
２３０８５ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：０８．１
１：０７．８

良

良

４４ アルーリングムーン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８－ ２１：０９．０ ４．０�

７７ トップカミング 牡２黒鹿５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １．６�
３３ � エリモイズトゥルー 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 米

Dr. Stephen G. Jack-
son, Debbie Jackson
& TNT Stables

４５４＋ ２１：０９．８５ １１．９�
８９ ピースピース 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５８＋１０１：０９．９� １７１．２�
１１ エリモフリーダム 牡２鹿 ５４ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４４０± ０１：１０．１１� ３１．７�
５５ スリーロゼット 牝２鹿 ５４ 川田 将雅永井商事� 中村 均 新ひだか 岡野牧場 ４３４－ ４１：１０．３１ ５８．４	
７８ カシノヘラクレス 牡２鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４６６－ ２ 〃 クビ ２３．７

６６ クリノオンビート 牡２鹿 ５４ 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ４１：１１．３６ ７．４�
２２ フサイチレジェンド 牡２鹿 ５４ 上村 洋行関口 房朗氏 白井 寿昭 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４８２＋ ８１：１３．２大差 １９．７�
８１０ マイネカリナン 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム ４０４± ０１：１４．５８ １８１．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，７６９，４００円 複勝： ３５，２４４，４００円 枠連： １０，６４０，３００円

普通馬連： ３８，２０７，３００円 馬単： ４３，０３９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５５５，４００円

３連複： ４８，１１０，５００円 ３連単： １１０，６０５，７００円 計： ３１２，１７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（４－７） ２２０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ３，０３０円

票 数

単勝票数 計 １１７６９４ 的中 � ２３７１１（２番人気）
複勝票数 計 ３５２４４４ 的中 � ５３１６０（２番人気）� ２２６５１５（１番人気）� １６００４（４番人気）
枠連票数 計 １０６４０３ 的中 （４－７） ３５９３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８２０７３ 的中 �� １２４７９７（１番人気）
馬単票数 計 ４３０３９１ 的中 �� ３９２３１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５５５４ 的中 �� ３９９４９（１番人気）�� ６８７３（７番人気）�� ８２３０（４番人気）
３連複票数 計 ４８１１０５ 的中 ��� ６２００４（２番人気）
３連単票数 計１１０６０５７ 的中 ��� ２７００２（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．４―１１．７―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．４―４６．１―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．６
３ ・（３，７）（６，８）（１，４，９）－５，２－１０ ４ ３（１，７）（４，８）６，９，５＝２－１０

勝馬の
紹 介

アルーリングムーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 End Sweep デビュー ２００８．７．２０ 小倉３着

２００６．３．１０生 牡２鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フサイチレジェンド号・マイネカリナン号は，平成２０年１０月７日まで平地競走に出走できない。



２３０８６ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ マルブツエンペラー 牡３青 ５６
５５ ☆浜中 俊大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６６－ ２ ５９．１ １．２�

３３ テイエムセレス 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ３９２＋ ４ ５９．７３� １２．３�
８１４ ショウグンリーダー 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 川上牧場 ５２４＋ ６ ５９．８� １５．７�
５８ クリノハクバチャン 牝３芦 ５４ 小牧 太栗本 守氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム ４８８± ０ ５９．９� １５．１�
４６ エリモリリパット 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰山本 敏晴氏 福永 甲 えりも 能登 浩 ４４２＋ ２１：００．１１� ７７．４�
２２ ナンヨーサンセット 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太中村 �也氏 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ４９０＋３４ 〃 アタマ ４８．０�
７１２ アサケボーイ 牡３栗 ５６ 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４９８＋ ２１：００．２クビ １６．０�
８１３ キャナレット 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 B４６２＋ ４１：００．４１� ２４．０	
１１ � エーシンイミアー 牡３芦 ５６

５４ △藤岡 康太平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ４９８＋ ６１：００．６１� １６０．３


４５ ゴールデンホーク 牡３青鹿５６ 橋本 美純西村 憲人氏 大根田裕之 浦河 �桁牧場 ４８６－１０ 〃 ハナ ２４．４�
６９ アグネステンション 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４３０－ ４１：００．８１� １７１．７
７１１ セフティープラチナ 	３黒鹿５６ 宇田登志夫池田 實氏 須貝 彦三 静内 マルショウ牧場 ４５４± ０１：０１．４３� ２７５．７�
３４ エーシンシンクコア 牝３栗 ５４

５２ △田中 克典平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４７０ ―１：０１．７１
 １４０．９�
６１０ キャノングレイボル 牡３芦 ５６ 小坂 忠士大原 詔宏氏 境 直行 様似 松田 豊和 ５００ ―１：０２．５５ ２８８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，８８７，５００円 複勝： ４４，８６１，２００円 枠連： １１，７９９，３００円

普通馬連： ３９，８４７，８００円 馬単： ４６，２７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２９５，０００円

３連複： ５４，７６８，４００円 ３連単： １１３，６９６，７００円 計： ３４５，４３３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ４４０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３５０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ４，０１０円

票 数

単勝票数 計 １８８８７５ 的中 � １２６７７７（１番人気）
複勝票数 計 ４４８６１２ 的中 � ３２３９８１（１番人気）� ２９８１３（２番人気）� １９７９７（４番人気）
枠連票数 計 １１７９９３ 的中 （３－５） １９８４６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９８４７８ 的中 �� ５６５８９（１番人気）
馬単票数 計 ４６２７７８ 的中 �� ５６０２０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２９５０ 的中 �� １５８０３（２番人気）�� １１１８１（４番人気）�� ２９４８（１２番人気）
３連複票数 計 ５４７６８４ 的中 ��� ２５５２５（６番人気）
３連単票数 計１１３６９６７ 的中 ��� ２０９３９（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．１
３ ・（６，８）－（７，５，１４）３（４，１２，１３）－（１，１１）２－９－１０ ４ ・（６，８）７（５，１４）３－（４，１２，１３）－（１，１１）２－９－１０

勝馬の
紹 介

マルブツエンペラー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンデイクテイター デビュー ２００８．３．１５ 阪神４着

２００５．４．１０生 牡３青 母 マルブツエンプレス 母母 マルブツシヤイン ８戦１勝 賞金 １３，４００，０００円



２３０８７ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１６ ユーピロンユー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信袴田 精一氏 蛯名 信広 静内 三宅牧場 ４４０＋ ２１：４８．０ ５６．２�

２４ ホッコーマスコット 牝３栗 ５４ 赤木高太郎矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 鮫川牧場 ４３４－ ２１：４８．２１� １６８．８�
３６ メイショウオバナ 牝３芦 ５４ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ２１：４８．３� ６．３�
６１２ テイエムマイサクラ 牝３栗 ５４

５２ △田中 克典竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４５２± ０ 〃 クビ ３．１�
２３ ア ル モ ニ ー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行藤田 孟司氏 松永 幹夫 新冠 森 牧場 ４７６＋ ８ 〃 ハナ ４．４�
５９ スタンドフラワー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰深見 敏男氏 田所 清広 静内 棚川 光男 ４６８± ０１：４８．４� ４９．１�
４７ ディアカルテット 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健ディアレスト 福島 信晴 様似 能登ファーム ４３４＋ ２１：４８．５� １６．８�
３５ サンバステップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅	下河辺牧場 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４６６± ０１：４８．６� ４９．６

５１０ クリノポップコーン 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ３９６± ０ 〃 ハナ ２２３．６�
７１４ チョウラブラブ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４４４－ ８１：４８．７クビ １０．６�
７１３ スマックガール 牝３青鹿５４ 熊沢 重文 	キャロットファーム 松永 昌博 浦河 三好牧場 ４３２－ ２１：４８．８� ４５．７
４８ スペシャルブラッド 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太有限会社シルク大久保龍志 静内 千代田牧場 ４６２－ ６１：４８．９� ７．９�
１１ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 	サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２４＋ ２１：４９．２１� ８．３�
１２ ストームクオリティ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４６＋１０１：４９．９４ ２１６．２�
８１５ アンリミテッドラヴ 牝３栗 ５４ 和田 竜二 	キャロットファーム 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：５０．０� １９．８�
６１１ リュウセイペガサス 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦本郷 善隆氏 柴田 政見 静内 船越 英治 ４８０＋１４１：５０．７４ ２６０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０７０，１００円 複勝： ２２，０５３，２００円 枠連： １５，６６３，５００円

普通馬連： ４９，０８７，７００円 馬単： ３７，３９２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８２３，８００円

３連複： ６６，４９７，９００円 ３連単： １０３，６６７，３００円 計： ３２６，２５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６２０円 複 勝 � １，６４０円 � ５，３２０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ３，３９０円

普通馬連 �� ３９８，１００円 馬 単 �� ３４４，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３，９８０円 �� ６，３１０円 �� １７，６６０円

３ 連 複 ��� １，３２６，３７０円 ３ 連 単 ��� １０，９２９，５００円

票 数

単勝票数 計 １４０７０１ 的中 � １９７３（１２番人気）
複勝票数 計 ２２０５３２ 的中 � ３２３２（１２番人気）� ９６３（１４番人気）� ２６０３５（３番人気）
枠連票数 計 １５６６３５ 的中 （２－８） ３４１３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ４９０８７７ 的中 �� ９１（１０７番人気）
馬単票数 計 ３７３９２６ 的中 �� ８０（１９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８２３８ 的中 �� ５９（１０９番人気）�� ７００（５２番人気）�� ２４８（７１番人気）
３連複票数 計 ６６４９７９ 的中 ��� ３７（４２７番人気）
３連単票数 計１０３６６７３ 的中 ��� ７（２７５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．２―３５．４―４７．４―５９．６―１：１１．９―１：２４．１―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３
１６，８（５，９）１５（２，１４）７（３，１３）－６（４，１０）１２，１１＝１
１６（８，９）（５，７，１５，１３）（２，３，１４，６）（４，１２）（１１，１０，１）

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

勝馬の
紹 介

ユーピロンユー �
�
父 エアエミネム �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．１０．１４ 東京９着

２００５．５．３生 牝３鹿 母 アンバーユー 母母 リユウペガサス １１戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 ハローオンザヒル号
（非抽選馬） ３頭 カシノマチャガ号・スズカスタイル号・メイショウフェーヴ号



２３０８８ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

１：０８．１
１：０７．８

良

良

５５ カネトシコンジョオ 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：０９．９ ２．０�

７７ エルチョコレート 牡２黒鹿５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４５２ ―１：１０．６４ ３．７�
４４ シゲルイコマヤマ 牝２黒鹿５４ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４７２ ―１：１０．８１� １５．７�
３３ クリノビャクダン 牝２芦 ５４ 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４５８ ―１：１０．９� ４．９�
２２ レーネマッティーナ 牝２青鹿５４ 高橋 亮�ターフ・スポート高橋 隆 浦河 中島牧場 ４１６ ―１：１１．２１� １７．３�
６６ ミラクルフェイマス 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊アルツト組合 福永 甲 新冠 柏木 一則 ４４６ ―１：１１．６２� ８．５�
１１ カシノローズ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 野元 昭 熊本 村山 光弘 ４２４ ― 〃 クビ ２８．７	

（７頭）

売 得 金

単勝： １３，７４４，０００円 複勝： １２，３３８，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ３２，７４７，３００円 馬単： ３３，０５０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８，７９４，４００円

３連複： ３０，４５３，５００円 ３連単： ９３，３４９，８００円 計： ２２４，４７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １４０円 � １７０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ６２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� ４，８４０円

票 数

単勝票数 計 １３７４４０ 的中 � ５５７００（１番人気）
複勝票数 計 １２３３８６ 的中 � ４１４９１（１番人気）� ２５０２４（３番人気）
普通馬連票数 計 ３２７４７３ 的中 �� ７１０５９（１番人気）
馬単票数 計 ３３０５０１ 的中 �� ４５６１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７９４４ 的中 �� １８４８３（１番人気）�� ２８８０（１０番人気）�� ２７６５（１１番人気）
３連複票数 計 ３０４５３５ 的中 ��� １２０００（６番人気）
３連単票数 計 ９３３４９８ 的中 ��� １４２４８（１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．５―１１．６―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．０―４６．６―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシコンジョオ 

�
父 ゴールドアリュール 


�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．４．１３生 牡２黒鹿 母 リーインフォースト 母母 テ ィ ア ラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２３０８９ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４８ ス タ ル カ 牡３鹿 ５６ 岩部 純二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４９６＋ ４２：０１．２ ６．１�

１２ アマノスパイダー 牡３栗 ５６
５５ ☆浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 小田 誠一 ４８０－ ６２：０１．６２� ６．３�

７１３� マンボパートナー 牡３青鹿５６ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 米 Shadai Farm ４７８± ０２：０１．８１� ４．６�
６１２ ピ サ ノ フ ジ 牡３黒鹿５６ 武 豊市川 義美氏 武 邦彦 浦河 杵臼牧場 ５３４＋ ２ 〃 クビ ３．６�
２３ エーシンディーエス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８０－ ２２：０１．９� ９．６�
２４ エアリアルショット 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �キャロットファーム 池江 泰寿 新冠 田渕牧場 ４７２－ ８２：０２．０� ７．７	
８１６ ディベイター 牡３栃栗５６ 安藤 光彰岡田 牧雄氏 増本 豊 静内 岡田スタツド ４８６－ ２２：０２．２１� ３１．８

５９ シルクウォリアー 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智有限会社シルク梅内 忍 新冠 越湖ファーム ４４２＋ ４２：０２．８３� １０．５�
８１７ マチカネレツジツ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎細川 益男氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 ４７８＋ ５２：０３．３３ １４８．１�
１１ ヤマノムーンリバー 牡３鹿 ５６ 酒井 学山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 高瀬牧場 B５０６－ ２２：０３．５１� ７５．０
４７ バトルユータロー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 門別 大矢牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １４４．３�
７１４ アキノレンダ 牡３鹿 ５６

５４ △藤岡 康太穐吉 正孝氏 羽月 友彦 浦河 三栄牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ６３．２�
５１０ スペシャルトーン 牡３栗 ５６ 橋本 美純橋場 勇二氏 清水 出美 静内 寺越 政幸 ４３６－ ４２：０３．９２� ２２６．３�
３５ スマートステージ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三大川 徹氏 森 秀行 三石 ダイイチ牧場 ５０２＋ ７ 〃 クビ １１７．２�
６１１� シルクブレイカー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太有限会社シルク鮫島 一歩 米 Clay Neel &

Mena Neel ４７０－ ８ 〃 ハナ １５２．８�
７１５ フォティディクター 牡３栗 ５６ 石橋 守加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４６４± ０２：０４．２１	 １２４．０�
８１８ リッカマックス 牡３鹿 ５６ 角田 晃一立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 中島 俊明 ５５６＋ ５２：０５．４７ ２０６．４�
３６ オースミクレーバー 牡３鹿 ５６

５４ △田中 克典�オースミ 湯窪 幸雄 門別 碧雲牧場 B５０４＋ ６ （競走中止） １１６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，３０１，１００円 複勝： ２２，７９８，４００円 枠連： １５，２４１，４００円

普通馬連： ５１，６７１，６００円 馬単： ３６，７９８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３３２，８００円

３連複： ６５，３７４，２００円 ３連単： １０９，３３５，８００円 計： ３３１，８５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １８０円 枠 連（１－４） １，７３０円

普通馬連 �� １，８００円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ６００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� １７，２４０円

票 数

単勝票数 計 １４３０１１ 的中 � １８６３３（３番人気）
複勝票数 計 ２２７９８４ 的中 � ２８７０５（４番人気）� ３３０９５（３番人気）� ３４９５９（２番人気）
枠連票数 計 １５２４１４ 的中 （１－４） ６５０４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５１６７１６ 的中 �� ２１２９３（８番人気）
馬単票数 計 ３６７９８２ 的中 �� ７５４９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３３２８ 的中 �� ６９５３（５番人気）�� ６６８０（６番人気）�� ７６８０（３番人気）
３連複票数 計 ６５３７４２ 的中 ��� １６１４６（５番人気）
３連単票数 計１０９３３５８ 的中 ��� ４６８３（３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．９―１２．６―１２．５―１２．６―１２．２―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．９―３４．４―４７．３―５９．９―１：１２．４―１：２５．０―１：３７．２―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ス タ ル カ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ラシアンボンド デビュー ２００７．１０．７ 東京６着

２００５．３．４生 牡３鹿 母 エレガントピコー 母母 アンクリツパー １１戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔競走中止〕 オースミクレーバー号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アイスキャスケード号・ウツセミ号・オーロラストーム号・バンブーバファナ号・ローテコスミオン号
（非抽選馬） １頭 マイソールガイ号



２３０９０ ９月７日 晴 良 （２０小倉３）第８日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時１５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
１：４１．８

不良

不良

１２ ユウターダーツ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 B４２６－ ２１：４７．２ ４．２�

４８ キャトルマン 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５４４－ ２１：４７．４１� １０．１�
４７ ウォルトンコクカ 牡３鹿 ５６ 川島 信二山田美喜男氏 田島 良保 三石 前川牧場 ４４４＋ ４１：４７．６� ６７．６�
８１６ ドントブレイム 牡３鹿 ５６ 武 豊杉立 恭平氏 角居 勝彦 浦河 三枝牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ ２．２�
３６ ジャングルゼット 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ５０６＋ ８１：４７．８１� １８．５�
６１２ ラ ン フ リ ー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５６－ ４１：４８．０１� ７４．８�
３５ ヴェンダバール 牡３芦 ５６ 芹沢 純一 �キャロットファーム 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ ８．５	
２４ カワキタフウジン 牡３栗 ５６ 安藤 光彰川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１２＋ ４ 〃 アタマ ５８．４

７１４ ツルマルカフェ �３黒鹿５６ 酒井 学鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４６０＋ ２１：４８．１� ６７．５�
２３ ウィークタテヤマ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４６６＋ ２１：４８．６３ ８２．９�
５９ カシノシンケン 牡３鹿 ５６

５４ △田中 克典柏木 務氏 二本柳俊一 門別 サンバマウン
テンファーム B４７２＋ ６１：４８．８１� ９．２

７１３ ド ナ ー リ オ �３鹿 ５６ 岩部 純二藤田 孟司氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 ４８６＋ ８１：４９．２２� ６０．６�
６１１ ナムラアルマダ 牡３青鹿５６ 小林慎一郎奈村 信重氏 矢作 芳人 穂別 真壁 信一 ４６２－ ２１：５０．５８ １５．０�
８１５ デンコウマーチン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 メイタイ牧場 ４７８－ ２１：５１．８８ ２７３．４�
５１０ ミヤジボーイ 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健曽我 司氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４８４－ ８１：５２．５４ ２２９．７�
１１ グランパルティータ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５５８ ―１：５６．３大差 ９４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３８７，５００円 複勝： ２７，４９４，０００円 枠連： ２６，６４０，２００円

普通馬連： ５３，０２９，０００円 馬単： ４６，５７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３５０，８００円

３連複： ７２，８８５，９００円 ３連単： １２５，８３４，６００円 計： ３９１，２０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ３００円 � １，１７０円 枠 連（１－４） １，２１０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２，５７０円 �� ５，２９０円

３ 連 複 ��� ２７，４１０円 ３ 連 単 ��� １０４，２３０円

票 数

単勝票数 計 １８３８７５ 的中 � ３５２０４（２番人気）
複勝票数 計 ２７４９４０ 的中 � ４７２７４（２番人気）� ２３８４９（４番人気）� ４９０４（１１番人気）
枠連票数 計 ２６６４０２ 的中 （１－４） １６２６２（５番人気）
普通馬連票数 計 ５３０２９０ 的中 �� ２４１９６（６番人気）
馬単票数 計 ４６５７９２ 的中 �� １１５５４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３５０８ 的中 �� ９４８０（５番人気）�� １８９０（２６番人気）�� ９０３（４４番人気）
３連複票数 計 ７２８８５９ 的中 ��� １９６３（７３番人気）
３連単票数 計１２５８３４６ 的中 ��� ８９１（２６７番人気）

ハロンタイム ６．６―１０．９―１１．２―１３．１―１３．２―１３．１―１３．１―１２．７―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．５―２８．７―４１．８―５５．０―１：０８．１―１：２１．２―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．１
１
３
１６（８，９，１０）－１１－（６，１３）（１２，１４）（５，１５）３，４，２－７－１・（１６，９）（８，１１，５）１４（６，１３，２，１５，７）（１０，３）１２－４＝１

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

勝馬の
紹 介

ユウターダーツ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００７．９．２ 小倉１２着

２００５．４．１６生 牡３鹿 母 ユウターテンション 母母 サクラササヤキ １７戦１勝 賞金 １４，８５０，０００円
〔発走状況〕 ナムラアルマダ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤジボーイ号・グランパルティータ号は，平成２０年１０月７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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ショーマスター号・リトルエイコーン号
（非抽選馬） １頭 シゲルレスポワール号



２３０９１ ９月７日 晴 良 （２０小倉３）第８日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時５０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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１５ エリモラフィーネ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅山本 敏晴氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４５６－ ８１：０９．３ ７．１�

８１８ アグネスシャイン 牝３栗 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 浜田 光正 新冠 中地 康弘 ４７２－ ２１：０９．６２ １．５�
５１０ ウォータールフラン 牝３栗 ５４ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４４４－ ８ 〃 ハナ ２１．７�
３６ フ ァ サ ー ド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �ノースヒルズマネ

ジメント 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋ ８１：０９．８１� ５．５�
３５ ユウキアックン 牡３栗 ５６ 橋本 美純ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４８０＋ ８ 〃 クビ ３１．０�
２３ ファンドリキセキ 牡３青鹿５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 佐々木 恵一 ４９４－ ８１：１０．１２ １０８．５�
２４ ユ ウ フ ジ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一小林 久義氏 高橋 隆 静内 桜井牧場 ４５４＋ ８１：１０．２� ６８．７	
１２ エーティーダビンチ 牡３鹿 ５６ 川島 信二荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 城地 守明 ４６６± ０１：１０．３クビ ２１．３

５９ ホクザンヴィアンド 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰木本 弘孝氏 梅田 康雄 門別 田中 元寿 ４２６－ ２ 〃 クビ ３１．３�
６１２ コウセイスイート 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士杉安浩一郎氏 境 直行 門別 長田ファーム ４５２－ ４１：１０．５１ ３２３．４�
１１ ビップホーラー 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史松坂 明子氏 飯田 明弘 浦河 村下 明博 ４５２－ ２１：１０．７１� １７２．２
７１３ キクカズイショウ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎飯島 和吉氏 石毛 善彦 浦河 高松牧場 ４３０－ ６１：１０．８� １６０．７�
７１４ ウェザーヘルム 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅齊藤四方司氏 鶴留 明雄 追分 追分ファーム ４３６± ０１：１０．９クビ １０２．７�
６１１ ホクセツアイアン �３鹿 ５６ 小牧 太平島 尚武氏 藤沢 則雄 新冠 タニグチ牧場 ４７０－１２ 〃 ハナ ７４．３�
８１６ シ ェ リ ア ク 牝３黒鹿 ５４

５２ △田中 克典 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 静内 谷岡牧場 ４３６－ ６１：１１．０� １３７．９�

４７ ピイエフドルチェ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一�駒秀 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４６２± ０１：１１．１� ７７．４�
４８ マルカネルソン 牡３鹿 ５６ 中村 将之河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：１３．１大差 ２７６．３�

（１７頭）
８１７ ハマノモナーク 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５４＋１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，８８１，６００円 複勝： ３５，７８７，０００円 枠連： ２０，４４９，４００円

普通馬連： ３８，９３１，６００円 馬単： ３６，３２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９１３，５００円

３連複： ４２，７３２，７００円 ３連単： ７９，９０２，４００円 計： ２８３，９２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ３７０円 枠 連（７－８） ３８０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，０２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� １１，３４０円

票 数

単勝票数 差引計 １５８８１６（返還計 ２８３３０） 的中 � １７７６１（３番人気）
複勝票数 差引計 ３５７８７０（返還計 ４３７４７） 的中 � ３７３８５（２番人気）� ２２４５６１（１番人気）� ９３７８（５番人気）
枠連票数 計 ２０４４９４ 的中 （７－８） ４０１０３（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ３８９３１６（返還計１９７３５６） 的中 �� ７６０２４（１番人気）
馬単票数 差引計 ３６３２２４（返還計１９１３９５） 的中 �� ２２２４２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １３９１３５（返還計 ６９５４９） 的中 �� １８７２７（１番人気）�� ２９０１（１１番人気）�� ６３６７（３番人気）
３連複票数 差引計 ４２７３２７（返還計３９９５９２） 的中 ��� １６２０７（５番人気）
３連単票数 差引計 ７９９０２４（返還計８５６２０９） 的中 ��� ５２０１（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．５―１１．８―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３４．２―４６．０―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモラフィーネ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー ２００７．９．１５ 札幌２着

２００５．４．１生 牝３黒鹿 母 エリモロマンス 母母 パッシングピース １１戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
〔競走除外〕 ハマノモナーク号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルカネルソン号は，平成２０年１１月７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アキノシャドー号・イソノホウオウ号・サザンベル号・スズカランデブー号・デンコウレーナ号・トーワミラクル号



２３０９２ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

４８ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５２
５０ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４４＋ ４１：４６．１ ２．０�

８１５ トップコマチ 牝３鹿 ５２
４９ ▲田村 太雅�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５０＋ ４１：４６．６３ １２．４�

７１３ ブラックカシミール 牝３黒鹿５２ 野元 昭嘉�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４７２＋ ４１：４６．８１� １３４．７�
２４ レゾリューション 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４８２－ ６１：４６．９� ６．１�
１１ ラフレッシュブルー 牝３栗 ５２ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４３４－ ４１：４７．１１� ５４．０�
３６ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５２ 幸 英明バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ８１：４７．４１� ６４．９	
２３ アドマイヤミスティ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４７２＋ ６１：４７．６１� ７．７

５９ ナムラソワン 牝３鹿 ５２

５０ △田中 克典奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４８６＋１０１：４７．７クビ ３２．８�
５１０ ウインフェイム 牝５栗 ５５ 和田 竜二�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４７６± ０１：４７．９１� １０．８�
６１１ ヒカルアモーレ 牝４芦 ５５

５４ ☆浜中 俊�橋 京子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１０－ ２ 〃 アタマ ６．２

７１４ シンティランテ 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一 �キャロットファーム 中尾 秀正 静内 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８－ ８１：４８．３２� ２６４．７�

４７ � ハ ナ ム ケ 牝３鹿 ５２ 岩部 純二田口 廣氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ １４７．７�
８１６ テイエムヒスイ 牝５鹿 ５５ 上野 翔竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 辻 牧場 ４４６－ ４１：４８．４� １２０．４�
３５ クイックバレリーナ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ２１：４８．６１� ２５２．２�
１２ � ミスズスキャット 牝５黒鹿５５ 小牧 太永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４６４＋ ２１：４８．７� １１７．５�
６１２ シゲルキボウ 牝３芦 ５２ 中村 将之森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム B４５２＋ ８１：４９．１２� ７８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４１７，４００円 複勝： ２９，７２９，２００円 枠連： ２３，５８９，０００円

普通馬連： ７１，１０８，７００円 馬単： ５６，７９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７８９，２００円

３連複： ９３，２８２，０００円 ３連単： １７６，８９７，３００円 計： ４９４，６１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � ２，３７０円 枠 連（４－８） １，０４０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ４，２１０円 �� ８，９８０円

３ 連 複 ��� ３３，１００円 ３ 連 単 ��� １０５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４１７４ 的中 � ８３３０５（１番人気）
複勝票数 計 ２９７２９２ 的中 � ９０５５１（１番人気）� １９７７８（６番人気）� ２１９８（１４番人気）
枠連票数 計 ２３５８９０ 的中 （４－８） １６７９８（５番人気）
普通馬連票数 計 ７１１０８７ 的中 �� ４６６９８（４番人気）
馬単票数 計 ５６７９９９ 的中 �� ２６９１５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７８９２ 的中 �� １２８８８（４番人気）�� １２７０（３４番人気）�� ５８９（５９番人気）
３連複票数 計 ９３２８２０ 的中 ��� ２０８０（７６番人気）
３連単票数 計１７６８９７３ 的中 ��� １２３５（２４２番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．５―１１．７―１３．４―１３．３―１３．１―１２．５―１１．８―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１８．１―２９．８―４３．２―５６．５―１：０９．６―１：２２．１―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．５
１
３
１３，１１，１５，７，８－（１，４）１６，６（３，１０）－２（９，１４）５，１２
１３（１１，１５，８）４（７，１）（６，３，１６，１０）（９，１２）（２，１４）５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミ コ ノ ス �
�
父 With Approval �

�
母父 Rubiano デビュー ２００８．２．２ 京都５着

２００５．５．１０生 牝３芦 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy １１戦２勝 賞金 ２３，８００，０００円



２３０９３ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第９競走 ��
��１，２００�

や は た

八 幡 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．９．１以降２０．８．３１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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１２ フィクシアス 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４７４＋ ２１：０８．４ ８．７�

４７ ストリートスタイル 牝３鹿 ５２ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４３６－ ２１：０８．９３ ３．０�
３６ プラチナムペスカ 牡４芦 ５５ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４９４－ ６１：０９．１１ ７．９�
３５ ファーストナイナー 牝４栗 ５１ 田村 太雅猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ４７．３�
６１２ ボストンオー 牡３芦 ５３ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８８＋ ８ 〃 アタマ １２．２�
６１１ タムロスターディ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 静内 高橋 誠次 B４６２＋ ２１：０９．２� ６．８�
８１７� ヒ ノ ト リ 牝６鹿 ５１ 高橋 亮小林 久義氏 高橋 隆 浦河 岡本牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １１．０	
１１ � アグネスレプトン 牡７鹿 ５２ 石橋 守渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：０９．３クビ １９８．５

８１６� エイシンイッキ 牡４栗 ５６ 小牧 太平井 豊光氏 野中 賢二 米 Gilbert G.

Campbell ４５２－ ６ 〃 クビ ９．０�
７１４ ロマンスオーラ 牝５黒鹿５０ 高野 容輔岩� 正志氏 小桧山 悟 様似 �村 伸一 ５０６＋ ４１：０９．４� ２５６．８�
４８ ハッピームード 牝５鹿 ５１ 田中 克典吉田 照哉氏 須貝 彦三 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２ 〃 クビ ６８．７
７１３ ニ シ ノ マ オ 牝４黒鹿５４ 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ １５．８�
２４ エイシンラビアン 牝５青鹿５１ 野元 昭嘉平井 豊光氏 川村 禎彦 静内 大滝 康晴 ４６８＋ ８１：０９．５� １２９．１�
７１５� リリウオカラニ 牝５鹿 ５１ 芹沢 純一 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.

Herbener Jr. B５０２－ ８ 〃 クビ ５１．３�
５１０ トッケンショウブ 牡５黒鹿５３ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５１８± ０１：０９．６� ５７．７�
８１８ ミスズアロハ 牝４鹿 ５３ 武 豊永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４８０＋ ２１：０９．７クビ １２．３�
５９ � ベリーベリナイス 牝４黒鹿５０ 酒井 学冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 B４５０＋１６１：１０．０２ ９６．６�
２３ セフティバーニング 牡５鹿 ５３ 藤岡 康太池田 實氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ １０９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，１５９，０００円 複勝： ４５，６０８，４００円 枠連： ３８，５３５，７００円

普通馬連： １４７，６３０，７００円 馬単： ９１，６９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５３５，９００円

３連複： １７０，７５２，１００円 ３連単： ３８０，６３９，５００円 計： ９４１，５５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（１－４） １，３１０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ９５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� ２４，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２９１５９０ 的中 � ２６５０９（４番人気）
複勝票数 計 ４５６０８４ 的中 � ５４４１３（３番人気）� ９５３９８（１番人気）� ３９６８３（５番人気）
枠連票数 計 ３８５３５７ 的中 （１－４） ２１７５６（５番人気）
普通馬連票数 計１４７６３０７ 的中 �� ８６３７９（２番人気）
馬単票数 計 ９１６９５５ 的中 �� １８８８３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５３５９ 的中 �� １５５５３（２番人気）�� ９４５５（９番人気）�� １３６６８（５番人気）
３連複票数 計１７０７５２１ 的中 ��� ３８２２９（３番人気）
３連単票数 計３８０６３９５ 的中 ��� １１６６１（３９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．２―１１．７―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．４―４５．１―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィクシアス �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００６．７．２９ 新潟１６着

２００４．４．１０生 牡４鹿 母 シ ル キ ー 母母 チャッターボックス ２６戦４勝 賞金 ６１，２６１，０００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） ４頭 シゲルダイハッカイ号・デンコウグラス号・ナンゴクプラネット号・ロックオブサリサ号



２３０９４ ９月７日 晴 良 （２０小倉３）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�第２８回小倉２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０８．１
１：０７．８

良

良

８１６ デグラーティア 牝２黒鹿５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４５８＋ ６１：０９．１ ７．５�

１２ コウエイハート 牝２栗 ５４ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４６０± ０１：０９．３１� ５３．８�
１１ ツルマルジャパン 牡２青 ５４ 武 豊鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８２＋ ６ 〃 アタマ １．６�
２４ シルクナデシコ 牝２栗 ５４ 小牧 太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４０８－ ８１：０９．４� １３．７�
３６ ワンカラット 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：０９．５� １１．６�
７１３ ノアウイニング 牝２鹿 ５４ 角田 晃一杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４４４± ０１：０９．６クビ ３１．５	
７１４ レディルージュ 牝２青鹿５４ 鮫島 良太 
ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４３６＋ ８ 〃 クビ １０８．３�
８１５ マルカゼウス 牡２栗 ５４ 幸 英明河長産業
 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：０９．７� ５９．３�
６１２ ヒットヒットヒット 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２６＋ ４ 〃 ハナ ８８．５
３５ ジャングルストーン 牡２栗 ５４ 和田 竜二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４４２± ０１：１０．０２ ６７．５�
６１１ シーポラリス 牡２栗 ５４ 熊沢 重文藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４５６－ ２１：１０．１� ９３．４�
５１０ エリモプリンセス 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４１０－ ６１：１０．２クビ ３０．１�
４７ メイクデュース 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ７．０�
４８ エーシンワンダーズ 牝２栗 ５４ 田中 健平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 室田 千秋 ４１８＋１４１：１０．９４ ５７．５�
５９ パレスシュガー 牝２鹿 ５４ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新ひだか 有限会社石川牧場 ４３２－ ６１：１１．４３ １４８．５�
２３ クリノスレンダー 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰栗本 博晴氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 ４６８＋ ２１：１２．９９ ６８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２０，１３２，８００円 複勝： １１８，３３９，２００円 枠連： ９６，６３３，８００円

普通馬連： ５２０，３９３，９００円 馬単： ３８６，３７９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１５，０６６，６００円

３連複： ５８１，９４０，７００円 ３連単： １，６２１，７８０，０００円 計： ３，５６０，６６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � １９０円 � ６８０円 � １１０円 枠 連（１－８） ５３０円

普通馬連 �� １２，５７０円 馬 単 �� ２３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７２０円 �� ２９０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ６，２３０円 ３ 連 単 ��� ５８，５８０円

票 数

単勝票数 計１２０１３２８ 的中 � １２７７５４（３番人気）
複勝票数 計１１８３３９２ 的中 � １３６３５６（３番人気）� ２４９１２（８番人気）� ４８９５６０（１番人気）
枠連票数 計 ９６６３３８ 的中 （１－８） １３６５１２（１番人気）
普通馬連票数 計５２０３９３９ 的中 �� ３０５５９（３２番人気）
馬単票数 計３８６３７９１ 的中 �� １１９８６（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１５０６６６ 的中 �� ９３６０（２６番人気）�� １１５７８５（１番人気）�� ２１１５３（１３番人気）
３連複票数 計５８１９４０７ 的中 ��� ６８９７８（１７番人気）
３連単票数 計１６２１７８００ 的中 ��� ２０４３３（１５３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．１―１１．９―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３３．２―４５．１―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．９
３ １（３，６，７）（２，１６，８，１３）（１１，９）１０（４，１５）１２，５－１４ ４ １，６（２，７，１３）１６（１１，８）（３，１５）（４，１０）９（５，１２）－１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デグラーティア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Dehere デビュー ２００８．７．５ 阪神１着

２００６．４．４生 牝２黒鹿 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden ３戦３勝 賞金 ５５，８１９，０００円



２３０９５ ９月７日 晴 良 （２０小倉３）第８日 第１１競走 ��１，８００�
く に さ き

国 東 特 別
発走１６時１０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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１５ カシノマイケル 牡５青鹿５７ 安藤 光彰柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６２＋ ２１：４７．５ ４．２�

５１０� スカイリュウホー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４４４－ ２ 〃 アタマ １９．８�
１１ タンホイザー 牡３青 ５４ 小牧 太門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８２± ０１：４７．６� ３．２�
７１４ タマモランニング �３黒鹿５４ 川島 信二タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４６６－ ２１：４７．８１� １６．８�
３５ ラフィナール 牡４鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９６－ ６ 〃 ハナ ３．６�
２４ � ケイエスユリ 牝４栗 ５５ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４４８－ ２１：４７．９クビ １４．２	
３６ ワンダーポテンシア 牡５青鹿５７ 石橋 守山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４４４± ０１：４８．０� ７９．３

４７ ベ ル フ リ ー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 西園 正都 早来 ノーザンファーム B５３６＋１６１：４８．２１� ４３．６�
７１３ マルカレガート 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太河長産業� 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４５４± ０１：４８．４１ ３６．２�
４８ ゼンノベリル 牡４青鹿５７ 和田 竜二大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ３２．１
１２ サフランキセキ 牝５鹿 ５５ 角田 晃一海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４６８＋ ２ 〃 クビ １５７．９�
８１６ カ シ ノ ネ ロ 牡３鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４５６± ０１：４８．８２� ２２．９�
６１２ アシュレイリバー 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４７８－ ６ 〃 ハナ １０３．９�
５９ ラ ブ レ タ ー 牝４青鹿５５ 橋本 美純山内 邦一氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４４６＋ ２１：４９．０� １２３．４�
２３ マイネルインゼル 牡３栗 ５４ 藤岡 康太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋ ６１：４９．２１� １４．２�
６１１ カワキタラプラタ 牡５黒鹿５７ 上村 洋行川島 吉男氏 白井 寿昭 新冠 高瀬牧場 ４８４± ０１：４９．４１	 ４９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，８０２，８００円 複勝： ４２，３９２，４００円 枠連： ４０，２５６，２００円

普通馬連： １６５，３６９，０００円 馬単： ９８，１７５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，２２４，０００円

３連複： １７０，１０７，４００円 ３連単： ４０３，９１６，５００円 計： ９９２，２４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � １５０円 枠 連（５－８） ２，１８０円

普通馬連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ５，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ２９０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� ２４，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３１８０２８ 的中 � ６００８４（３番人気）
複勝票数 計 ４２３９２４ 的中 � ９２５０６（１番人気）� １８２４８（７番人気）� ８８８２１（２番人気）
枠連票数 計 ４０２５６２ 的中 （５－８） １３６６６（１０番人気）
普通馬連票数 計１６５３６９０ 的中 �� ３８０１５（１１番人気）
馬単票数 計 ９８１７５１ 的中 �� １３６００（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０２２４０ 的中 �� ７８９１（１４番人気）�� ４０９９３（１番人気）�� ９２８３（１０番人気）
３連複票数 計１７０１０７４ 的中 ��� ３７１７１（５番人気）
３連単票数 計４０３９１６５ 的中 ��� １２２３１（４９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．５―１２．０―１１．７―１１．９―１１．９―１１．５―１２．０

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノマイケル �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Lord Gayle デビュー ２００５．８．１４ 小倉３着

２００３．４．１８生 牡５青鹿 母 スイートアレキサンドラ 母母 Santa Luciana ２９戦２勝 賞金 ３３，９３９，０００円
〔発走状況〕 カワキタラプラタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 カワキタラプラタ号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ベストストーリー号



２３０９６ ９月７日 晴 良 （２０小倉３）第８日 第１２競走 ��
��２，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時５０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３８．２
２：３７．４

良

良

２４ マイネルアンサー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５２０－ ４２：４１．６ ６．２�

５９ サムズアップ 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６＋１０２：４１．８１� １．８�
８１６ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５４ 熊沢 重文西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９８－ ６２：４２．１１� ２６．７�
１２ クレセントラン 牡３栗 ５４ 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 白老 白老大須賀

牧場 ４８４＋ ４２：４２．２� ７．５�
５１０ シルキーライム 牡３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅有限会社シルク野村 彰彦 新冠 オリエント牧場 ４２８± ０２：４２．４１� １３４．１�
３６ ワンダールストラー 牡４鹿 ５７

５５ △田中 克典山本 信行氏 藤岡 範士 三石 フクダファーム ４５０＋ ６ 〃 クビ １２５．４�
６１１ ハーマジェスティ 牝３鹿 ５２ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４９０＋ ４２：４２．５クビ １３．１	
４８ ロフティソル 牡５栗 ５７ 小坂 忠士大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４８４－ ４２：４２．９２	 １２１．３

４７ ジャスティス 牡３栗 ５４

５２ △田中 健谷田 元彦氏 河内 洋 静内 福岡 清 ５２０＋ ６２：４３．４３ １４５．４�
２３ 
 アンティシペイター 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�アカデミー 本田 優 新冠 清水 克則 ４７２－ ２２：４３．７１� ５０．９�
３５ ニシノウェーブ 牡５栗 ５７

５６ ☆浜中 俊西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ７．２
６１２ プッシュハート 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８２－１０２：４３．９１� ６９．８�
８１５ メイショウシーカー 牝３黒鹿５２ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ４２：４４．３２	 ２２３．２�
７１４ キャプテンシチー �４鹿 ５７

５５ △藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 富川田中牧場 ４２４＋ ２２：４４．５１ ４６．３�
７１３
 ミスズキセキ 牝５黒鹿５５ 角田 晃一永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 岡野牧場 ５０２－ ６２：４７．０大差 １１３．８�
１１ ヤマカツマリリン 牝４栗 ５５ 田嶋 翔山田 博康氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５２２＋１２ 〃 アタマ １９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，２０５，６００円 複勝： ３９，２７９，６００円 枠連： ３４，９１１，５００円

普通馬連： １３６，９９８，２００円 馬単： １０２，９７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，２０９，５００円

３連複： １５０，８２３，０００円 ３連単： ４２０，３７０，９００円 計： ９５８，７７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ３８０円 枠 連（２－５） ５１０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，４２０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� １８，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３５２０５６ 的中 � ４４８０７（２番人気）
複勝票数 計 ３９２７９６ 的中 � ６０３５０（２番人気）� １３７４０７（１番人気）� １６５７０（６番人気）
枠連票数 計 ３４９１１５ 的中 （２－５） ５１２０２（１番人気）
普通馬連票数 計１３６９９８２ 的中 �� １７７７１５（１番人気）
馬単票数 計１０２９７５５ 的中 �� ４５６１３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８２０９５ 的中 �� ５１４７４（１番人気）�� ５７２１（１５番人気）�� １２３９６（８番人気）
３連複票数 計１５０８２３０ 的中 ��� ３０１８９（９番人気）
３連単票数 計４２０３７０９ 的中 ��� １６６０５（５２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．３―１２．７―１２．０―１１．９―１３．６―１３．２―１２．６―１２．４―１２．５―１２．１―１１．９

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�
１２．７―２４．４―３６．７―４９．４―１：０１．４―１：１３．３―１：２６．９―１：４０．１―１：５２．７―２：０５．１―２：１７．６―２：２９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→→�」 上り４F４８．９―３F３６．５
１
�
・（１，３，５）＝６－１３（４，２）（８，１１）（１４，１６）１５，９，７－１２，１０・（１，３，５，１３）（４，２，１６）（６，８，１１）９（１４，１５）（１０，１２）７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルアンサー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００６．１１．１１ 京都７着

２００４．４．２９生 牡４鹿 母 オグリクェスチョン 母母 オグリホワイト ２０戦３勝 賞金 ３０，７６０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスズキセキ号・ヤマカツマリリン号は，平成２０年１０月７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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウォータールーク号・エーシンウドウィン号・カシノユウ号・ベイビーワンカフェ号・メイショウニース号
（非抽選馬） ３頭 クリノソーニャ号・ハーバーブリッジ号・リリイメイド号



（２０小倉３）第８日 ９月７日（日曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０８，０１０，０００円
１，７１０，０００円
１０，３７０，０００円
２，０５０，０００円
２１，６４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，５１１，０００円
４，９５２，０００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
３４３，７５８，８００円
４７５，９２５，６００円
３３４，３６０，３００円
１，３４５，０２２，８００円
１，０１５，４８４，５００円
３６０，８９０，９００円
１，５４７，７２８，３００円
３，７３９，９９６，５００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 ９，１６３，１６７，７００円

総入場人員 １８，２７６名 （有料入場人員 １５，９８６名）



平成２０年度 第３回小倉競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３８７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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，５５２，２１０，０００円
１７，４８０，０００円
８６，４５０，０００円
１２，８８１，０００円
１６０，１２０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

４８１，８９７，０００円
３８，９４９，８００円
１４，００８，７００円

勝馬投票券売得金
２，１０５，７２５，８００円
３，０６６，９５０，６００円
２，２４５，５６１，３００円
８，５６７，７９５，７００円
６，３９７，３８９，５００円
２，４１０，４３２，１００円
９，９７４，９８４，６００円
２３，１６５，２３８，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ５７，９３４，０７７，６００円

総入場延人員 ９２，８３４名 （有料入場延人員 ８２，１０５名）




