
22133 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12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
1：07．8
1：07．8

良
良

23 デスティニーソング 牝2鹿 54
53 ☆�島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 424－ 21：09．5 26．5�
48 ミュークレックス 牡2鹿 54 幸 英明庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 426＋ 8 〃 ハナ 8．9�
611 テイエムイキオイ 牡2青鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 442＋ 4 〃 ハナ 24．1�
818 ディグアップセンス 牡2鹿 54 松若 風馬広尾レース� 清水 久詞 新冠 富本 茂喜 424＋ 2 〃 クビ 38．6�
816 デザートストーム 牡2黒鹿54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 41：09．6クビ 6．6�
35 カフジリバー 牡2鹿 54 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：09．7� 68．7	
713 ミスターロンリー 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 460－ 41：09．91	 8．5

510 オーミシューマン 牡2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 434－ 8 〃 ハナ 42．7�
817 ヤクシャハソロッタ 牝2鹿 54

52 △義 英真小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 434－ 41：10．0	 199．8�
714 ア ク ラ ー 牡2芦 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 平取 原田 新治 448－ 6 〃 アタマ 156．1
24 シゲルカモシカ 牡2鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 444± 01：10．1� 117．9�
11 スズカフューラー 牡2栗 54 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408－ 21：10．2クビ 219．8�
715 ベルウッドカペラ 牡2青鹿54 武 豊鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 452＋ 41：10．51� 8．2�
59 カシノレビン 牡2黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 404－ 6 〃 クビ 183．9�
612 メイショウルーシー 牝2青鹿54 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 414＋ 61：10．6	 3．7�
36 トーヨーエース 牡2鹿 54 浜中 俊中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476＋101：10．7クビ 4．5�
47 メイショウラクエン 牡2黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 444－ 21：10．8	 55．9�
12 カシノカンナ 牝2栗 54

53 ☆岩崎 翼柏木 務氏 鈴木 孝志 浦河 村下 清志 404－ 81：11．54 277．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，414，500円 複勝： 27，618，700円 枠連： 9，482，200円
馬連： 40，137，900円 馬単： 18，315，700円 ワイド： 25，434，700円
3連複： 62，404，800円 3連単： 69，565，400円 計： 271，373，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 730円 � 310円 � 620円 枠 連（2－4） 5，590円

馬 連 �� 8，640円 馬 単 �� 20，940円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 5，690円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 52，700円 3 連 単 ��� 343，090円

票 数

単勝票数 計 184145 的中 � 5879（8番人気）
複勝票数 計 276187 的中 � 9293（8番人気）� 25821（5番人気）� 11282（7番人気）
枠連票数 計 94822 的中 （2－4） 1314（19番人気）
馬連票数 計 401379 的中 �� 3597（24番人気）
馬単票数 計 183157 的中 �� 656（63番人気）
ワイド票数 計 254347 的中 �� 2684（24番人気）�� 1141（47番人気）�� 2560（25番人気）
3連複票数 計 624048 的中 ��� 888（120番人気）
3連単票数 計 695654 的中 ��� 147（747番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．3―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．4―45．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．1
3 8，10（3，6，12）（7，18）（11，13，16）（5，15）（4，17）14（9，1）2 4 8（3，10，18，16）（11，6，12）（7，13，15）5，4，17（9，14，1）－2

勝馬の
紹 介

デスティニーソング �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．14 小倉3着

2014．3．26生 牝2鹿 母 マルカデスティニー 母母 ラ ミ リ テ ア 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 テイエムイキオイ号は，発進不良〔出遅れ〕。

22134 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：44．1
1：43．9

良
良

815 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426＋ 21：48．7 7．9�
24 ナリタエイト 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 アタマ 4．5�
59 スリープレッピー �3黒鹿56 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 428＋ 41：48．91� 51．8�
48 ショウナンラテール 牡3鹿 56 松田 大作国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 450＋ 21：49．0� 4．3�
47 マテンロウビクサス 牡3鹿 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 41：49．21� 21．0�
12 トウシンゼファー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478± 01：49．41� 25．1	
510 グルーヴィタイム 牡3鹿 56 松若 風馬 
キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 430＋ 8 〃 ハナ 5．8�
35 パ ロ ー マ 牝3鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 414＋ 4 〃 クビ 16．3�
816 ミ サ キ 牝3鹿 54

52 △義 英真原 	子氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：50．57 155．5
23 クリノメルクリウス �3鹿 56 柴田 未崎栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム B416－ 21：50．6
 75．1�
713 ハイリマイリ 牝3栗 54 浜中 俊守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452－ 4 〃 アタマ 75．5�
612 ウォーターレスター 牡3黒鹿56 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 528＋ 21：50．81� 4．2�
11 アドマイヤフィズ 牝3鹿 54 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：50．9� 25．1�
611 リベランジェロ 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B518＋ 21：51．64 86．3�
36 サンタモニカ 牝3黒鹿54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 426－ 21：52．13 210．7�
714 メイショウエゾホシ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 514＋ 21：56．5大差 100．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，912，800円 複勝： 33，375，800円 枠連： 10，861，000円
馬連： 41，792，300円 馬単： 21，838，300円 ワイド： 27，121，800円
3連複： 61，712，600円 3連単： 72，831，500円 計： 291，446，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 190円 � 1，000円 枠 連（2－8） 2，340円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，780円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 24，990円 3 連 単 ��� 142，320円

票 数

単勝票数 計 219128 的中 � 22038（5番人気）
複勝票数 計 333758 的中 � 40666（5番人気）� 52831（2番人気）� 6747（10番人気）
枠連票数 計 108610 的中 （2－8） 3584（11番人気）
馬連票数 計 417923 的中 �� 12872（8番人気）
馬単票数 計 218383 的中 �� 2940（20番人気）
ワイド票数 計 271218 的中 �� 8737（9番人気）�� 1422（40番人気）�� 2201（31番人気）
3連複票数 計 617126 的中 ��� 1852（71番人気）
3連単票数 計 728315 的中 ��� 371（420番人気）

ハロンタイム 12．0―11．8―12．0―12．4―12．2―11．7―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．8―35．8―48．2―1：00．4―1：12．1―1：24．4―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

タガノガジュマル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．26 阪神6着

2013．2．7生 牡3黒鹿 母 タガノシャルマン 母母 ポリッシュプリンセス 18戦1勝 賞金 24，140，000円
〔制裁〕 スリープレッピー号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・10番・13番・

12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウエゾホシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4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。
（非抽選馬） 2頭 ジョーダンキング号・スティルウォーター号

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12日



22135 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12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 4，800，000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
56．9
56．9

重
重

712 ハトマークレディ 牝3鹿 54 川田 将雅山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 398＋ 2 58．5 2．8�
69 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 452＋ 6 58．71� 6．1�
11 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 478＋ 4 59．97 5．5�
711 ワンダーフェリス 牝3黒鹿54 太宰 啓介山本 信行氏 渡辺 薫彦 新ひだか 城地 清満 468－ 61：00．11� 28．8�
22 コ マ ユ 牝3鹿 54 武 豊稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 442＋ 2 〃 ハナ 20．1�
610 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 国分 恭介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 476＋ 2 〃 クビ 28．4	
57 � シラーグランツ 牝3芦 54 松若 風馬 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 米 Double K
LLC 468± 01：00．2	 7．5�

46 � エイシンピカデリー 牝3栗 54
53 ☆
島 克駿平井 克彦氏 藤岡 健一 米

The Robert
and Beverly
Lewis Trust

466＋101：00．41� 39．1�
45 � キープセイク 牝3鹿 54 幸 英明 
ロードホースクラブ 藤原 英昭 愛 K. I. Farm

Corporation 504± 01：00．5� 8．9
813 クラウンドヘッド 牝3鹿 54 松山 弘平下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 420＋ 81：00．71� 24．9�
814 アイノシルシ 牝3黒鹿54 酒井 学 
グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 ノースガーデン 446＋161：00．8	 12．2�
33 ピ カ デ リ ー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介寺田 秀樹氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 506＋101：01．01 30．8�
58 シ ー ザ サ ン 牝3鹿 54

52 △義 英真 
グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 518 ―1：02．06 111．2�
（13頭）

34 メイショウミナト 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 524 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，260，800円 複勝： 34，460，700円 枠連： 11，860，000円
馬連： 45，304，500円 馬単： 23，306，800円 ワイド： 29，403，300円
3連複： 61，399，000円 3連単： 78，003，700円 計： 308，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 310円 �� 260円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 差引計 252608（返還計 2439） 的中 � 71143（1番人気）
複勝票数 差引計 344607（返還計 3044） 的中 � 76519（1番人気）� 58269（3番人気）� 60571（2番人気）
枠連票数 差引計 118600（返還計 248） 的中 （6－7） 12594（1番人気）
馬連票数 差引計 453045（返還計 9504） 的中 �� 39835（2番人気）
馬単票数 差引計 233068（返還計 5089） 的中 �� 10460（2番人気）
ワイド票数 差引計 294033（返還計 7167） 的中 �� 23928（2番人気）�� 29802（1番人気）�� 18698（3番人気）
3連複票数 差引計 613990（返還計 20973） 的中 ��� 38001（1番人気）
3連単票数 差引計 780037（返還計 27156） 的中 ��� 10922（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．4―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハトマークレディ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．10．25 京都13着

2013．3．2生 牝3鹿 母 マンイーター 母母 フォーチュン 10戦1勝 賞金 12，550，000円
〔競走除外〕 メイショウミナト号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。
（非当選馬） 1頭 ファルセータ号

22136 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：06．5
1：06．5

良
良

714 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B510＋ 61：09．3 21．2�
611 ラブリーラッフル 牝3青鹿54 川田 将雅�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 430－ 4 〃 ハナ 4．2�
23 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498－ 2 〃 クビ 8．8�
715 エ タ ー ナ ル 牡3鹿 56 藤岡 康太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド B480－121：09．51� 13．5�
36 アリエルバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 新冠 川島牧場 444＋ 41：09．6クビ 6．3�
48 マ イ ヒ メ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極鈴木 照雄氏 加用 正 浦河 市川フアーム 438－ 81：09．7� 5．1	
817 ノーザンメジャー 牝3栗 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 61：09．8� 17．7

12 ブラボーウォーム 牝3芦 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 81：09．9� 21．9�
612 トウケイドライヴ 牡3鹿 56 中谷 雄太木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 466＋ 61：10．0クビ 106．1�
818 メイショウウララカ 牝3黒鹿54 高倉 稜松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 398＋ 6 〃 クビ 220．9
35 ベ ル ロ ッ ク �3鹿 56 幸 英明 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B518± 01：10．1クビ 4．6�
24 クーパーズヒル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 426± 0 〃 クビ 41．3�
11 トーコーブリザード 牡3芦 56

55 ☆�島 克駿森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：10．2クビ 47．7�
713 テイエムスタンリー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 458－ 21：10．3� 36．0�
816 スピードジャンパー 牡3鹿 56 小牧 太�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 490－ 2 〃 クビ 230．0�
510 サンマルゴージャス 牝3鹿 54 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 446± 01：10．4� 319．2�
47 ナスノチドリ 牝3鹿 54 大野 拓弥�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470± 01：10．5� 73．0�
59 アキノプリンス 牡3鹿 56 大下 智穐吉 正孝氏 藤岡 健一 新ひだか 森 政巳 450＋161：10．6� 183．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，707，400円 複勝： 30，083，000円 枠連： 15，251，600円
馬連： 46，438，000円 馬単： 23，536，700円 ワイド： 28，953，400円
3連複： 64，189，400円 3連単： 76，955，000円 計： 307，114，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 550円 � 180円 � 310円 枠 連（6－7） 1，740円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 2，070円 �� 940円

3 連 複 ��� 12，130円 3 連 単 ��� 97，530円

票 数

単勝票数 計 217074 的中 � 8166（8番人気）
複勝票数 計 300830 的中 � 11798（9番人気）� 55174（1番人気）� 23948（5番人気）
枠連票数 計 152516 的中 （6－7） 6785（8番人気）
馬連票数 計 464380 的中 �� 6562（22番人気）
馬単票数 計 235367 的中 �� 1513（51番人気）
ワイド票数 計 289534 的中 �� 4546（20番人気）�� 3538（28番人気）�� 8154（8番人気）
3連複票数 計 641894 的中 ��� 3966（41番人気）
3連単票数 計 769550 的中 ��� 572（314番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．7―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムダグラス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．1．24 京都5着

2013．4．20生 牡3鹿 母 テイエムオーシャン 母母 リヴァーガール 10戦1勝 賞金 8，720，000円
〔発走状況〕 テイエムスタンリー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 マイヒメ号の騎手荻野極は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

テイエムダグラス号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 テイエムスタンリー号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クレッシェレ号
（非抽選馬） 3頭 ダノンハナフブキ号・ハギノセレーノ号・ベストティアラ号



22137 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右）
新馬；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
1：47．9
1：45．9

良
良

33 ケンビション 牡2鹿 54
52 △義 英真中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434 ―1：51．6 51．5�
46 � ソニックアロー 牡2栗 54 松若 風馬大野 照旺氏 森 秀行 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

508 ―1：51．81 11．4�
22 ラ レ ー タ 牡2栗 54 川田 将雅�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ― 〃 クビ 6．1�
711 シ ロ ニ イ 牡2白 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 ハナ 3．2�
45 ラ フ ォ リ ア 牝2黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 486 ―1：51．9クビ 4．3�
57 タガノヴァン 牡2黒鹿54 藤岡 康太八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452 ―1：52．0� 21．1	
11 ユイフィーユ 牝2青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 468 ― 〃 アタマ 6．0

69 クリデュクール 牡2栗 54

53 ☆	島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 ハナ 19．5�
34 プロクレイマー 牡2黒鹿54 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484 ―1：52．42
 75．2
813 トウカイシュテルン 牝2鹿 54 松田 大作内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 466 ―1：52．61� 16．0�
58 スターファルコン 牡2鹿 54 小牧 太中本 行則氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：53．45 38．0�
712 トーホウドミンゴ 牡2青鹿 54

51 ▲荻野 極東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 476 ―1：53．71� 158．6�
814 エスシーフロスト 牡2芦 54

53 ☆岩崎 翼工藤 圭司氏 西橋 豊治 新ひだか 萩澤 國男 472 ―1：54．01� 292．7�
610 メイプルブラザー 牡2栗 54 高倉 稜節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 470 ―1：54．63
 184．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，616，100円 複勝： 28，333，600円 枠連： 11，561，700円
馬連： 45，147，700円 馬単： 25，918，100円 ワイド： 25，440，000円
3連複： 56，039，500円 3連単： 78，997，400円 計： 303，054，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，150円 複 勝 � 890円 � 310円 � 200円 枠 連（3－4） 4，240円

馬 連 �� 23，880円 馬 単 �� 51，560円

ワ イ ド �� 4，970円 �� 3，590円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 37，930円 3 連 単 ��� 403，330円

票 数

単勝票数 計 316161 的中 � 5210（10番人気）
複勝票数 計 283336 的中 � 6810（10番人気）� 23818（5番人気）� 43755（3番人気）
枠連票数 計 115617 的中 （3－4） 2112（17番人気）
馬連票数 計 451477 的中 �� 1465（45番人気）
馬単票数 計 259181 的中 �� 377（94番人気）
ワイド票数 計 254400 的中 �� 1294（46番人気）�� 1801（37番人気）�� 5984（11番人気）
3連複票数 計 560395 的中 ��� 1108（92番人気）
3連単票数 計 789974 的中 ��� 142（740番人気）

ハロンタイム 13．1―12．6―13．2―12．7―12．4―12．1―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―38．9―51．6―1：04．0―1：16．1―1：28．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケンビション �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2014．5．5生 牡2鹿 母 アテナブルー 母母 セイントセーラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22138 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

714 メイショウガーデン 牝3黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 514＋ 62：01．2 3．2�
816 ハギノカエラ 牝3栗 54 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 418－ 22：01．73 6．8�
48 ディスグラース 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 アタマ 11．4�
24 ラトーヌワイズ 牝3黒鹿54 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 454－ 62：01．8クビ 4．7�
818 アカネバローロ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 470＋ 8 〃 ハナ 120．5	
817 ダイワウィズミー 牝3栗 54 川須 栄彦大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B452－ 42：02．22� 20．7

612 クラシカルチュチュ 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454－ 62：02．3クビ 12．0�
23 ロ ワ ー ル 牝3栗 54 酒井 学林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 418± 02：02．4� 90．4�
59 バトルローザ 牝3鹿 54

52 △義 英真宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 442± 0 〃 アタマ 36．9
47 レッドヴァローレ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 55．0�
713 ダ イ ト カ イ 牝3鹿 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 日高 オリオンファーム B428＋ 2 〃 クビ 151．5�
36 イリデッセンス 牝3黒鹿54 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 466± 02：02．5クビ 8．9�
35 ジ ェ ミ ナ 牝3鹿 54 松田 大作 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 422± 02：02．6� 11．9�
715 ベッラヴィータ 牝3鹿 54 幸 英明前田 葉子氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 82：02．7� 161．4�
11 タワーブリッジ 牝3鹿 54 中谷 雄太�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 482－ 62：02．91� 188．3�
12 トーコージュエリー 牝3芦 54 藤岡 康太森田 藤治氏 橋田 満 洞	湖 レイクヴィラファーム 430＋ 2 〃 ハナ 16．2�
611 パ レ ー ド 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 454－ 2 〃 クビ 74．9�
510 メイショウカイヒメ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 454－142：03．11� 75．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，895，900円 複勝： 30，428，000円 枠連： 14，782，500円
馬連： 50，228，400円 馬単： 23，131，700円 ワイド： 31，199，200円
3連複： 67，517，800円 3連単： 76，755，300円 計： 315，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 190円 � 270円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 430円 �� 660円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 218959 的中 � 54444（1番人気）
複勝票数 計 304280 的中 � 58850（1番人気）� 40417（3番人気）� 24491（7番人気）
枠連票数 計 147825 的中 （7－8） 15630（1番人気）
馬連票数 計 502284 的中 �� 35358（2番人気）
馬単票数 計 231317 的中 �� 9943（1番人気）
ワイド票数 計 311992 的中 �� 19872（2番人気）�� 12035（5番人気）�� 6873（12番人気）
3連複票数 計 675178 的中 ��� 15127（5番人気）
3連単票数 計 767553 的中 ��� 5100（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．1―12．7―12．3―12．1―12．4―12．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．5―48．2―1：00．5―1：12．6―1：25．0―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2
1
3

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

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

メイショウガーデン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．4．10 阪神5着

2013．4．14生 牝3黒鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 ロワール号の騎手酒井学は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・5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。
（非抽選馬） 3頭 アルマンディン号・イチザビーナス号・マダムアルディ号



22139 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第7競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

611� メイショウトリトン 牡6黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 472＋ 41：46．4 7．5�
816 ディグニファイド 牡4栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B520－101：46．71	 14．9�
35 サウンドスタジオ 牡3鹿 54 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 494＋ 41：46．8	 35．2�
510 サンマルドライヴ 牡3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 452＋ 21：47．01
 3．9�
11 マッシヴランナー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 516＋101：47．1� 4．6�
59 セレブレイトソング �4栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B478＋ 41：47．2クビ 47．0	
612 ビタミンエース 牡5鹿 57 松田 大作村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 512－ 61：47．62� 11．4

36 フィールブリーズ 牡3鹿 54 国分 恭介水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 534± 01：47．81
 23．3�
12 テイエムトラネコ 牡4芦 57

55 △義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 500＋ 61：48．43� 38．6�
24 � ジャストヴィークル 牡5鹿 57 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 530－ 21：48．5� 146．5
47 タキオンレディー 牝4栗 55

52 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 478＋10 〃 クビ 28．5�
23  エイシンニトロ 牡3鹿 54 川田 将雅�栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton

C. Jones 510＋ 61：48．6クビ 6．5�
48 カフェライジング 牡4鹿 57 武 豊西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 524＋181：50．210 17．7�
815 サンライズミライ 牡3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 496＋ 61：51．05 20．9�
713 イ ズ モ 牡4栗 57 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 470＋ 21：51．42� 13．8�
714� マルカジャーニー 牡4栗 57 熊沢 重文日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 信成牧場 494＋ 81：52．25 176．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，430，200円 複勝： 38，424，000円 枠連： 17，317，900円
馬連： 61，373，100円 馬単： 27，277，300円 ワイド： 38，539，500円
3連複： 84，363，900円 3連単： 96，901，000円 計： 390，626，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 440円 � 1，040円 枠 連（6－8） 1，450円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 3，700円 �� 9，500円

3 連 複 ��� 71，490円 3 連 単 ��� 332，950円

票 数

単勝票数 計 264302 的中 � 27967（4番人気）
複勝票数 計 384240 的中 � 45639（4番人気）� 22723（6番人気）� 8537（14番人気）
枠連票数 計 173179 的中 （6－8） 9197（6番人気）
馬連票数 計 613731 的中 �� 9897（18番人気）
馬単票数 計 272773 的中 �� 2012（38番人気）
ワイド票数 計 385395 的中 �� 5674（18番人気）�� 2676（44番人気）�� 1030（73番人気）
3連複票数 計 843639 的中 ��� 885（186番人気）
3連単票数 計 969010 的中 ��� 211（961番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―11．6―12．2―12．7―12．5―12．4―13．4―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．7―29．3―41．5―54．2―1：06．7―1：19．1―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．7
1
3

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

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

�メイショウトリトン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー

2010．3．15生 牡6黒鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー 14戦1勝 賞金 13，000，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルカジャーニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4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。
（非抽選馬） 2頭 ハトマークエース号・モアザンイナフ号

22140 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

48 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 小牧 太桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：07．9 3．9�
12 スマートグレイス 牝4栗 55 松若 風馬大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 472＋ 2 〃 アタマ 13．3�
714 ナムラエルサ 牝3鹿 53 浜中 俊奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 462± 01：08．32� 3．3�
817 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 440－ 21：08．4� 21．5�
715 オメガハートソング 牝4青鹿55 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444± 01：08．5クビ 8．2	
510 タイムレスメロディ 牝3鹿 53 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 414＋ 2 〃 ハナ 74．1

816 ウォーターラボ 牝4青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 468＋ 8 〃 クビ 5．6�
713 ペイザージュ 牝3栗 53 酒井 学落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472± 01：08．6� 180．2�
611 タガノビーンズ 牝5鹿 55 太宰 啓介八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442＋10 〃 ハナ 58．7
36 ジェルミナーレ 牝3鹿 53 藤岡 佑介�ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 448＋141：08．7� 12．9�
612 エターナルユース 牝3栗 53 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 416－ 6 〃 ハナ 64．3�
35 スパイチャクラ 牝3黒鹿53 川田 将雅 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 474＋ 2 〃 アタマ 16．1�
818 クールジョジョ 牝5黒鹿55 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 440－ 21：08．8クビ 64．3�
59 クラリティーアイズ 牝3栗 53 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋121：09．01
 20．8�
24 ショウナンマシェリ 牝3鹿 53

51 △義 英真�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 450－ 61：09．1� 192．5�
47 ローザルージュ 牝3黒鹿53 高倉 稜村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 488＋ 6 〃 アタマ 109．6�
11 クラウンドジャック 牝3栗 53 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B480＋101：09．41� 196．1�
23 クロスアンジュ 牝3青鹿 53

50 ▲荻野 極吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B462－ 61：09．93 149．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，587，200円 複勝： 47，775，300円 枠連： 22，880，800円
馬連： 76，332，600円 馬単： 33，783，700円 ワイド： 43，044，700円
3連複： 95，982，000円 3連単： 118，727，000円 計： 473，113，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 390円 � 180円 枠 連（1－4） 3，620円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 980円 �� 380円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 26，000円

票 数

単勝票数 計 345872 的中 � 69417（2番人気）
複勝票数 計 477753 的中 � 95035（1番人気）� 24165（8番人気）� 74386（3番人気）
枠連票数 計 228808 的中 （1－4） 4889（12番人気）
馬連票数 計 763326 的中 �� 17265（14番人気）
馬単票数 計 337837 的中 �� 4296（20番人気）
ワイド票数 計 430447 的中 �� 10772（11番人気）�� 31629（1番人気）�� 8074（14番人気）
3連複票数 計 959820 的中 ��� 15840（9番人気）
3連単票数 計1187270 的中 ��� 3310（62番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．8―11．3―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．7―44．0―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 2（5，6）8（9，14）（3，13）4（1，7，10）（11，15）（16，17）18－12 4 2－（5，6）8，9，14－（4，13）（11，10）（3，1，17，15）（16，7）18，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デ ィ ア エ ナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．2 小倉4着

2012．2．7生 牝4黒鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド 20戦2勝 賞金 30，593，000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。
（非当選馬） 1頭 ニホンピロヘーラー号



22141 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第9競走 ��1，800�
わ か と お お は し

若 戸 大 橋 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54�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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

713 サトノケンシロウ 牡3黒鹿54 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．7 1．6�
24 タガノプリンセス 牝3栗 52 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 436－161：49．02 87．7�
816 サマーローズ 牝4栗 55 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 482± 0 〃 アタマ 8．3�
47 クローディオ 牡4鹿 57 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋121：49．1クビ 19．4�
23 オールドクラシック 牡3青鹿54 武 豊�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 71：49．31� 7．8�
59 クリノサンスーシ 牝3鹿 52 太宰 啓介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 426＋ 2 〃 ハナ 28．6	
35 グリーンラヴ 牡6栗 57 秋山真一郎 
グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466－ 8 〃 ハナ 12．3�
611 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡4黒鹿57 大野 拓弥 
グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 412＋ 2 〃 クビ 32．2
12 � メルドオール 牡4鹿 57 �島 良太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 428－ 61：49．4クビ 52．5�
510 ナムラルパン 牡3鹿 54 藤岡 康太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 516＋181：49．82	 87．8�
612 アグネススターダム 牡3栗 54 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 446－ 61：49．9クビ 9．8�
714� カリテスグレース 牝4黒鹿55 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：50．21
 44．9�
48 � パスファインダー 牡5鹿 57 松田 大作辻 高史氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 416．1�
815 ヤマカツリーダー �3黒鹿54 �島 克駿山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 61：50．62	 330．1�
36 � レオロフティー 牡4鹿 57 幸 英明
レオ 千田 輝彦 新冠 川島牧場 B488＋ 61：51．02	 207．5�
11 メイショウヒナタ 牝3青鹿52 岡田 祥嗣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 458± 01：54．4大差 273．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，156，600円 複勝： 103，012，900円 枠連： 20，325，100円
馬連： 88，091，100円 馬単： 53，849，900円 ワイド： 46，616，800円
3連複： 112，717，700円 3連単： 203，381，500円 計： 668，151，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，150円 � 180円 枠 連（2－7） 690円

馬 連 �� 7，220円 馬 単 �� 9，080円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 260円 �� 8，530円

3 連 複 ��� 13，300円 3 連 単 ��� 55，010円

票 数

単勝票数 計 401566 的中 � 200422（1番人気）
複勝票数 計1030129 的中 � 692751（1番人気）� 6495（11番人気）� 68349（2番人気）
枠連票数 計 203251 的中 （2－7） 22750（3番人気）
馬連票数 計 880911 的中 �� 9452（18番人気）
馬単票数 計 538499 的中 �� 4447（24番人気）
ワイド票数 計 466168 的中 �� 3844（30番人気）�� 55654（1番人気）�� 1238（55番人気）
3連複票数 計1127177 的中 ��� 6355（39番人気）
3連単票数 計2033815 的中 ��� 2680（154番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．6―12．6―11．9―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．9―48．5―1：01．1―1：13．0―1：24．8―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―3F35．7
1
3
・（1，12）－14－4－（10，13）（2，5，9，11）16，3，8（6，7）15・（1，12，14）4，10（13，16）（2，5，11）（3，9，7）8，6－15

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノケンシロウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．14 東京4着

2013．3．3生 牡3黒鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 6戦2勝 賞金 21，720，000円
〔発走状況〕 グリーンラヴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒナタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レイホーロマンス号

22142 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第10競走 ��
��1，700�西日本スポーツ杯

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

西日本新聞社賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000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 ロンドンタウン 牡3鹿 54 川田 将雅薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 510－ 21：45．5 1．8�
510 コスモピーコック 牝4鹿 55 幸 英明 �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 492＋ 41：46．35 11．2�
816 タガノスマイル 牝4鹿 55 武 幸四郎八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 21：46．51� 6．3�
815 ネオジェネシス 牡5鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋14 〃 クビ 31．3�
611 タニノマンボ 牡6鹿 57 浜中 俊谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 484＋ 21：46．6	 20．4�
36 セレッソレアル 牝5栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 492± 01：46．7クビ 15．8	
11 スズカアドニス 牡6栗 57 義 英真永井 宏明氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 492＋ 8 〃 クビ 142．4

47 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 494＋ 81：46．8	 85．1�
35 サンライズウェイ 牡6栗 57 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 76．1�
24 ア チ ー ヴ 牡6黒鹿57 武 豊前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 478－ 41：47．0	 9．1
23 メイショウルンバ 牝5栗 55 川須 栄彦松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 480－ 41：47．31	 39．6�
48 セフティーエムアイ 牡5鹿 57 三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472－ 2 〃 クビ 59．8�
714 インテグラード 牡5青鹿57 松山 弘平�リーヴァ 松下 武士 千歳 社台ファーム 482－101：47．72
 41．1�
713 ウインクルキラリ 牝6栗 55 松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 490＋ 81：48．33
 105．2�
612 ミッキーシーガル 牡4青鹿57 藤岡 康太野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：49．36 12．8�
12 カレンバッドボーイ 牡6鹿 57 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 480－ 21：51．9大差 35．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，484，800円 複勝： 51，796，000円 枠連： 27，521，000円
馬連： 108，627，400円 馬単： 56，654，900円 ワイド： 54，718，800円
3連複： 143，502，200円 3連単： 219，186，300円 計： 699，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（5－5） 860円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 310円 �� 270円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 374848 的中 � 161122（1番人気）
複勝票数 計 517960 的中 � 205466（1番人気）� 44995（3番人気）� 65218（2番人気）
枠連票数 計 275210 的中 （5－5） 24790（4番人気）
馬連票数 計1086274 的中 �� 98680（2番人気）
馬単票数 計 566549 的中 �� 39448（2番人気）
ワイド票数 計 547188 的中 �� 46094（2番人気）�� 56150（1番人気）�� 14953（7番人気）
3連複票数 計1435022 的中 ��� 74530（1番人気）
3連単票数 計2191863 的中 ��� 32020（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンドンタウン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．4．22生 牡3鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 11戦3勝 賞金 37，263，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレンバッドボーイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4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） 2頭 フジインザスカイ号・マッシヴヒーロー号
（非抽選馬） 2頭 オウケンゴールド号・タイセイクルーズ号



22143 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第11競走 ��
��1，200�第36回小倉2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000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
1：07．8
1：07．8

良
良

34 レーヌミノル 牝2栗 54 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 61：08．0 3．9�
22 ダイイチターミナル 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 422＋ 21：09．06 32．6�
23 カシノマスト 牡2栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 神野 生男 418－ 21：09．1� 8．3�
713 キ ョ ウ ヘ イ 牡2鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 416± 0 〃 クビ 10．0�
46 シゲルベンガルトラ 牡2栗 54 藤岡 康太森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 440－ 41：09．2� 17．1	
35 クインズサリナ 牝2黒鹿54 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 434＋141：09．3� 5．2

59 ドゥモワゼル 牝2鹿 54 北村 友一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444± 01：09．4クビ 11．7�
712 ブラックランナー 牡2鹿 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 462＋ 2 〃 アタマ 27．0
58 オールポッシブル 牝2鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 クビ 6．9�
11 ビーカーリー 牝2黒鹿54 国分 恭介馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 458＋121：09．61� 160．9�
611 メイソンジュニア 牡2鹿 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 484－ 81：09．8� 10．4�
815 ドリームアロー 牡2鹿 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 出口牧場 396＋ 21：10．11� 70．1�
610 ハルクンノテソーロ 牡2黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 470－ 2 〃 クビ 33．4�
814 テイエムヒッタマゲ 牡2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 486＋ 61：10．2� 106．0�
47 ナムラアイドル 牝2鹿 54 酒井 学奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 460＋ 41：10．3クビ 156．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 120，944，300円 複勝： 127，858，900円 枠連： 82，850，600円
馬連： 372，971，800円 馬単： 153，990，600円 ワイド： 146，787，800円
3連複： 552，071，500円 3連単： 831，647，200円 計： 2，389，122，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 630円 � 280円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 7，850円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 820円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 57，690円

票 数

単勝票数 計1209443 的中 � 260727（1番人気）
複勝票数 計1278589 的中 � 273804（1番人気）� 40650（10番人気）� 111251（4番人気）
枠連票数 計 828506 的中 （2－3） 84061（2番人気）
馬連票数 計3729718 的中 �� 57865（21番人気）
馬単票数 計1539906 的中 �� 14704（34番人気）
ワイド票数 計1467878 的中 �� 20684（24番人気）�� 47704（6番人気）�� 12051（35番人気）
3連複票数 計5520715 的中 ��� 33041（45番人気）
3連単票数 計8316472 的中 ��� 10451（205番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．2―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．3―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヌミノル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．8．7 小倉1着

2014．4．24生 牝2栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 2戦2勝 賞金 38，525，000円
〔制裁〕 レーヌミノル号の騎手浜中俊は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・8番）

22144 9月4日 曇 良 （28小倉2）第12日 第12競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （芝・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
2：38．1
2：37．3

良
良

713 チ ャ パ ラ 牡4黒鹿57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482± 02：42．1 2．3�

714 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 松若 風馬 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406－ 22：42．31� 6．6�

510 リッチガール 牝4栗 55
52 ▲三津谷隼人吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 22：42．51� 48．1�
59 キネオワールド 牡5黒鹿57 中谷 雄太吉田 千津氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480± 02：42．71� 33．6�
47 ヤマニンシルフ 牡3栗 54 小牧 太土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 444± 0 〃 クビ 24．4�
36 トゥルーハート 牡3黒鹿54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 458＋ 62：42．8	 7．5	
23 フォースフィールド 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 430＋ 42：42．9	 107．2

611 ハイドロフォイル 牡3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B488＋ 22：43．0
 6．8�
48 ヴァーサトル 牡4黒鹿57 藤岡 佑介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 506＋162：43．1
 9．4
11 アズナヴァル 牡3鹿 54 �島 良太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋10 〃 アタマ 34．7�
35 マイネルフレスコ 牡5栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 82：43．2クビ 7．9�
24 ワールドリースター 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 82：43．52 73．1�

12 クレッシェレ 牡3黒鹿54 高倉 稜布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 460± 02：43．81	 315．4�
612 グ ラ ウ ス 牝3栗 52

50 △義 英真�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470＋ 4 〃 同着 90．7�
816� アンシャックルド 6栗 57

54 ▲荻野 極�大樹ファーム 音無 秀孝 愛 S. F. Blood-
stock LLC 480－ 42：45．07 215．5�

815 ナイトタイム 牝3鹿 52 北村 友一�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 458－ 62：45．95 191．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，096，700円 複勝： 57，966，200円 枠連： 37，420，900円
馬連： 131，521，100円 馬単： 60，637，500円 ワイド： 63，227，700円
3連複： 174，119，000円 3連単： 279，356，600円 計： 853，345，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 650円 枠 連（7－7） 740円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，630円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 10，010円 3 連 単 ��� 34，010円

票 数

単勝票数 計 490967 的中 � 166829（1番人気）
複勝票数 計 579662 的中 � 164434（1番人気）� 77169（2番人気）� 15053（10番人気）
枠連票数 計 374209 的中 （7－7） 38742（4番人気）
馬連票数 計1315211 的中 �� 142220（1番人気）
馬単票数 計 606375 的中 �� 41636（1番人気）
ワイド票数 計 632277 的中 �� 65762（1番人気）�� 9172（18番人気）�� 3421（41番人気）
3連複票数 計1741190 的中 ��� 13044（32番人気）
3連単票数 計2793566 的中 ��� 5954（99番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―13．3―13．4―13．0―13．1―12．7―12．1―12．0―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．1―36．6―49．9―1：03．3―1：16．3―1：29．4―1：42．1―1：54．2―2：06．2―2：18．2―2：30．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チ ャ パ ラ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Acatenango デビュー 2014．11．24 東京6着

2012．4．25生 牡4黒鹿 母 グワダラハラ 母母 Guernica 15戦2勝 賞金 37，565，000円
※クレッシェレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目

４レース目



（28小倉2）第12日 9月4日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 194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

209，250，000円
1，270，000円
7，940，000円
1，860，000円
23，140，000円
76，189，000円
5，299，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
449，507，300円
611，133，100円
282，115，300円
1，107，965，900円
522，241，200円
560，487，700円
1，536，019，400円
2，202，307，900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 7，271，777，800円

総入場人員 11，907名 （有料入場人員 10，161名）



平成28年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，044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

2，414，800，000円
26，530，000円
116，400，000円
17，750，000円
251，030，000円
788，104，250円
58，417，800円
19，622，400円

勝馬投票券売得金
4，576，608，500円
6，554，152，000円
2，610，061，700円
10，807，404，600円
5，489，347，200円
5，608，153，200円
15，055，173，100円
23，793，550，900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 74，494，451，200円

総入場延人員 130，667名 （有料入場延人員 96，047名）
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