
22121 9月1日 雨 不良 （30小倉2）第11日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時00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

69 ゴ ル ヴ ァ 牡2黒鹿54 幸 英明サイプレスホール
ディングス合同会社 渡辺 薫彦 日高 日高大洋牧場 458－ 6 58．7 17．5�

57 ブルベアイリーデ 牡2鹿 54 和田 竜二 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 460－ 2 59．01� 1．5�
22 デンコウハピネス 牝2黒鹿54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 442＋ 8 59．63� 18．5�
46 ミヤジアルフィー 牡2鹿 54

52 △川又 賢治曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 460＋ 4 59．92 43．4�
813 キタノシャンシャン 牝2鹿 54 �島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 458－ 41：00．0� 10．4�
34 アマノコマンダー 牡2鹿 54 水口 優也中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468－ 41：00．53 217．6	
610 スカートフワリ 牝2黒鹿54 �島 良太 �アフロin El Paso 岡田 稲男 熊本 ストームファーム

コーポレーション 414＋ 61：00．6� 81．3

33 イズジョークラウン 牡2鹿 54 秋山真一郎泉 一郎氏 松元 茂樹 新ひだか へいはた牧場 460＋ 21：00．7� 88．8�
712 ラガーエタンセル 牝2鹿 54 小牧 太奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 日高大洋牧場 496＋ 6 〃 クビ 52．3�
45 ドストエフスキー 牡2鹿 54

51 ▲服部 寿希三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ
ファーム 440＋ 81：01．01� 142．9

814 スマートレグルス 牝2黒鹿54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート 460－ 6 〃 ハナ 3．8�

58 メイショウペルム 牝2鹿 54
52 △富田 暁松本 好�氏 本田 優 浦河 近藤牧場 466－ 2 〃 アタマ 127．8�

711 ア カ マ 牝2黒鹿54 川須 栄彦安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 420＋ 21：01．1� 36．2�
11 ア サ ケ ボ ス 牡2栗 54

51 ▲西村 淳也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 444＋ 41：01．95 240．6�
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売 得 金
単勝： 18，488，800円 複勝： 47，295，000円 枠連： 9，287，800円
馬連： 32，831，800円 馬単： 21，123，600円 ワイド： 24，362，400円
3連複： 53，969，900円 3連単： 84，860，100円 計： 292，219，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 230円 � 110円 � 270円 枠 連（5－6） 970円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，540円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 24，920円

票 数

単勝票数 計 184888 的中 � 8951（4番人気）
複勝票数 計 472950 的中 � 20327（4番人気）� 318474（1番人気）� 16160（5番人気）
枠連票数 計 92878 的中 （5－6） 7392（2番人気）
馬連票数 計 328318 的中 �� 24676（3番人気）
馬単票数 計 211236 的中 �� 4762（10番人気）
ワイド票数 計 243624 的中 �� 15327（3番人気）�� 3722（15番人気）�� 13354（5番人気）
3連複票数 計 539699 的中 ��� 14649（8番人気）
3連単票数 計 848601 的中 ��� 2468（66番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．5―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴ ル ヴ ァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seattle Slew デビュー 2018．8．11 小倉4着

2016．4．7生 牡2黒鹿 母 ポニーガール 母母 ルーズブルーマーズ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。 ・・・〔制裁〕 メイショウペルム号の騎手富田暁は，3コーナーで右あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。

22122 9月1日 雨 重 （30小倉2）第11日 第2競走 2，000�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
2：01．2
1：59．8

良
良

88 ミ ヤ ケ 牡2鹿 54 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 456－142：05．1 2．7�
11 ブラックアイドタフ 牡2黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 454＋ 42：05．41� 4．8�
55 エレヴァルアスール 牡2黒鹿54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 482± 0 〃 ハナ 3．1�
22 エイシンボールディ 牡2栗 54 松山 弘平�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 424－ 22：05．61� 15．9�
33 リ ヴ ィ エ ラ 牡2鹿 54 幸 英明 �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 502± 02：05．7� 8．6�
44 ギャップオブリアル 牡2黒鹿54 中井 裕二 	コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 456± 02：05．8� 62．1

77 ペプチドフシチョウ 牝2鹿 54 酒井 学沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 446－ 42：05．9クビ 9．0�
66 テイエムヒッパシレ 牡2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 454－122：15．9大差 121．9�
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売 得 金
単勝： 21，221，400円 複勝： 22，378，200円 枠連： 発売なし
馬連： 33，526，800円 馬単： 18，010，200円 ワイド： 19，948，700円
3連複： 36，802，800円 3連単： 77，670，300円 計： 229，558，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 230円 �� 150円 �� 230円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 212214 的中 � 63736（1番人気）
複勝票数 計 223782 的中 � 60371（1番人気）� 37320（3番人気）� 54431（2番人気）
馬連票数 計 335268 的中 �� 47409（2番人気）
馬単票数 計 180102 的中 �� 11712（3番人気）
ワイド票数 計 199487 的中 �� 19435（3番人気）�� 38508（1番人気）�� 20166（2番人気）
3連複票数 計 368028 的中 ��� 52541（1番人気）
3連単票数 計 776703 的中 ��� 22550（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―37．6―50．9―1：04．1―1：16．8―1：29．4―1：41．4―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．7
1
3
4（7，8）（3，5）6（2，1）・（4，7）8（3，5，1）2＝6

2
4
4，7，8（3，5）（2，6，1）・（4，7，8）1（3，5）2＝6

勝馬の
紹 介

ミ ヤ ケ 
�
父 ディープブリランテ 

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．7．22 中京3着

2016．3．4生 牡2鹿 母 チャチャリーノ 母母 パ ー レ イ 4戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヒッパシレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月1日まで平

地競走に出走できない。

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

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 10 日第 3競走）
〔その他〕　　アイランドクイーン号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



22123 9月1日 雨 不良 （30小倉2）第11日 第3競走 ��1，700�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 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
1：41．8
1：40．9

不良
重

612 ペプチドバンブー 牡3黒鹿 56
54 △富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B486＋ 41：45．7 6．8�

36 ア ト ス 牡3青鹿56 B．アヴドゥラ 前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 B446＋ 81：45．91� 5．3�
（豪）

12 タニオブスカイ 牡3栗 56 北村 友一谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 482－121：46．22 5．4�
35 マージェリー 牝3栗 54 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 462＋32 〃 ハナ 30．7�
714 フィナリザール 牝3栃栗 54

52 △川又 賢治 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456－ 61：46．62� 16．7�
48 スプリングスマイル 牡3鹿 56 武 豊桑畑 	信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 488－ 2 〃 アタマ 8．6

11 ファストフラッシュ 牡3栗 56 幸 英明間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 466＋ 81：46．81� 26．2�
47 メイショウオンタケ 牡3栗 56 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 492± 01：47．12 325．3�
510 サイモンバイタル 牡3鹿 56 和田 竜二澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 446± 01：47．31� 25．0
24 メイショウレイロウ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494± 01：47．93� 59．9�
611 モンテガナール 牡3鹿 56 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480＋101：48．22 349．6�
815 レーヌビクトリア 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 440＋ 8 〃 クビ 14．3�
59 サンライズブリッツ 牡3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 486－10 〃 アタマ 3．9�
713 レッドルーク 牡3鹿 56 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 辻 牧場 496＋ 81：48．83� 10．9�
816 オウケンジョーカー �3鹿 56

53 ▲服部 寿希福井 明氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 474 ―1：50．9大差 276．0�
23 ダイシンソルス 牡3黒鹿56 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 466＋ 8 （競走中止） 267．1�
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売 得 金
単勝： 26，880，200円 複勝： 37，123，700円 枠連： 11，924，000円
馬連： 49，452，100円 馬単： 22，512，800円 ワイド： 36，424，900円
3連複： 77，325，500円 3連単： 85，134，200円 計： 346，777，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 170円 � 210円 枠 連（3－6） 1，810円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 750円 �� 730円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 19，360円

票 数

単勝票数 計 268802 的中 � 31378（4番人気）
複勝票数 計 371237 的中 � 46293（3番人気）� 61564（2番人気）� 44062（4番人気）
枠連票数 計 119240 的中 （3－6） 5079（9番人気）
馬連票数 計 494521 的中 �� 19434（5番人気）
馬単票数 計 225128 的中 �� 4714（9番人気）
ワイド票数 計 364249 的中 �� 12362（6番人気）�� 12742（5番人気）�� 14368（4番人気）
3連複票数 計 773255 的中 ��� 17286（4番人気）
3連単票数 計 851342 的中 ��� 3188（22番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．4―43．4―55．8―1：07．9―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドバンブー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．14 京都5着

2015．5．16生 牡3黒鹿 母 シャペロンルージュ 母母 プリンセスマリー 7戦1勝 賞金 12，900，000円
〔競走中止〕 ダイシンソルス号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オウケンジョーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月1日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22124 9月1日 雨 重 （30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30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 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：07．6良

55 � ブライアンキング 牡6鹿 60 熊沢 重文林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 494＋ 63：09．1 29．4�
11 � マイネルプロンプト �6黒鹿62 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 63：09．31� 8．4�
22 ゼンノトライブ 牡5黒鹿61 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 452＋ 63：10．68 3．5�
78 � メイショウオトコギ �9栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 500－ 63：11．66 5．2�
33 ラピッドシップ 牡4黒鹿60 高田 潤飯田 正剛氏 中竹 和也 新ひだか 千代田牧場 462－ 63：12．77 19．0�
810 エ ル ゼ ロ 牡5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 504＋ 83：13．23 4．9�
77 スズカチャンプ 牡9鹿 61 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 494＋ 63：13．51� 4．5	
66 クリュティエ 牝4鹿 58 山本 康志 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 23：13．6	 88．7�
44 メイショウタカモリ 牡4芦 60 植野 貴也松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 496－ 23：14．77 9．4�
89 メメニシコリ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 466＋ 23：17．0大差 36．2
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売 得 金
単勝： 15，439，800円 複勝： 17，938，200円 枠連： 8，173，400円
馬連： 28，209，200円 馬単： 16，258，100円 ワイド： 17，834，300円
3連複： 41，667，600円 3連単： 63，706，000円 計： 209，226，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 650円 � 270円 � 180円 枠 連（1－5） 10，070円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 19，570円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 1，650円 �� 560円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 116，330円

票 数

単勝票数 計 154398 的中 � 4198（8番人気）
複勝票数 計 179382 的中 � 5794（9番人気）� 16954（5番人気）� 32412（1番人気）
枠連票数 計 81734 的中 （1－5） 629（22番人気）
馬連票数 計 282092 的中 �� 2932（25番人気）
馬単票数 計 162581 的中 �� 623（57番人気）
ワイド票数 計 178343 的中 �� 1992（30番人気）�� 2703（20番人気）�� 8719（7番人気）
3連複票数 計 416676 的中 ��� 2850（43番人気）
3連単票数 計 637060 的中 ��� 397（358番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．3－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブライアンキング �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェイドロバリー

2012．4．17生 牡6鹿 母 オオトリヘプバーン 母母 ミラクルミユキ 障害：12戦2勝 賞金 28，800，000円
初出走 JRA



22125 9月1日 雨 重 （30小倉2）第11日 第5競走 1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

23 ファルトレク 牝2青鹿54 北村 友一吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 416 ―1：10．0 13．6�
611 エクレアスピード 牡2鹿 54 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 460 ―1：10．74 1．7�
34 キンイロノツバサ 牡2鹿 54 酒井 学大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 432 ―1：10．8� 158．4�
59 ヘヴンリーウインド 牝2鹿 54 川須 栄彦 �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 438 ―1：11．01� 5．8�
58 スマートレムリア 牡2黒鹿54 松山 弘平大川 徹氏 石坂 正 日高 株式会社ス

マート 460 ―1：11．1� 16．8�
610 メイショウカクミチ 牡2鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442 ―1：11．31� 275．2	
35 タイセイスキャット 牡2鹿 54 �島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B444 ― 〃 ハナ 76．1

815 ハクユウフライヤー 牡2芦 54

52 △川又 賢治 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 420 ― 〃 クビ 50．7�
11 イ ノ セ ン ト 牡2栗 54 B．アヴドゥラ 石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 酒井牧場 446 ―1：11．4クビ 9．9�

（豪）

712 ラ フ ィ テ ィ 牝2栗 54 秋山真一郎中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 428 ―1：11．61� 74．8
22 グランプリワン 牡2鹿 54

52 △富田 暁�グランプリ 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 470 ― 〃 クビ 204．7�
713 カ リ ッ サ 牝2栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410 ―1：11．7クビ 83．0�
46 タ ゴ ム 牡2黒鹿54 和田 竜二杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 502 ―1：12．12� 8．0�
47 オーミサルーテ 牡2鹿 54

53 ☆義 英真岩﨑 僖澄氏 崎山 博樹 新冠 松木 加代 464 ―1：12．52� 183．1�
814 ジョーカリン 牝2黒鹿54 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 414 ―1：12．82 103．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，967，300円 複勝： 30，050，900円 枠連： 11，148，900円
馬連： 40，769，700円 馬単： 24，118，500円 ワイド： 27，799，300円
3連複： 53，321，400円 3連単： 75，794，000円 計： 294，970，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 270円 � 120円 � 1，360円 枠 連（2－6） 1，110円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 520円 �� 10，280円 �� 4，230円

3 連 複 ��� 36，090円 3 連 単 ��� 223，370円

票 数

単勝票数 計 319673 的中 � 19913（5番人気）
複勝票数 計 300509 的中 � 23183（5番人気）� 106089（1番人気）� 3482（12番人気）
枠連票数 計 111489 的中 （2－6） 7751（4番人気）
馬連票数 計 407697 的中 �� 34338（4番人気）
馬単票数 計 241185 的中 �� 5796（9番人気）
ワイド票数 計 277993 的中 �� 14987（4番人気）�� 660（60番人気）�� 1621（35番人気）
3連複票数 計 533214 的中 ��� 1108（81番人気）
3連単票数 計 757940 的中 ��� 246（416番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．2―12．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―46．8―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファルトレク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．3．3生 牝2青鹿 母 テクニカルラン 母母 モ テ ッ ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22126 9月1日 雨 重 （30小倉2）第11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 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
1：56．9
1：56．1

良
良

818 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 北村 友一近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 408＋ 22：01．0 4．4�
47 ディープエクセル 牝3黒鹿54 和田 竜二前原 敏行氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 412± 02：01．21� 11．8�
24 ダノンキャンディ 牝3青鹿54 B．アヴドゥラ�ダノックス 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 462－ 82：01．52 11．3�

（豪）

816 レディーキティ 牝3鹿 54 幸 英明廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 406± 02：01．6� 9．6�
713 アドマイヤビート 牝3鹿 54 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B472＋102：01．8� 8．7�
612 スエヒロドラ 牝3鹿 54 �島 克駿�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 420－162：02．11� 222．9	
611 ウインドピトレスク 牝3栗 54 酒井 学福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 22：02．31� 30．3

510 ヒ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54 川須 栄彦西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 402－ 22：02．4� 77．4�
817 ゴールドインレイ 牝3芦 54 水口 優也副島 義久氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 456－ 6 〃 同着 66．3�
714 ガーネットウィング 牝3青鹿54 �島 良太 �ローレルレーシング 庄野 靖志 浦河 中神牧場 474－ 22：03．03� 267．2
36 レーヌルネサンス 牝3栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 400－ 2 〃 クビ 26．4�
48 アリュマージュ 牝3栃栗54 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 42：03．1� 2．1�
11 ル プ ス 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 B484＋ 42：03．2� 37．2�
12 コーラルバイン 牝3栃栗 54

52 △富田 暁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―2：03．51� 153．7�

59 メイショウエンゼル 牝3鹿 54 小牧 太松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 480－ 32：03．6� 151．9�
715 ナムラユッキー 牝3鹿 54 中井 裕二奈村 睦弘氏 森田 直行 新ひだか 八田ファーム 488＋ 22：03．81� 347．1�
35 オ ア ハ カ 牝3栗 54 太宰 啓介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 82：03．9� 247．0�
23 リーザファビュラス 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希野田 善己氏 湯窪 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 442－102：05．07 155．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，426，800円 複勝： 35，456，600円 枠連： 15，131，800円
馬連： 48，592，700円 馬単： 25，002，000円 ワイド： 36，936，600円
3連複： 69，741，000円 3連単： 84，057，900円 計： 342，345，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 310円 � 300円 枠 連（4－8） 270円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，120円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 15，020円 3 連 単 ��� 61，490円

票 数

単勝票数 計 274268 的中 � 49039（2番人気）
複勝票数 計 354566 的中 � 59242（2番人気）� 27338（6番人気）� 27988（5番人気）
枠連票数 計 151318 的中 （4－8） 42473（1番人気）
馬連票数 計 485927 的中 �� 11305（10番人気）
馬単票数 計 250020 的中 �� 3307（16番人気）
ワイド票数 計 369366 的中 �� 12222（7番人気）�� 8491（12番人気）�� 4394（22番人気）
3連複票数 計 697410 的中 ��� 3481（41番人気）
3連単票数 計 840579 的中 ��� 991（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．2―35．3―47．7―59．8―1：12．2―1：24．2―1：36．4―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤカラット �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．10．28 京都4着

2015．1．27生 牝3青鹿 母 ネオイリュージョン 母母 マ ン フ ァ ス 9戦1勝 賞金 9，900，000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。
（非当選馬） 3頭 アメージングハート号・スマートアエロ号・メイショウマンカイ号
（非抽選馬） 1頭 マーティンルナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22127 9月1日 雨 重 （30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 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
1：44．1
1：43．9

良
良

12 レッドエクシード 牡3鹿 56 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474－ 41：48．7 3．5�
714 メ ラ ナ イ ト 牡3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 474－ 41：49．44 5．0�
510 フォロミーバゴ 牝3黒鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 466＋ 41：49．5� 15．8�
612 ウィズワンアコード 牡3栗 56

54 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：49．6� 16．8�
35 クリノアリエル 牝3青 54 松山 弘平栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 424± 0 〃 ハナ 12．3�
11 トーアセレーネ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 434－ 4 〃 クビ 270．4	
36 ソルフェージュ 牡3鹿 56 B．アヴドゥラライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 430± 01：49．7� 8．2


（豪）

713 エアハンコック 牝3鹿 54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 クビ 3．7�
611 ロードレガリス 牡3黒鹿56 幸 英明 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B496－ 41：49．91� 26．8�
23 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム B526－ 21：50．0� 21．4

48 ララシャンパーニュ 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか タイヘイ牧場 424± 01：50．53 16．0�

（法942）

59 フリージアスター 牝3鹿 54 酒井 学 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 420＋101：50．81� 360．1�
816 ウォーターエルピス 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 522± 01：51．54 206．2�
24 ナンヨーオートヌ 牡3青鹿56 北村 友一中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 476－ 41：51．81� 59．8�
47 エターナルソウル 牡3鹿 56 太宰 啓介 �グリーンファーム藤岡 健一 新ひだか 前田ファーム 446－ 41：52．22� 199．6�
815 ドゥエベリーニ 牝3青 54 秋山真一郎林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 B490－ 41：52．83� 210．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，078，100円 複勝： 41，911，900円 枠連： 17，039，200円
馬連： 49，816，000円 馬単： 22，966，100円 ワイド： 36，736，100円
3連複： 70，085，500円 3連単： 80，445，000円 計： 348，077，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 170円 � 360円 枠 連（1－7） 440円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，210円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 20，990円

票 数

単勝票数 計 290781 的中 � 64905（1番人気）
複勝票数 計 419119 的中 � 76030（2番人気）� 70057（3番人気）� 23272（7番人気）
枠連票数 計 170392 的中 （1－7） 29436（2番人気）
馬連票数 計 498160 的中 �� 33229（3番人気）
馬単票数 計 229661 的中 �� 10039（3番人気）
ワイド票数 計 367361 的中 �� 20969（3番人気）�� 7537（17番人気）�� 8257（15番人気）
3連複票数 計 700855 的中 ��� 10499（16番人気）
3連単票数 計 804450 的中 ��� 2778（44番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．6―12．2―12．1―12．1―12．0―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．9―49．1―1：01．2―1：13．3―1：25．3―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドエクシード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．9．24 阪神3着

2015．4．20生 牡3鹿 母 セレブレイションキャット 母母 Lotta Dancing 4戦1勝 賞金 8，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドゥエベリーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月1日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22128 9月1日 雨 不良 （30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50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

34 アンティグラビティ 牝3黒鹿53 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 482＋ 8 57．7 7．4�
58 ナンクルナイサー 牝3栗 53 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 456＋ 6 58．12� 16．4�
57 イナズママンボ 牝4鹿 55

53 △川又 賢治小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B458＋ 2 58．41� 8．9�
22 タガノプレトリア 牡3鹿 55 �島 克駿八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 6 〃 アタマ 3．9�
45 � メイショウヒボタン 牝4栗 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 454＋ 4 〃 クビ 13．9�
33 トーホウレジーナ 牝4栗 55 岡田 祥嗣東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 474－ 6 〃 アタマ 2．3	
11 エ ピ ュ ー レ 牝4栗 55 幸 英明�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 500＋ 4 58．61� 26．9

711 リリーメーカー 牝4鹿 55

53 △富田 暁阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 512－ 5 58．92 83．6�
46 マコトタリスマン 牡4黒鹿57 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 458＋ 2 〃 アタマ 28．6�
712 スーセントマリー 牝5鹿 55 藤懸 貴志 サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 520＋ 8 59．21� 157．3�
814 オーミシューマン 牡4鹿 57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 450＋ 8 59．3� 46．3�
69 レ ン レ ン 牝4栗 55 �島 良太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 462＋ 8 59．72� 15．1�
610� アイファーイチオー 牡4栗 57 高倉 稜中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 488－141：00．12� 91．2�
813 イイデメモリー 牝4鹿 55 太宰 啓介松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム B548－121：00．95 82．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，941，600円 複勝： 41，427，200円 枠連： 15，211，500円
馬連： 53，386，800円 馬単： 25，183，100円 ワイド： 37，107，300円
3連複： 74，514，000円 3連単： 92，017，400円 計： 365，788，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 440円 � 270円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 10，540円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 1，060円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 15，580円 3 連 単 ��� 75，460円

票 数

単勝票数 計 269416 的中 � 28782（3番人気）
複勝票数 計 414272 的中 � 42997（3番人気）� 22168（6番人気）� 42794（4番人気）
枠連票数 計 152115 的中 （3－5） 34612（1番人気）
馬連票数 計 533868 的中 �� 7238（18番人気）
馬単票数 計 251831 的中 �� 1791（30番人気）
ワイド票数 計 371073 的中 �� 5640（17番人気）�� 9178（13番人気）�� 5062（20番人気）
3連複票数 計 745140 的中 ��� 3585（49番人気）
3連単票数 計 920174 的中 ��� 884（224番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．4―33．6―45．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．3
3 ・（4，8）11（3，5，12）9（1，13）（2，14）－（6，7）－10 4 ・（4，8）（3，11）12（1，5）9，2，14，7（6，13）－10

勝馬の
紹 介

アンティグラビティ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2018．7．22 中京5着

2015．4．10生 牝3黒鹿 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 3戦2勝 賞金 13，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カクリョウ号・キングラズベリー号・キーネットワーク号・サトノレーヌ号



22129 9月1日 小雨 重 （30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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 タイセイブレーク �4栗 57 武 豊田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 492＋ 21：08．4 1．7�
611 ブレイズガール 牝5鹿 55 和田 竜二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B492－ 61：08．61� 44．3�
713 ウインクレド 牡5鹿 57 荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 B482＋ 31：08．81� 68．8�
817� クーファディーヴァ 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 470＋ 21：08．9クビ 12．0�
715 メイショウソウビ �4鹿 57 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468＋ 41：09．11	 18．9�
36 ナ デ ィ ア 牝3鹿 53 
島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408＋ 4 〃 ハナ 20．2	
24 サイモンゼーレ 牡5鹿 57 富田 暁澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 484＋121：09．2クビ 6．4

714 ヒ ワ ラ ニ 牝5鹿 55 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 484＋ 8 〃 ハナ 36．1�
48 メイショウシャチ 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 478－ 2 〃 ハナ 154．9�
818 ヒマワリノヤクソク 牝4栗 55 B．アヴドゥラ 山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 464＋ 41：09．3	 14．6

（豪）

816 アルパーシャン 牡6栗 57 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 456－ 4 〃 クビ 91．8�
59 テイエムイキオイ 牡4青鹿57 
島 良太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 464± 01：09．51 36．9�
11 ミルトドリーム 牡4鹿 57 幸 英明永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 524＋ 21：09．92	 81．5�
12 リンガラポップス 牡3青鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482－ 41：10．21� 10．3�
612 ラニカイサンデー 牡4鹿 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 460＋ 6 〃 ハナ 30．1�
47 � アイファータレント 牡4鹿 57 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 516＋ 41：10．62	 291．7�
23 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿55 森 裕太朗栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 462－ 61：10．8� 211．0�
510 クロスアミュレット 牝4鹿 55 川又 賢治 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：11．01� 42．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，643，600円 複勝： 62，115，300円 枠連： 22，373，200円
馬連： 76，969，800円 馬単： 39，227，400円 ワイド： 50，778，000円
3連複： 110，557，800円 3連単： 144，804，700円 計： 541，469，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 840円 � 1，300円 枠 連（3－6） 1，110円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，400円 �� 17，020円

3 連 複 ��� 53，660円 3 連 単 ��� 174，680円

票 数

単勝票数 計 346436 的中 � 155022（1番人気）
複勝票数 計 621153 的中 � 274519（1番人気）� 11435（12番人気）� 7161（15番人気）
枠連票数 計 223732 的中 （3－6） 15519（5番人気）
馬連票数 計 769698 的中 �� 17707（11番人気）
馬単票数 計 392274 的中 �� 6325（16番人気）
ワイド票数 計 507780 的中 �� 10294（11番人気）�� 5448（25番人気）�� 749（101番人気）
3連複票数 計1105578 的中 ��� 1545（139番人気）
3連単票数 計1448047 的中 ��� 601（473番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―44．8―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（3，4）（2，5）（8，9，12，13）（1，11）14（15，18，17）（7，10）6，16 4 4（3，5）（2，8，13）（9，12）（1，11，18）14（15，17）（6，10）7，16

勝馬の
紹 介

タイセイブレーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．25 阪神1着

2014．3．23生 �4栗 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 20戦3勝 賞金 64，623，000円
〔制裁〕 ウインクレド号の騎手荻野極は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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 コンセッションズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22130 9月1日 曇 重 （30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，29．9．2以降30．8．26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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

69 チカノワール 牝4鹿 52 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 22：00．1 4．4�
610 レッドカイザー �7黒鹿55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：00．84 19．3�
712 アグネスフォルテ 牡5栗 55 浜中 俊畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 450＋ 4 〃 クビ 90．4�
57 レッドアルティスタ �6鹿 53 B．アヴドゥラ �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 8．4�

（豪）

22 ウインミレーユ 牝5黒鹿52 幸 英明�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 62：01．01� 17．8�
45 ロードアクシス 牡3黒鹿54 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 450＋ 2 〃 アタマ 9．4	
813� ミトノグラス 牡5鹿 53 �島 克駿ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 486＋ 2 〃 アタマ 49．7

58 シャルルマーニュ 牡3鹿 53 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 476－ 22：01．21� 4．3�
46 ロードアルバータ 牡4青鹿56 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 中竹 和也 新ひだか ケイアイファーム B454± 02：01．3	 24．5�
11 エルデュクラージュ �4芦 55 北村 友一 キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋122：01．4	 7．9�
711 エイシンデジタル 牡3栗 53 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 518＋ 82：01．71
 4．1�
814 メイショウオオゼキ �8鹿 52 高倉 稜松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B484＋ 22：02．01
 338．0�
34 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿50 藤懸 貴志國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 408＋ 4 〃 アタマ 214．8�
33 ヒシコスマー �3黒鹿52 川又 賢治阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 476－ 42：03．59 76．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，394，000円 複勝： 56，332，800円 枠連： 24，364，800円
馬連： 100，679，100円 馬単： 39，293，800円 ワイド： 60，663，200円
3連複： 137，112，000円 3連単： 164，663，700円 計： 623，503，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 440円 � 1，580円 枠 連（6－6） 3，260円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 4，940円 �� 12，290円

3 連 複 ��� 69，710円 3 連 単 ��� 283，560円

票 数

単勝票数 計 403940 的中 � 72488（3番人気）
複勝票数 計 563328 的中 � 104354（1番人気）� 30588（8番人気）� 7451（12番人気）
枠連票数 計 243648 的中 （6－6） 5781（14番人気）
馬連票数 計1006791 的中 �� 25874（13番人気）
馬単票数 計 392938 的中 �� 5440（25番人気）
ワイド票数 計 606632 的中 �� 13889（15番人気）�� 3120（44番人気）�� 1244（61番人気）
3連複票数 計1371120 的中 ��� 1475（139番人気）
3連単票数 計1646637 的中 ��� 421（676番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．9―12．6―11．9―11．8―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．3―48．2―1：00．8―1：12．7―1：24．5―1：36．3―1：47．9

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

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

勝馬の
紹 介

チカノワール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．11．26 京都5着

2014．5．2生 牝4鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 16戦3勝 賞金 45，491，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22131 9月1日 曇 重 （30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，29．9．2以降30．8．26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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 エントリーチケット 牝4栗 53 B．アヴドゥラ �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 446＋ 61：08．1 8．1�
（豪）

59 ブライティアレディ 牝5青鹿52 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 434＋101：08．31 28．3�
611 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 51 酒井 学上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 494± 01：08．51� 74．7�
815 レインボーフラッグ 牡5鹿 56．5 武 豊 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 アタマ 5．9�
714 エイシンデネブ 牝3鹿 51 �島 克駿�栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 434＋ 4 〃 クビ 2．3�
817 スマートグレイス 牝6栗 53 幸 英明大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 484＋ 2 〃 アタマ 13．6	
36 メイショウブイダン 牡7鹿 53 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B454－ 21：08．71 279．7

35 ワンアフター 牡5栗 55 和田 竜二薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 460－ 6 〃 クビ 6．4�
12 スカイパッション 牝6栗 52 川須 栄彦小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 458－ 21：08．91� 50．9�
11 ブラッククローバー 牡6黒鹿56 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋ 21：09．11� 7．8
23 ゲンキチハヤブサ �6栗 54 太宰 啓介荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 484＋ 41：09．31� 59．2�
48 ナムラアッパー 牡7鹿 53 荻野 極奈村 信重氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B418＋ 6 〃 ハナ 55．5�
816 デンコウウノ 牡7鹿 54 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 504－ 4 〃 アタマ 313．4�
612 シルバードリーム 牝5栃栗52 川又 賢治南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 482± 01：09．51� 155．6�
24 スノーエンジェル 牝6芦 52 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 448－ 21：09．71� 89．2�
713 ローゼンタール 牝5栗 53 高倉 稜岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 41：10．33� 167．7�
47 テイエムヒッタマゲ 牡4栗 56 富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 鹿児島 テイエム牧場 B496＋ 61：10．72� 21．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 71，858，500円 複勝： 94，342，200円 枠連： 45，624，000円
馬連： 217，275，400円 馬単： 86，973，900円 ワイド： 115，045，400円
3連複： 332，187，900円 3連単： 455，102，100円 計： 1，418，409，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 290円 � 690円 � 1，420円 枠 連（5－5） 9，360円

馬 連 �� 8，210円 馬 単 �� 13，170円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 5，510円 �� 10，750円

3 連 複 ��� 100，780円 3 連 単 ��� 435，860円

票 数

単勝票数 計 718585 的中 � 70632（5番人気）
複勝票数 計 943422 的中 � 97536（5番人気）� 34768（8番人気）� 15794（12番人気）
枠連票数 計 456240 的中 （5－5） 3774（25番人気）
馬連票数 計2172754 的中 �� 20497（25番人気）
馬単票数 計 869739 的中 �� 4951（42番人気）
ワイド票数 計1150454 的中 �� 13140（23番人気）�� 5363（47番人気）�� 2732（74番人気）
3連複票数 計3321879 的中 ��� 2472（206番人気）
3連単票数 計4551021 的中 ��� 757（920番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントリーチケット �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2016．6．19 阪神1着

2014．4．29生 牝4栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 20戦5勝 賞金 104，156，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22132 9月1日 曇 不良 （30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
1：40．9

不良
重

612 サトノグリッター 牡3鹿 54 武 豊 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 482－ 81：43．5 5．3�
35 マンハッタンロック 牡4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 61：44．03 7．0�
714 オペラアクター 牡3栗 54

52 △富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 420＋101：44．1クビ 57．0�

816� メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484＋ 81：44．2� 10．9�
12 サンライズローリエ 牡3青鹿54 松山 弘平松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470＋ 61：44．3� 5．5	
48 キタサンヴィクター 牡3鹿 54 国分 優作�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 496－ 2 〃 クビ 19．6

11 	 ジュピターカリスト 牡3鹿 54 B．アヴドゥラ 吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H

Farms 562＋ 41：44．4� 16．8�
（豪）

23 シゲルホウレンソウ 牡3栗 54 
島 克駿森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 492－ 4 〃 クビ 12．9�
510 アドラメレク 牡4黒鹿 57

55 △川又 賢治�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 61：44．5クビ 12．8

24 � メイショウカンキ 牡4鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 458－18 〃 ハナ 379．3�
47 マサハヤスター 牡4栗 57 幸 英明中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B478＋ 6 〃 クビ 219．6�
611� ニホンピロメリーナ 牝4栗 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 464＋ 81：44．71� 306．5�
815 メイショウゴテツ 牡5青鹿57 森 一馬松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 470－ 41：44．9� 177．7�
36 ダノンスパーク 牡5鹿 57 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：45．11� 3．2�
59 クロフネプリンセス 牝3栗 52

51 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 428－ 21：45．84 63．2�

713 オーロスターキス 牝3栗 52
49 ▲西村 淳也加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 472－ 2 〃 クビ 37．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，286，900円 複勝： 66，153，200円 枠連： 29，826，700円
馬連： 123，931，200円 馬単： 48，290，800円 ワイド： 77，923，800円
3連複： 178，913，000円 3連単： 219，355，800円 計： 800，681，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 260円 � 1，010円 枠 連（3－6） 800円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 4，440円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 52，290円 3 連 単 ��� 205，460円

票 数

単勝票数 計 562869 的中 � 83510（2番人気）
複勝票数 計 661532 的中 � 86081（3番人気）� 69761（4番人気）� 13993（12番人気）
枠連票数 計 298267 的中 （3－6） 28595（2番人気）
馬連票数 計1239312 的中 �� 29440（11番人気）
馬単票数 計 482908 的中 �� 6390（19番人気）
ワイド票数 計 779238 的中 �� 15414（16番人気）�� 4470（46番人気）�� 3623（52番人気）
3連複票数 計1789130 的中 ��� 2566（141番人気）
3連単票数 計2193558 的中 ��� 774（615番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．6―12．1―12．2―12．2―12．3―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―41．6―53．8―1：06．0―1：18．3―1：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノグリッター �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Rossini デビュー 2018．1．14 中京3着

2015．5．16生 牡3鹿 母 バンドゥッチ 母母 Piper Piper 6戦2勝 賞金 18，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アロマティカス号・バイオレットフィズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（30小倉2）第11日 9月1日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

198，470，000円
5，180，000円
17，790，000円
1，590，000円
21，600，000円
73，413，000円
5，158，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
400，627，000円
552，525，200円
210，105，300円
855，440，600円
388，960，300円
541，560，000円
1，236，198，400円
1，627，611，200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 5，813，028，000円

総入場人員 7，665名 （有料入場人員 6，608名）
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