��� 167，820円

票 数

単勝票数 計 210864 的中 � 14671（7番人気）
複勝票数 計 308052 的中 � 21574（7番人気）� 12387（9番人気）� 32111（3番人気）
枠連票数 計 189671 的中 （7－8） 10855（6番人気）
馬連票数 計 468929 的中 �� 2781（41番人気）
馬単票数 計 229986 的中 �� 753（79番人気）
ワイド票数 計 304311 的中 �� 2202（41番人気）�� 5019（18番人気）�� 3451（28番人気）
3連複票数 計 720510 的中 ��� 2151（85番人気）
3連単票数 計 810180 的中 ��� 350（536番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．0―11．4―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．2―44．6―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カノヤパリティ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．9．26 阪神3着

2013．4．28生 牝3栗 母 カノヤザミラクル 母母 ウッドマンズシック 12戦1勝 賞金 11，580，000円
〔競走中止〕 リモナイア号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

22126 9月3日 曇 稍重 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 フ ラ ン ド ル 牡3鹿 56 川田 将雅寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496± 01：47．0 1．9�
12 スズカマサル 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 436－ 81：47．42� 23．2�
611 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468－ 21：47．82� 7．3�
23 メイショウヤクシマ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 454 ―1：47．9� 130．2�
510 ブレイジンフェザー 牡3黒鹿56 幸 英明野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 21：48．0� 40．7�
48 キングジュエリー 牡3栗 56 北村 友一平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B524± 01：48．42� 12．0	
816 テイエムボンドン 牡3鹿 56

54 △義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 460－ 21：49．03� 5．1

713 イージーゴー 牡3鹿 56 藤岡 康太谷水 雄三氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 472－101：49．32 46．2�
714 ダブルアックス 牡3黒鹿56 太宰 啓介田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 502＋ 81：49．51� 24．2�
36 ニホンピログレード 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 486＋201：49．71� 281．7
11 ダウンタウンブギ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 472＋ 81：50．02 158．4�
815 エイシンリーダー 牡3栗 56 松田 大作�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 452－ 61：50．1� 8．3�
612 エンプレスクー 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿�中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 430＋ 81：50．52� 155．6�
47 リトルトウキョウ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 吉村 圭司 新冠 石郷岡 雅樹 480± 01：50．7� 374．8�
35 ラ フ ァ ー タ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース服部 利之 安平 追分ファーム 466－121：51．55 27．8�
59 ワンダールワヨーム 牡3青鹿56 �島 良太山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 中神牧場 472＋181：53．110 350．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，959，200円 複勝： 35，986，300円 枠連： 13，222，400円
馬連： 47，053，600円 馬単： 27，115，300円 ワイド： 30，206，100円
3連複： 61，527，300円 3連単： 89，568，100円 計： 330，638，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 370円 � 180円 枠 連（1－2） 2，120円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 880円 �� 290円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 14，820円

票 数

単勝票数 計 259592 的中 � 108240（1番人気）
複勝票数 計 359863 的中 � 121613（1番人気）� 16179（6番人気）� 45569（3番人気）
枠連票数 計 132224 的中 （1－2） 4825（8番人気）
馬連票数 計 470536 的中 �� 15316（8番人気）
馬単票数 計 271153 的中 �� 7162（10番人気）
ワイド票数 計 302061 的中 �� 8309（10番人気）�� 30576（1番人気）�� 3856（20番人気）
3連複票数 計 615273 的中 ��� 10317（14番人気）
3連単票数 計 895681 的中 ��� 4381（37番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．9―13．1―12．8―12．5―12．7―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．3―43．4―56．2―1：08．7―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ラ ン ド ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．1．30 京都2着

2013．2．3生 牡3鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 4戦1勝 賞金 9，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダールワヨーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イエスペガサス号
（非抽選馬） 1頭 スリーベアハート号



22127 9月3日 曇 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

36 アインザッツ 牡3鹿 56 酒井 学 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B454－ 42：02．0 7．8�
612 タガノミシュラン 牡3鹿 56 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 22：02．1� 10．0�
59 サンライズサーカス 牡3青鹿56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 498＋ 42：02．31 4．6�
817� ソングライティング 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,

L.L.C. 488－ 4 〃 クビ 9．1�
35 ゴッドテンス 牡3芦 56 幸 英明窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 518＋ 82：02．61� 7．8�
611 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 438－ 22：02．7� 5．6	
715 マンテンロード 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 460－ 82：02．8� 151．5

714 タガノスケルド 牝3栗 54 国分 恭介八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 4 〃 アタマ 19．1�
47 フォリクラッセ 牡3鹿 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 22：03．01� 33．1
713 グローサーザール 牡3栗 56

55 ☆	島 克駿 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 510－ 82：03．1� 6．8�
818 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 454＋ 42：03．31� 51．0�
510� ハットプレイ 牡3青鹿56 和田 竜二ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 448－ 8 〃 ハナ 27．1�
12 プレシャスタイム 牡3鹿 56

54 △義 英真小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 416－ 22：03．51� 29．5�
48 アグネスストーム 牡3鹿 56 太宰 啓介渡辺公美子氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 486－ 22：03．82 123．2�
23 ピンクノオウマサン 牝3芦 54 	島 良太石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 424＋ 4 〃 ハナ 26．6�
816 ハギノハイスタイル 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極日隈 良江氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B506－ 22：04．54 156．5�
11 マ ス カ ー ニ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 日高 Shall Farm 468－ 42：04．6� 262．9�
24 ブラックウィザード 
3黒鹿56 松山 弘平 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 506－ 82：05．77 110．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，466，100円 複勝： 32，390，900円 枠連： 17，740，300円
馬連： 51，105，100円 馬単： 22，529，200円 ワイド： 31，880，800円
3連複： 71，615，700円 3連単： 80，709，100円 計： 329，437，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 320円 � 290円 � 200円 枠 連（3－6） 660円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，070円 �� 870円

3 連 複 ��� 7，620円 3 連 単 ��� 56，370円

票 数

単勝票数 計 214661 的中 � 21996（4番人気）
複勝票数 計 323909 的中 � 24554（6番人気）� 28096（5番人気）� 46347（2番人気）
枠連票数 計 177403 的中 （3－6） 20545（1番人気）
馬連票数 計 511051 的中 �� 7228（22番人気）
馬単票数 計 225292 的中 �� 1657（41番人気）
ワイド票数 計 318808 的中 �� 4402（22番人気）�� 7730（11番人気）�� 9568（6番人気）
3連複票数 計 716157 的中 ��� 7045（21番人気）
3連単票数 計 807091 的中 ��� 1038（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．9―49．9―1：02．5―1：14．7―1：26．7―1：38．4―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アインザッツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．2．20 小倉4着

2013．1．28生 牡3鹿 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノブラビッシモ号・コンパッション号・メイショウカネミツ号

22128 9月3日 曇 稍重 （28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55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

611 ワンダーピルエット 牝3鹿 52 小牧 太山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 482＋ 41：46．0 6．5�
816 レッドディオーサ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 446－ 61：46．1� 4．9�
714 アスタキサンチン 牝4栗 55 松田 大作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B450－ 41：46．2� 9．2�
24 ビ ス カ リ ア 牝4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 456＋ 61：46．3� 3．9�
47 ジャーマンアイリス 牝3芦 52 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452± 01：46．4� 11．4�
23 シゲルメジロザメ 牝3鹿 52 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 470＋121：46．5� 28．5	
713� バイオレットフィズ 牝4黒鹿 55

53 △義 英真中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 436－ 41：46．6� 109．7

36 ヴ ァ ロ ー ア 牝4鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 462－ 81：46．7クビ 150．2�
48 トップノート 牝3栗 52 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476－ 21：47．12� 6．0
12 デイジーフローラ 牝3鹿 52 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 61：47．52� 25．6�
11 ガ ロ フ ァ ノ 牝4栗 55 松山 弘平前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 01：47．6クビ 18．0�
59 マッカナバラ 牝4芦 55 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 458－ 41：47．81� 149．2�
612 ノーブルスノー 牝3芦 52

49 ▲荻野 極吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 486＋ 81：48．12 15．0�
35 パセンジャーシップ 牝4芦 55 藤岡 佑介吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 512＋181：48．52� 23．6�
815 クリノセゴビア 牝3黒鹿52 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 428－ 41：49．35 75．0�
510 トーホウレゼルヴ 牝4黒鹿55 �島 良太東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 468± 01：50．25 139．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，060，200円 複勝： 39，917，200円 枠連： 19，459，100円
馬連： 62，710，000円 馬単： 27，353，100円 ワイド： 35，547，000円
3連複： 83，339，500円 3連単： 97，580，800円 計： 391，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 200円 � 250円 枠 連（6－8） 1，370円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，280円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 38，110円

票 数

単勝票数 計 260602 的中 � 31612（4番人気）
複勝票数 計 399172 的中 � 39136（5番人気）� 55796（2番人気）� 39976（4番人気）
枠連票数 計 194591 的中 （6－8） 10979（7番人気）
馬連票数 計 627100 的中 �� 23468（5番人気）
馬単票数 計 273531 的中 �� 5251（9番人気）
ワイド票数 計 355470 的中 �� 9742（12番人気）�� 7106（16番人気）�� 7367（15番人気）
3連複票数 計 833395 的中 ��� 8841（23番人気）
3連単票数 計 975808 的中 ��� 1856（116番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．2―12．9―12．5―12．1―12．3―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―30．0―42．9―55．4―1：07．5―1：19．8―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーピルエット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．3．13 阪神11着

2013．5．8生 牝3鹿 母 ワンダーグラス 母母 ワンダーヘリテージ 7戦2勝 賞金 12，780，000円



22129 9月3日 曇 良 （28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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 オースミチャド 牡5鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 486＋ 81：08．6 11．5�
715 スカイパッション 牝4栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 466± 01：08．81� 3．9�
12 エスペランサリュウ 牡3鹿 55 和田 竜二江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 460＋ 4 〃 クビ 28．8�
23 レッドカーラ 牝4黒鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 ハナ 8．8�
35 � スペードクイーン 牝3栗 53 藤岡 康太吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 464＋ 61：08．9クビ 8．2	
816 ゼンノイザナギ 牡4栗 57 秋山真一郎大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 482± 0 〃 クビ 10．5

818 サ ル ド ナ 牝3栗 53 川田 将雅寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 アタマ 3．6�
48 ゲンキチハヤブサ 	4栗 57 松山 弘平荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 454± 0 〃 ハナ 30．6�
47 ショウナンマキシム 牝4鹿 55 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 422＋ 61：09．0
 17．3
59 メイショウバンダイ 牡3栗 55 松田 大作松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 450－ 4 〃 クビ 50．4�
611 ダブルスキップ 牝3黒鹿53 国分 恭介ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 422＋ 41：09．1
 12．9�
36 オトコギマサムネ 牡5鹿 57 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 クビ 53．8�
24 プリンシパルスター 牡3青鹿55 小牧 太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448＋14 〃 ハナ 46．5�
612 スナークスカイ 牡3鹿 55 田中 健杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 442＋10 〃 ハナ 184．7�
714 ジャミールカズマ 牡4青鹿57 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 488－ 21：09．2クビ 357．9�
713 ラブリープラネット 牡5栗 57 幸 英明三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B458－ 2 〃 ハナ 71．8�
510� セルリアンシュロス 牡5青鹿57 高倉 稜�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 496－ 21：09．62
 89．2�
817� サウンドターゲット 牡5鹿 57 武 幸四郎増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 470－ 61：09．7
 166．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，646，400円 複勝： 46，674，300円 枠連： 23，445，300円
馬連： 85，574，100円 馬単： 35，046，100円 ワイド： 44，493，600円
3連複： 109，074，700円 3連単： 140，284，200円 計： 515，238，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 250円 � 160円 � 570円 枠 連（1－7） 1，530円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，230円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 12，670円 3 連 単 ��� 73，750円

票 数

単勝票数 計 306464 的中 � 21259（6番人気）
複勝票数 計 466743 的中 � 46233（3番人気）� 93799（1番人気）� 16590（9番人気）
枠連票数 計 234453 的中 （1－7） 11810（6番人気）
馬連票数 計 855741 的中 �� 27123（6番人気）
馬単票数 計 350461 的中 �� 4737（21番人気）
ワイド票数 計 444936 的中 �� 13759（6番人気）�� 5027（28番人気）�� 6179（22番人気）
3連複票数 計1090747 的中 ��� 6456（42番人気）
3連単票数 計1402842 的中 ��� 1379（253番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．8―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．2―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミチャド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2013．9．17 阪神1着

2011．2．16生 牡5鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze 16戦2勝 賞金 29，449，000円
※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 クラウンアイリス号・クリノスーアンコー号・テイエムダンシング号・ラブローレル号

22130 9月3日 曇 良 （28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，27．9．5以降28．8．28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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

55 � ストロングタイタン 牡3鹿 53 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 522－ 42：00．2 2．9�

44 メイショウオオゼキ �6鹿 53 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B484－ 22：00．83� 23．1�
710 ビオラフォーエバー �5栗 54 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 82：00．9� 38．0�
67 アドマイヤコリン 牡8青鹿53 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 448± 02：01．0� 22．7�
812 エクストレミティー 牡5鹿 54 幸 英明 J．ウィルソン氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 12．6�
33 ジャズファンク 牡4鹿 56 秋山真一郎市川義美ホール

ディングス	 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 クビ 2．9

56 モンドシャルナ 牡5鹿 55 松田 大作山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 ハナ 6．6�
68 � スズカビスタ 牡5鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 474＋ 4 〃 ハナ 13．5�
79 � ケージーキンカメ 牡5黒鹿53 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 474± 0 〃 アタマ 51．3
22 イイデフューチャー 牡5黒鹿54 北村 友一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 458－ 42：01．1クビ 23．8�
11 レッドラヴィータ 牝5栗 52 松若 風馬 	東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450± 02：01．73� 12．2�
811 スズカウラノス 牡7鹿 54 義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 468＋ 42：02．33� 127．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，834，900円 複勝： 46，274，800円 枠連： 23，036，700円
馬連： 96，413，200円 馬単： 47，478，900円 ワイド： 47，470，400円
3連複： 123，069，100円 3連単： 199，105，700円 計： 618，683，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 470円 � 850円 枠 連（4－5） 2，520円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，000円 �� 8，270円

3 連 複 ��� 36，290円 3 連 単 ��� 136，820円

票 数

単勝票数 計 358349 的中 � 97432（2番人気）
複勝票数 計 462748 的中 � 95080（2番人気）� 22580（8番人気）� 11476（10番人気）
枠連票数 計 230367 的中 （4－5） 7057（9番人気）
馬連票数 計 964132 的中 �� 17729（16番人気）
馬単票数 計 474789 的中 �� 6408（21番人気）
ワイド票数 計 474704 的中 �� 9428（16番人気）�� 6134（22番人気）�� 1442（55番人気）
3連複票数 計1230691 的中 ��� 2543（97番人気）
3連単票数 計1991057 的中 ��� 1055（398番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．4―12．8―12．1―11．6―11．6―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―37．4―50．2―1：02．3―1：13．9―1：25．5―1：37．1―1：48．6

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングタイタン �
�
父 Regal Ransom �

�
母父 Tiznow デビュー 2015．8．30 小倉1着

2013．3．22生 牡3鹿 母 Titan Queen 母母 Ensnare 6戦3勝 賞金 36，088，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22131 9月3日 曇 良 （28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，27．9．5以降28．8．28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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

78 ラインハート 牝5鹿 52 松山 弘平大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B466＋ 41：07．6 11．2�
811 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 北村 友一 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 B492－ 2 〃 クビ 4．1�
33 マルヨバクシン 牝4栗 55 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B496＋ 21：07．7クビ 4．6�
79 メイショウハガクレ 牡7鹿 53 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466－ 41：07．91� 48．9�
55 スリーカーニバル 牝6鹿 51 高倉 稜永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 472－ 21：08．11� 39．6�
810 ラズールリッキー 牝3黒鹿52 松若 風馬岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 452＋ 6 〃 クビ 2．8	
44 メイショウブイダン 牡5鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 466－ 2 〃 ハナ 9．9

67 サンマルホーム 牡6栗 54 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B442± 01：08．2クビ 39．2�
66 ウィットウォーター 牝5黒鹿53 国分 恭介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B452－ 81：08．41� 7．9�
11 カシノワルツ 牝6黒鹿52 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B456＋ 4 〃 ハナ 24．7
22 タガノアザガル 牡4黒鹿57 �島 良太八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 01：08．82� 42．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，334，500円 複勝： 67，870，900円 枠連： 36，116，800円
馬連： 181，400，700円 馬単： 82，451，800円 ワイド： 77，430，100円
3連複： 246，802，100円 3連単： 436，456，600円 計： 1，181，863，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 300円 � 140円 � 180円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，000円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 26，530円

票 数

単勝票数 計 533345 的中 � 37844（6番人気）
複勝票数 計 678709 的中 � 45618（6番人気）� 154547（1番人気）� 97624（3番人気）
枠連票数 計 361168 的中 （7－8） 30824（4番人気）
馬連票数 計1814007 的中 �� 57830（10番人気）
馬単票数 計 824518 的中 �� 11159（22番人気）
ワイド票数 計 774301 的中 �� 23736（10番人気）�� 18859（12番人気）�� 51621（3番人気）
3連複票数 計2468021 的中 ��� 56735（11番人気）
3連単票数 計4364566 的中 ��� 11923（88番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．9―10．9―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．6―44．5―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．0
3 ・（3，10）（1，2，4）（5，8）6，11－7，9 4 ・（3，10）（1，2，4）8（6，5，11）－（9，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインハート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．6．30 中京3着

2011．1．23生 牝5鹿 母 チ ェ ル カ 母母 ウエスタンワールド 27戦5勝 賞金 76，994，000円

22132 9月3日 曇 稍重 （28小倉2）第11日 第12競走 1，000�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

58 アイファーサラオー 牡4鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 494± 0 58．6 10．2�
11 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 川田 将雅森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 424＋ 2 58．7� 3．5�
33 オンリーワンスター 牝3鹿 53

50 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452＋10 58．8� 23．2�
814 コウエイラブリー 牝4鹿 55 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 506± 0 〃 クビ 2．6�
610 ゼ ク ト 牝4黒鹿55 太宰 啓介宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 468＋ 8 59．01� 18．6�
712 タガノモーサン 牡3鹿 55 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 504－ 4 59．21 20．8	
34 � サンライズシーズン 牡4栗 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 458－10 59．3� 16．7

69 サウスリバティー 牡4栗 57

54 ▲荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 456± 0 59．51� 9．6�
813 ウェディングラン 牝4鹿 55

53 △義 英真小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 438＋ 8 59．71� 77．3�
57 ハッピーロングラン 牝5鹿 55 松若 風馬馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 59．8� 11．1
46 � アイファーヴリル 牡3栗 55 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 430－14 59．9� 145．9�
22 レモンイエロー 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438± 01：00．0� 53．4�
45 � エンプレスペスカ 牝5青鹿55 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 482＋ 81：00．1クビ 60．9�
711 ダ ラ ニ 牝5栗 55 小牧 太山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 482－201：00．63 22．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，788，700円 複勝： 46，338，000円 枠連： 28，083，700円
馬連： 100，568，800円 馬単： 48，065，500円 ワイド： 52，908，100円
3連複： 133，891，600円 3連単： 211，000，700円 計： 662，645，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 220円 � 150円 � 580円 枠 連（1－5） 750円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，170円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 98，750円

票 数

単勝票数 計 417887 的中 � 32740（4番人気）
複勝票数 計 463380 的中 � 52141（3番人気）� 108321（1番人気）� 15256（10番人気）
枠連票数 計 280837 的中 （1－5） 28702（3番人気）
馬連票数 計1005688 的中 �� 47321（3番人気）
馬単票数 計 480655 的中 �� 9023（13番人気）
ワイド票数 計 529081 的中 �� 25240（3番人気）�� 4099（36番人気）�� 8806（17番人気）
3連複票数 計1338916 的中 ��� 7275（46番人気）
3連単票数 計2110007 的中 ��� 1549（311番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．2―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファーサラオー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．7．19 中京7着

2012．3．17生 牡4鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー 25戦2勝 賞金 24，300，000円
〔発走状況〕 ハッピーロングラン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ハッピーロングラン号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 チョウエンペラー号・ヒロノフェロー号・リバーコンサート号



（28小倉2）第11日 9月3日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

197，120，000円
2，530，000円
7，580，000円
1，390，000円
20，010，000円
66，444，500円
5，551，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
328，083，200円
482，083，600円
208，667，200円
800，744，300円
394，896，100円
426，909，900円
1，084，038，100円
1，632，804，700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 5，358，227，100円

総入場人員 8，684名 （有料入場人員 7，495名）
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