
23073 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第1競走 ��
��1，700�2歳未勝利

発走10時00分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．9

不良
稍重

23 ミコブラック 牝2青鹿54 �島 克駿古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 462－ 61：47．7 4．2�
58 コパノジャンピング 牡2鹿 54 小崎 綾也小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 518＋ 21：48．33� 14．5�
59 エナジーロッソ 牝2鹿 54 �島 良太 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 474± 01：48．62 5．1�
35 バージョンアップ 牝2栗 54 酒井 学高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 474－ 61：48．7� 26．9�
47 ビシャモンテン 牡2青 54 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 平取 坂東牧場 480－ 61：48．8	 2．9�
610 レッドロムルス 牡2栗 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B456＋ 41：49．22� 9．2	
34 コ ウ バ コ 牝2栗 54 藤懸 貴志�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 464－101：49．4	 23．2

46 ベストオブラック 牡2鹿 54 長岡 禎仁グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 470－ 21：49．5� 43．8�
11 ヒロシゲダンボー 牝2鹿 54 太宰 啓介�岡 隆氏 高橋 亮 新ひだか 岡田牧場 468－ 61：49．82 151．1
713 ショウナンアイビー 牡2鹿 54 藤井勘一郎国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 492－ 61：50．01 12．6�
814 アヴェニルールー 牡2黒鹿54 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 474＋10 〃 クビ 182．4�
611 ジュンコーハク 牝2鹿 54 松若 風馬八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 448－ 21：50．1クビ 64．9�
815 リンクスエルピス 牡2鹿 54 藤岡 康太目谷 一幸氏 浜田多実雄 日高 坂 牧場 488－ 41：50．42 36．3�
22 マイネルヤングマン 牡2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 松浦牧場 434＋ 21：50．5� 177．6�
712 カシノフォワード 
2鹿 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 434－101：53．1大差 215．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，525，000円 複勝： 36，930，500円 枠連： 7，678，700円
馬連： 43，970，200円 馬単： 19，763，700円 ワイド： 38，398，900円
3連複： 72，067，800円 3連単： 74，045，200円 計： 322，380，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 310円 � 170円 枠 連（2－5） 730円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 780円 �� 420円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 21，800円

票 数

単勝票数 計 295250 的中 � 57746（2番人気）
複勝票数 計 369305 的中 � 79299（2番人気）� 24002（5番人気）� 58523（3番人気）
枠連票数 計 76787 的中 （2－5） 8104（3番人気）
馬連票数 計 439702 的中 �� 14554（7番人気）
馬単票数 計 197637 的中 �� 3877（10番人気）
ワイド票数 計 383989 的中 �� 12253（7番人気）�� 24699（3番人気）�� 10038（12番人気）
3連複票数 計 720678 的中 ��� 14593（11番人気）
3連単票数 計 740452 的中 ��� 2462（67番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―31．0―44．4―57．3―1：10．0―1：22．5―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミコブラック �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2020．8．8 新潟3着

2018．4．13生 牝2青鹿 母 ペニーブラック 母母 ジェイズミラクル 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 バージョンアップ号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

レッドロムルス号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
エナジーロッソ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノフォワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月5日まで平地競
走に出走できない。

23074 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．9
1：44．5

良
良

67 ヴィルヘルム 牡2青鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484－101：48．7 1．8�
11 ナオミゴゼン 牝2黒鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 468－ 4 〃 クビ 4．4�
811 バライロノキセキ 牝2鹿 54 松若 風馬岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 462± 01：49．12� 17．4�
55 アスターナランハ 牡2黒鹿54 秋山真一郎加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 470－ 41：49．2クビ 13．2�
810 マ リ ー ナ 牝2青鹿54 幸 英明三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 61：49．41 7．3�
79 グランアンセム 牡2鹿 54 荻野 極一村 哲也氏 石坂 正 新ひだか 斉藤スタッド 468＋ 61：50．03� 185．9	
44 ブラーブサージュ 牡2鹿 54 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 442＋ 21：51．06 35．1

66 	 コスモシェルパ 牡2鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 436－ 21：51．1� 80．1�
22 コパノフランクリン 牡2黒鹿54 
島 克駿小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 61：52．59 33．8�
33 カシノバリサイト 牡2黒鹿54 藤懸 貴志柏木 務氏 谷 潔 日高 宝寄山 拓樹 468－ 6 （競走中止） 298．6
78 ピ エ ス 牡2鹿 54 川須 栄彦�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 0 （競走中止） 12．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，680，900円 複勝： 50，136，200円 枠連： 5，822，500円
馬連： 36，621，400円 馬単： 22，004，100円 ワイド： 33，169，200円
3連複： 53，815，500円 3連単： 82，892，100円 計： 319，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（1－6） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 430円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 3，310円

票 数

単勝票数 計 346809 的中 � 157354（1番人気）
複勝票数 計 501362 的中 � 245896（1番人気）� 70142（2番人気）� 25786（6番人気）
枠連票数 計 58225 的中 （1－6） 11038（2番人気）
馬連票数 計 366214 的中 �� 66567（1番人気）
馬単票数 計 220041 的中 �� 26543（1番人気）
ワイド票数 計 331692 的中 �� 54660（1番人気）�� 18098（5番人気）�� 11298（8番人気）
3連複票数 計 538155 的中 ��� 30067（4番人気）
3連単票数 計 828921 的中 ��� 18156（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．3―12．2―11．9―11．8―11．9―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．3―48．5―1：00．4―1：12．2―1：24．1―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィルヘルム �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2020．8．9 新潟4着

2018．2．1生 牡2青鹿 母 カ イ ゼ リ ン 母母 ブロードアピール 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走中止〕 カシノバリサイト号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。

ピエス号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。

第２回 小倉競馬 第７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



23075 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第3競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走11時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

56 アイティナリー 牡3黒鹿56 松山 弘平�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ B494－ 4 58．9 2．4�

33 メイショウワダマ 牝3栗 54 �島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 450－ 4 59．0� 3．8�
710 メイショウマコモ 牡3黒鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 482＋ 4 59．1� 30．6�
69 フチサンメルチャン 牡3栗 56 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 462－ 2 59．31	 18．0�
45 アールグロウ 牡3鹿 56 小坂 忠士前原 敏行氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 498＋ 2 59．4
 6．4�
812 ワイルドチャイルド 牝3黒鹿54 北村 友一 �ニッシンホール

ディングス 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 2 59．71
 13．2	
11 テイエムサンドリア 牝3黒鹿54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 タニグチ牧場 460－ 4 〃 ハナ 11．5

44 クリノティファニー 牝3芦 54 酒井 学栗本 博晴氏 須貝 尚介 日高 木村牧場 430＋ 61：00．02 29．2�
813 チェルビックヒム 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗�ターフ・スポート羽月 友彦 日高 奥山 博 438± 01：00．21� 31．7
68 ヴ ェ ー ラ 牡3芦 56 城戸 義政山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492－ 41：00．62 11．0�
22 メイショウレイゲツ 牝3青鹿54 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 B462－191：00．91
 89．2�
57 メイショウタオ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440－ 4 〃 アタマ 103．4�
711 ライズインビルド 牡3鹿 56 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 470－ 61：01．11	 363．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，364，100円 複勝： 46，265，300円 枠連： 8，039，300円
馬連： 45，698，900円 馬単： 23，782，800円 ワイド： 41，746，400円
3連複： 70，325，400円 3連単： 87，428，700円 計： 355，650，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 590円 枠 連（3－5） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，090円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 14，340円

票 数

単勝票数 計 323641 的中 � 104596（1番人気）
複勝票数 計 462653 的中 � 131253（1番人気）� 93435（2番人気）� 11718（9番人気）
枠連票数 計 80393 的中 （3－5） 13632（1番人気）
馬連票数 計 456989 的中 �� 77637（1番人気）
馬単票数 計 237828 的中 �� 20488（1番人気）
ワイド票数 計 417464 的中 �� 55841（1番人気）�� 8815（15番人気）�� 4968（24番人気）
3連複票数 計 703254 的中 ��� 11458（15番人気）
3連単票数 計 874287 的中 ��� 4420（38番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．0―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイティナリー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．12．8 阪神2着

2017．4．14生 牡3黒鹿 母 アンファミーユ 母母 Copper State 7戦1勝 賞金 10，410，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 メイショウタオ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月5日まで平地競走に出走できな

い。

23076 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 ホワイトロッジ 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 418－ 41：08．7 5．6�

59 オウケンラブキセキ 牝3鹿 54 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：08．8� 3．8�
11 シゲルフォボス 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 クラウン日高牧場 476－ 2 〃 クビ 11．7�
510 マカロンパフェ 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム B492－ 81：08．9� 6．2�
714 ゼットグローリ 牝3青 54

53 ☆富田 暁�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 444± 01：09．0クビ 12．4�
48 ディープレーン 牝3鹿 54 小崎 綾也 	ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 424－10 〃 クビ 189．7

35 スリーコーズクライ 牡3栗 56 幸 英明永井商事	 吉村 圭司 浦河 村中牧場 456－ 6 〃 ハナ 13．6�
23 ナオミエキスプレス 牝3青鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 420－ 6 〃 アタマ 27．3�
36 ウインヴェルメリオ 牝3鹿 54 国分 優作	ウイン 飯田 雄三 日高 戸川牧場 482－ 61：09．1クビ 9．2
713 メイショウホルス 牡3芦 56 城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 490－ 41：09．2� 161．6�
817 ブライティアフジ 牝3鹿 54 長岡 禎仁小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 464－ 41：09．3� 104．7�
612 ワンダースアダーオ 牝3黒鹿54 松若 風馬山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 444－ 4 〃 クビ 24．1�
47 タツオウカケンラン 牝3青鹿54 秋山真一郎鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 440＋ 8 〃 ハナ 90．4�
12 ブロックチェーン 牝3黒鹿54 藤岡 康太ニットー商事	 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 434－ 21：09．4� 30．6�
611 レッドエーデル 牝3黒鹿54 川須 栄彦 	東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 ハナ 25．3�
816 ジャストポケット 牝3鹿 54 田中 健�ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 506＋10 〃 ハナ 10．0�
818 ゴーゴーワイザー 牝3鹿 54 国分 恭介上山 牧氏 大根田裕之 浦河 高昭牧場 422－121：09．5アタマ 304．9�
715 フ レ ッ ク ル 牝3青 54 �島 克駿今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 川越ファーム 416－ 61：09．6� 58．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，316，600円 複勝： 50，962，000円 枠連： 13，038，200円
馬連： 48，450，900円 馬単： 20，583，000円 ワイド： 48，921，500円
3連複： 83，147，800円 3連単： 77，393，200円 計： 375，813，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 160円 � 270円 枠 連（2－5） 580円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，350円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 18，300円

票 数

単勝票数 計 333166 的中 � 47585（2番人気）
複勝票数 計 509620 的中 � 63952（2番人気）� 97093（1番人気）� 41051（5番人気）
枠連票数 計 130382 的中 （2－5） 17209（1番人気）
馬連票数 計 484509 的中 �� 31332（2番人気）
馬単票数 計 205830 的中 �� 6544（3番人気）
ワイド票数 計 489215 的中 �� 25436（2番人気）�� 8855（16番人気）�� 17788（3番人気）
3連複票数 計 831478 的中 ��� 15259（3番人気）
3連単票数 計 773932 的中 ��� 3066（10番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．8―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトロッジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hard Spun デビュー 2020．1．11 京都2着

2017．1．30生 牝3鹿 母 サ マ リ ー ズ 母母 ミスアドーラブル 5戦1勝 賞金 9，310，000円
〔3走成績による出走制限〕 タツオウカケンラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月5日まで平地競走に出走で

きない。



23077 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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
1：07．5
1：07．5

良
良

66 ニシノガブリヨリ 牡2鹿 54 松山 弘平西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー
クスタツド 470 ―1：09．2 3．6�

810 ロングトレーン 牝2鹿 54 川田 将雅�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422 ―1：09．51� 2．6�

78 リ プ レ ー ザ 牡2鹿 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 470 ―1：10．03 10．5�
44 トーホウレッド 牝2鹿 54 �島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 静内フジカワ牧場 446 ― 〃 クビ 12．0�
33 オクタヴィアン 牡2黒鹿54 川又 賢治 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 476 ―1：10．1� 4．0	
89 エーティーツヨシ 牡2鹿 54 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 米田牧場 482 ―1：10．63 19．8

77 インスパイア 牝2栗 54 田中 健 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 浦河 ディアレスト
クラブ 412 ―1：10．92 31．1�

11 スプリングローズ 牝2青鹿 54
53 ☆富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 424 ―1：11．32� 85．7�

55 ハクアイローレル 牡2鹿 54 小崎 綾也 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新ひだか 三石川上牧場 538 ―1：11．93� 124．9
22 メイショウサロベツ 牡2鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 478 ―1：12．22 167．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，570，000円 複勝： 29，645，500円 枠連： 5，433，600円
馬連： 35，593，900円 馬単： 20，256，700円 ワイド： 25，591，800円
3連複： 48，575，000円 3連単： 79，731，900円 計： 279，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 200円 �� 410円 �� 400円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 345700 的中 � 81092（2番人気）
複勝票数 計 296455 的中 � 69487（2番人気）� 80788（1番人気）� 31308（4番人気）
枠連票数 計 54336 的中 （6－8） 9349（1番人気）
馬連票数 計 355939 的中 �� 66039（1番人気）
馬単票数 計 202567 的中 �� 17520（2番人気）
ワイド票数 計 255918 的中 �� 37918（1番人気）�� 14600（6番人気）�� 15019（5番人気）
3連複票数 計 485750 的中 ��� 42768（2番人気）
3連単票数 計 797319 的中 ��� 15541（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．4―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．7―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノガブリヨリ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ディープスカイ 初出走

2018．4．20生 牡2鹿 母 ニシノプレシャス 母母 ニシノナースコール 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23078 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

24 ゴールドパラディン 牡3栗 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 61：45．0 13．5�

612 オーバーリミット 牡3鹿 56 北村 友一 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 502－ 61：45．63� 3．6�
59 サトノマッスル 牡3青鹿56 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 456＋ 21：45．81� 16．4�
816 ファンキーゴールド 牡3黒鹿56 川田 将雅増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 アタマ 3．0�
510 ファスタザウインド 牡3黒鹿56 松若 風馬鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 西村 和夫 514＋ 21：46．11� 6．2�
11 ヒメノジャッカル 牡3鹿 56 幸 英明橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456＋ 21：46．73� 18．0	
12 ヒ ロ イ ン 牝3鹿 54 藤井勘一郎寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 518－ 41：46．91� 11．6

35 サクセスバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 440± 01：47．32� 21．4�
611 ワンダーアマルフィ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 484± 01：47．4� 16．0�
47 クレドゥボヌール 牡3鹿 56 国分 優作大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 422－161：47．71� 42．9
36 ワンダーシンシア 牝3鹿 54 城戸 義政山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 秋場牧場 408－ 81：48．44 278．9�
815 ハ ナ テ 牡3黒鹿56 �島 克駿村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム B476＋ 21：48．5� 31．5�
713 メイショウウナサカ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 クビ 28．8�
48 メイショウセントレ 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 様似 中脇 一幸 468－ 41：50．4大差 169．9�
714 ロードユリシス 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム B490＋ 81：51．14 156．6�
23 ディーシャイン 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希前川 俊行氏 森 秀行 新冠 安達 洋生 494－161：51．42 328．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，020，700円 複勝： 46，553，200円 枠連： 10，140，100円
馬連： 48，422，500円 馬単： 20，452，700円 ワイド： 43，520，100円
3連複： 77，928，200円 3連単： 78，665，100円 計： 358，702，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 470円 � 160円 � 400円 枠 連（2－6） 2，460円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，800円 �� 930円

3 連 複 ��� 11，640円 3 連 単 ��� 63，930円

票 数

単勝票数 計 330207 的中 � 19561（5番人気）
複勝票数 計 465532 的中 � 21393（8番人気）� 101272（2番人気）� 26227（6番人気）
枠連票数 計 101401 的中 （2－6） 3186（7番人気）
馬連票数 計 484225 的中 �� 14258（9番人気）
馬単票数 計 204527 的中 �� 2556（24番人気）
ワイド票数 計 435201 的中 �� 12910（8番人気）�� 2820（39番人気）�� 12235（10番人気）
3連複票数 計 779282 的中 ��� 5017（38番人気）
3連単票数 計 786651 的中 ��� 892（204番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．7―12．5―12．8―12．9―12．8―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．5―42．0―54．8―1：07．7―1：20．5―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドパラディン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．25 小倉7着

2017．4．14生 牡3栗 母 シュヴァリエ 母母 タニノカリス 12戦1勝 賞金 13，660，000円
〔制裁〕 ヒロイン号の騎手藤井勘一郎は，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）
〔その他〕 ディーシャイン号は，1コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウセントレ号・ロードユリシス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月

5日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 メイショウウナサカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月5日まで平地競走に出走で

きない。



23079 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第7競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走13時25分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

23 バルトロメウ 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 488＋ 62：00．5 3．7�
611 ワイワイキング 牡3鹿 56 幸 英明廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 460－ 62：00．81� 4．2�
815 ト レ ゾ ア 牡3鹿 56 藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 464＋ 42：01．01� 31．6�
35 サンライズヘルメス 牡3鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 470－ 42：01．32 37．1�
59 リーガルバローズ 牡3鹿 56 藤井勘一郎猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 408± 02：01．4� 12．3�
712 メモリーオブブルー 牝3鹿 54 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 434± 0 〃 クビ 8．1	
47 タムロシャイン 牝3芦 54 国分 恭介谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 452＋ 22：01．5� 226．4

11 カ サ ド ー ラ 牝3鹿 54 	島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 82：01．71 6．9�
46 ニ ー ニ ャ 牝3芦 54 国分 優作 �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 498＋ 4 〃 クビ 16．1�
22 アロハヌイロア 牝3鹿 54 北村 友一 �ニッシンホール

ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 ハナ 6．0
34 アバンダンスシチー 牡3鹿 56 小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 オリオンファーム 512－ 62：01．8� 22．2�
58 スリーシャトー 牡3鹿 56 長岡 禎仁永井商事� 西橋 豊治 平取 オークツリー

ファーム 440＋ 62：02．33 117．0�
713 サンブリテニア 牝3栗 54 太宰 啓介 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 436－ 42：02．72� 94．2�
610 ウォーターモースト 牡3鹿 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 440± 02：02．8クビ 159．7�
814 ロ ナ ウ ド 牡3鹿 56 藤岡 康太安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 410＋ 4 （競走中止） 26．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，971，700円 複勝： 50，460，900円 枠連： 10，418，400円
馬連： 51，668，500円 馬単： 22，525，800円 ワイド： 50，921，000円
3連複： 79，287，500円 3連単： 80，672，700円 計： 379，926，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 680円 枠 連（2－6） 460円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，970円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 23，270円

票 数

単勝票数 計 339717 的中 � 73095（1番人気）
複勝票数 計 504609 的中 � 89888（1番人気）� 84826（2番人気）� 13940（10番人気）
枠連票数 計 104184 的中 （2－6） 17293（1番人気）
馬連票数 計 516685 的中 �� 50398（1番人気）
馬単票数 計 225258 的中 �� 11895（1番人気）
ワイド票数 計 509210 的中 �� 42680（1番人気）�� 6174（24番人気）�� 6109（25番人気）
3連複票数 計 792875 的中 ��� 8427（21番人気）
3連単票数 計 806727 的中 ��� 2513（68番人気）

ハロンタイム 13．0―10．6―12．0―12．7―12．0―12．3―12．1―12．0―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．6―35．6―48．3―1：00．3―1：12．6―1：24．7―1：36．7―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バルトロメウ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Montjeu デビュー 2020．1．12 京都5着

2017．2．2生 牡3鹿 母 マリアロワイヤル 母母 Notable 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ロナウド号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 リーガルバローズ号の騎手藤井勘一郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・2番）

23080 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時55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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

710 ダンツイノーバ 牝3栗 52 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 448＋ 21：48．4 2．8�
44 � ホウオウプリンセス 牝4鹿 55 幸 英明小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 460－171：48．82� 17．6�
11 ダイシンクイント 牡6黒鹿57 北村 友一大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 480－ 8 〃 クビ 15．1�
55 エイシンロード 牝4黒鹿55 松若 風馬�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 488＋ 41：48．9� 17．7�
811� ランランウイング 牝4黒鹿55 和田 翼�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B460－101：49．0� 44．0	
33 メイショウカクウン 牡5青鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 454± 01：49．31� 44．0

22 クリノオウジャ 牡4鹿 57 	島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B436＋ 2 〃 アタマ 5．9�
68 フルートフルデイズ 牝3黒鹿52 川又 賢治飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456± 0 〃 アタマ 14．9�
67 レッドレイル 
4黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440－ 41：49．4クビ 49．0
56 ブルームスベリー 牝3鹿 52 松山 弘平 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 456＋ 61：49．5� 2．8�
812 レッドエステーラ 牝4鹿 55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 406－ 2 〃 クビ 16．9�
79 トーアライジン 牡7芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B504－ 41：49．6� 127．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，429，300円 複勝： 38，553，100円 枠連： 8，701，300円
馬連： 50，951，300円 馬単： 24，891，400円 ワイド： 41，167，000円
3連複： 70，649，600円 3連単： 94，820，500円 計： 360，163，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 440円 � 310円 枠 連（4－7） 2，630円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 790円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 15，940円 3 連 単 ��� 56，670円

票 数

単勝票数 計 304293 的中 � 84666（2番人気）
複勝票数 計 385531 的中 � 91042（1番人気）� 18044（8番人気）� 28164（5番人気）
枠連票数 計 87013 的中 （4－7） 2556（12番人気）
馬連票数 計 509513 的中 �� 13004（13番人気）
馬単票数 計 248914 的中 �� 3842（16番人気）
ワイド票数 計 411670 的中 �� 8144（15番人気）�� 13957（9番人気）�� 2803（39番人気）
3連複票数 計 706496 的中 ��� 3323（49番人気）
3連単票数 計 948205 的中 ��� 1213（166番人気）

ハロンタイム 12．4―12．3―12．7―12．1―12．2―12．0―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．7―37．4―49．5―1：01．7―1：13．7―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツイノーバ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．31 札幌9着

2017．5．18生 牝3栗 母 サイレントイヴ 母母 クリスマスツリー 12戦2勝 賞金 22，500，000円
［他本会外：1戦0勝］



23081 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第9競走 ��1，700�
あ ま く さ

天 草 特 別
発走14時25分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 アルコレーヌ 牝3栃栗52 川田 将雅 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 456± 01：45．5 1．8�
812 マドルガーダ 牝3栗 52 藤岡 康太�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 81：45．71� 4．7�
56 テ オ レ ー マ 牝4鹿 55 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482－ 61：45．8� 37．2�
45 アドマイヤビーナス 牝4栗 55 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 61：46．01� 9．7�
44 アシャカリブラ 牡6黒鹿57 荻野 極吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B534＋ 21：46．1� 51．3	
68 モズレジーナ 牝4鹿 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 436－ 6 〃 クビ 7．9

710 キタサンチャンドラ 牡4鹿 57 国分 優作�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 41：46．2クビ 35．9�
57 モ サ 牡4鹿 57 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 498－ 61：46．3� 31．8�
813 ティボリドライヴ 牝4栗 55 	島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480－ 61：46．4� 56．6
11 アスターストーリー 牝6鹿 55 小崎 綾也加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 464＋ 21：46．5� 136．5�
22 スズカスマート 牝6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 500＋ 61：46．71� 19．1�
711 クリノアントニヌス 牡6栗 57 国分 恭介栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 526－ 6 〃 アタマ 216．1�
69 チュウワフライヤー 牝4栗 55 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506－10 〃 アタマ 14．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，354，900円 複勝： 66，404，300円 枠連： 12，042，100円
馬連： 77，545，100円 馬単： 35，987，500円 ワイド： 61，991，900円
3連複： 119，072，500円 3連単： 150，545，500円 計： 569，943，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 140円 � 470円 枠 連（3－8） 380円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，070円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 9，190円

票 数

単勝票数 計 463549 的中 � 205955（1番人気）
複勝票数 計 664043 的中 � 188283（1番人気）� 128303（2番人気）� 21966（8番人気）
枠連票数 計 120421 的中 （3－8） 24001（1番人気）
馬連票数 計 775451 的中 �� 128339（1番人気）
馬単票数 計 359875 的中 �� 41750（1番人気）
ワイド票数 計 619919 的中 �� 83746（1番人気）�� 13373（13番人気）�� 6926（20番人気）
3連複票数 計1190725 的中 ��� 25251（10番人気）
3連単票数 計1505455 的中 ��� 11871（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．7―43．9―56．9―1：09．5―1：21．8―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルコレーヌ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．9．8 阪神1着

2017．4．3生 牝3栃栗 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 7戦3勝 賞金 39，836，000円

23082 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第10競走 ��
��1，700�

さくらじま

桜島ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 マルシュロレーヌ 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－ 81：43．7 3．8�
711 クリノフラッシュ 牝5青鹿55 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B454－ 41：43．91� 79．5�
22 キーフラッシュ 牡5栗 57 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 484＋ 21：44．21	 4．9�
814 グ ア ン 牝5栗 55 秋山真一郎�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 484＋ 21：44．3	 3．2�
813 スズカフェスタ 牡5栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 502－ 81：44．62 82．9	
69 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿57 酒井 学中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470－ 81：44．7
 17．6

46 パ レ ニ ア 牝4鹿 55 �島 克駿今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 498－121：44．8	 25．7�
11 サンライズナイト 牡5黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B490± 01：45．11	 11．4�
58 キタサンタイドー 牡5黒鹿57 松山 弘平�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 508－ 81：45．2クビ 17．2
57 � レンブランサ 牝5栗 55 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 450－ 21：45．41� 24．8�
34 サ ン キ ュ ー 牡7栗 57 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 512－ 81：45．5	 9．4�

610 ララメダイユドール 牡6鹿 57 藤懸 貴志フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 506＋ 81：45．71
 44．6�
（法942）

712 マイネルラック 牡7鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 476± 01：46．55 77．1�

45 グレースゼット 牝4芦 55 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 B516－ 21：47．03 33．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，921，500円 複勝： 69，470，700円 枠連： 17，611，400円
馬連： 101，060，800円 馬単： 37，770，600円 ワイド： 71，125，100円
3連複： 149，062，200円 3連単： 159，069，100円 計： 652，091，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 2，150円 � 200円 枠 連（3－7） 6，880円

馬 連 �� 29，900円 馬 単 �� 39，840円

ワ イ ド �� 9，310円 �� 820円 �� 5，640円

3 連 複 ��� 43，700円 3 連 単 ��� 259，740円

票 数

単勝票数 計 469215 的中 � 98780（2番人気）
複勝票数 計 694707 的中 � 100288（3番人気）� 6178（14番人気）� 106434（2番人気）
枠連票数 計 176114 的中 （3－7） 1983（22番人気）
馬連票数 計1010608 的中 �� 2619（59番人気）
馬単票数 計 377706 的中 �� 711（100番人気）
ワイド票数 計 711251 的中 �� 1909（66番人気）�� 23525（7番人気）�� 3166（52番人気）
3連複票数 計1490622 的中 ��� 2558（123番人気）
3連単票数 計1590691 的中 ��� 444（689番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―43．1―55．5―1：07．9―1：20．0―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
11，13（2，14）8，10（3，9，12）4，1（5，6）－7
11（2，13）14（1，8，10，9）（3，12）4－（6，7）－5

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

勝馬の
紹 介

マルシュロレーヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．3 京都2着

2016．2．4生 牝4鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 13戦4勝 賞金 56，999，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ララメダイユドール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23083 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第11競走 ��
��1，200�テ レ Q 杯

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．8．31以降2．8．30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

テレQ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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 タマモメイトウ 牡4黒鹿54 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 490＋ 21：08．2 20．2�
816 アダムバローズ 牡6黒鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 518－ 2 〃 クビ 10．7�
47 スカイパッション 牝8栗 50 酒井 学小林都美子氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 470－ 41：08．51� 42．9�
510 コウエイダリア 牝6黒鹿51 荻野 極伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 500± 01：08．6クビ 15．5�
35 ショウナンタイガ 牡4鹿 54 松山 弘平国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 480＋ 2 〃 アタマ 17．2�
817 コンパウンダー 牡5黒鹿54 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 2 〃 アタマ 5．0	
24 マッスルマサムネ �5鹿 52 川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 洞	湖 レイクヴィラファーム 484－ 41：08．7
 49．0

12 タイセイブレーク �6栗 54 北村 友一田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 486－ 8 〃 ハナ 13．8�
714 イ オ ラ ニ �9黒鹿52 藤懸 貴志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド B486－ 2 〃 ハナ 33．4�
611 ワールドフォーラブ 牝6黒鹿53 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 476＋ 6 〃 クビ 8．0
36 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿54 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470± 01：08．8クビ 11．5�
11 ラフィングマッチ 牡5栗 53 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 498－ 4 〃 ハナ 34．6�
59 ビ ア イ 牝3青鹿51 森 裕太朗副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B486＋ 2 〃 アタマ 4．4�
48 クインズチャパラ 牝5鹿 52 浜中 俊亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B470＋121：08．9クビ 10．7�
713 ゲンキチハヤブサ �8栗 53 田中 健荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 488＋ 2 〃 クビ 72．4�
23 � エムティアン 牝4青鹿52 幸 英明�門別牧場 �島 一歩 新ひだか 漆原 武男 B448－ 61：09．22 14．9�
815 クラウンルシフェル 牡9栗 52 小崎 綾也�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B484－ 41：09．62
 175．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 63，692，600円 複勝： 101，634，800円 枠連： 42，178，800円
馬連： 198，631，500円 馬単： 67，115，000円 ワイド： 135，546，100円
3連複： 337，819，600円 3連単： 321，938，100円 計： 1，268，556，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 610円 � 410円 � 1，160円 枠 連（6－8） 790円

馬 連 �� 11，590円 馬 単 �� 23，300円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 10，080円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 155，240円 3 連 単 ��� 926，210円

票 数

単勝票数 計 636926 的中 � 25136（11番人気）
複勝票数 計1016348 的中 � 43645（10番人気）� 70368（6番人気）� 21573（13番人気）
枠連票数 計 421788 的中 （6－8） 41274（2番人気）
馬連票数 計1986315 的中 �� 13278（51番人気）
馬単票数 計 671150 的中 �� 2160（106番人気）
ワイド票数 計1355461 的中 �� 9134（55番人気）�� 3454（99番人気）�� 4430（87番人気）
3連複票数 計3378196 的中 ��� 1632（401番人気）
3連単票数 計3219381 的中 ��� 252（2318番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．2―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―44．8―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモメイトウ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2018．8．12 小倉2着

2016．3．25生 牡4黒鹿 母 チャームアンサー 母母 アンサーミー 23戦4勝 賞金 55，874，000円
〔制裁〕 クラウンルシフェル号の騎手小崎綾也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

23084 9月5日 曇 良 （2小倉2） 第7日 第12競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

710 トウカイデュエル 牡3鹿 54 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 456－ 42：41．5 7．2�
56 タイセイシリウス 牡3鹿 54 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 484± 02：42．03 3．7�
57 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 57 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 478－ 22：42．1� 13．9�
813 シエラネバダ 	5芦 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502－ 42：42．2
 17．6�
45 サトノパシュート 牡3黒鹿54 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450－182：42．3
 7．9�
711� スターオブジーン 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 382＋ 42：42．51� 146．1	
44 ブラックハーデス 牡4青 57 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 452－ 82：42．71� 10．6


22 トゥプエデス 牡4黒鹿 57
56 ☆富田 暁佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 452＋ 22：42．8
 89．8�

812 グレートベースン 牡4青鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 510－ 42：43．11� 3．9
69 ロードセッション 牡3鹿 54 島 克駿 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 500± 02：43．41� 37．0�
68 ムーンショット 牡3鹿 54 幸 英明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 4 〃 クビ 5．4�
33 サンライズヴュー 牡4青鹿57 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 476－122：43．61� 48．7�

（12頭）
11 エスピリトゥオーゾ 牡6栗 57 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 478± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 56，167，600円 複勝： 72，773，200円 枠連： 17，798，800円
馬連： 96，793，300円 馬単： 37，425，900円 ワイド： 71，960，800円
3連複： 137，998，300円 3連単： 155，256，800円 計： 646，174，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 170円 � 300円 枠 連（5－7） 1，060円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，200円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 24，810円

票 数

単勝票数 差引計 561676（返還計 8369） 的中 � 61975（4番人気）
複勝票数 差引計 727732（返還計 13742） 的中 � 85514（4番人気）� 131495（1番人気）� 54164（7番人気）
枠連票数 差引計 177988（返還計 11156） 的中 （5－7） 12964（7番人気）
馬連票数 差引計 967933（返還計 50081） 的中 �� 50263（4番人気）
馬単票数 差引計 374259（返還計 17984） 的中 �� 8809（12番人気）
ワイド票数 差引計 719608（返還計 42918） 的中 �� 35403（4番人気）�� 14650（19番人気）�� 29623（5番人気）
3連複票数 差引計1379983（返還計134283） 的中 ��� 19707（22番人気）
3連単票数 差引計1552568（返還計142923） 的中 ��� 4536（102番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．8―12．9―12．9―12．6―12．7―12．7―12．2―11．5―11．7―12．1―12．4

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�
12．9―25．0―37．8―50．7―1：03．6―1：16．2―1：28．9―1：41．6―1：53．8―2：05．3―2：17．0―2：29．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイデュエル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2019．9．1 小倉3着

2017．3．30生 牡3鹿 母 トウカイオスカー 母母 ブリリアントミスト 7戦2勝 賞金 24，441，000円
〔競走除外〕 エスピリトゥオーゾ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。



（2小倉2）第7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 166頭 本 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

198，040，000円
25，440，000円
1，420，000円
21，940，000円
72，026，500円
4，565，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
475，014，900円
659，789，700円
158，903，200円
835，408，300円
352，559，200円
664，059，800円
1，299，749，400円
1，442，458，900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 5，887，943，400円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回小倉競馬第7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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