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２３１２１ ９月３日 小雨 良 （２３小倉４）第１１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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

４７ ネオヴァンクル 牡２栗 ５４ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０４＋ ６１：０９．９ ３．０�

１１ シゲルアンズ 牡２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４８０－ ６１：１０．２１� ７．３�
５９ ヒシタイヨウ 牡２鹿 ５４ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ４６８－ ４ 〃 アタマ ６７．５�
７１４ ボストンストロング 牡２黒鹿５４ 酒井 学�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２４± ０ 〃 ハナ １０．６�
６１２ マイネボヌール 牝２青鹿５４ 和田 竜二 �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 ４３６＋ ２１：１０．３クビ ２．２�
７１３ シゲルカボス 牝２青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４２６± ０１：１０．６２ １８２．４	
５１０ エーシンブランシュ 牝２芦 ５４ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 B４１６＋ ８１：１１．１３ ９．４

４８ ザプレジデント 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４５２－ ６１：１１．５２� ６１．９�
３６ メイショウアサヒ 牡２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４０＋１２ 〃 ハナ １０８．８�
８１５ カシノチャーム 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４５６＋ ２１：１１．６クビ ２０．６
６１１ ヒシタイトル 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４６８－ ６１：１１．８１� ２３３．２�
８１６ シゲルハッサク 牡２芦 ５４ 大下 智森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 井高牧場 ４５８± ０１：１１．９� ３５１．８�
２４ シゲルブルーベリー 牡２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４４８－ ４１：１２．１１� ３９４．５�
１２ マジョリティシチー 牡２黒鹿５４ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 曾我 博 ４３６－ ４１：１２．２� ２０８．０�
２３ クラウンエンビー 牡２栗 ５４ 熊沢 重文矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４６０± ０１：１２．３� ３３３．７�
３５ シゲルパパイア 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４６８＋ ６ （競走中止） ２７７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，７１２，１００円 複勝： １６，７７９，１００円 枠連： ６，５７２，９００円

馬連： ２４，９１０，３００円 馬単： ２０，３７７，８００円 ワイド： １１，９４４，５００円

３連複： ３７，６７３，１００円 ３連単： ７０，５６５，５００円 計： １９９，５３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � １，５３０円 枠 連（１－４） ９５０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，９４０円 �� ４，０９０円

３ 連 複 ��� １２，５１０円 ３ 連 単 ��� ４１，８００円

票 数

単勝票数 計 １０７１２１ 的中 � ２８９４８（２番人気）
複勝票数 計 １６７７９１ 的中 � ４００２６（２番人気）� ２１０８４（３番人気）� １９６４（７番人気）
枠連票数 計 ６５７２９ 的中 （１－４） ５１２２（５番人気）
馬連票数 計 ２４９１０３ 的中 �� １８９２５（４番人気）
馬単票数 計 ２０３７７８ 的中 �� ９６１２（５番人気）
ワイド票数 計 １１９４４５ 的中 �� ９７０７（２番人気）�� １４２２（１６番人気）�� ６６１（２３番人気）
３連複票数 計 ３７６７３１ 的中 ��� ２２２４（２５番人気）
３連単票数 計 ７０５６５５ 的中 ��� １２４６（１０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１１．４―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．０―４６．４―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァンクル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．７．３１ 小倉３着

２００９．５．１２生 牡２栗 母 ユアライフスタイル 母母 マイライフスタイル ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 シゲルパパイア号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 シゲルパパイア号は，発走直後に急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルパパイア号は，平成２３年９月４日から平成２３年１０月３日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

２３１２２ ９月３日 小雨 良 （２３小倉４）第１１日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

８１５ ニシノビークイック 牡２栗 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４５８＋ ４１：５０．１ １．７�

５１０ コ ー ダ リ ー 牡２黒鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８＋ ２１：５０．４２ １１．７�

４７ クリノカリスマ 牡２鹿 ５４ 幸 英明栗本 博晴氏 武田 博 日高 豊田田村牧場 ４７８± ０１：５１．０３� ８２．９�
２４ デルマイザナミ 牝２鹿 ５４ 小牧 太浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４４２－ ２１：５１．１� ３０．０�
７１３ イ ツ ノ ヒ カ 牝２鹿 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４９８＋１０ 〃 ハナ ９．６�
５９ メイショウブシドウ 牡２青鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４４２－ ４１：５１．２� ３．４�
３５ エーシンフルパワー 牡２栗 ５４ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 木田牧場 ４６２－１０１：５１．５２ ４８．４	
１２ クールラオウ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ５１２＋１８１：５１．９２� ６６．６

６１２ シゲルクルミ 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 三枝牧場 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ３９３．７�
４８ メイショウアサアケ 牡２黒鹿５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４８０－ ８ 〃 ハナ ２２６．７�
８１６ スピカシチー 牝２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４２８＋ ８ 〃 クビ １１３．５
３６ テイエムアピール 牝２青鹿５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 山口 義彦 ４５４－ ８１：５２．１１ ７２．３�
６１１ ユウキタカラオー 牡２栗 ５４ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４７０± ０１：５２．２� ２６２．２�
２３ シゲルスモモ 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 北俣牧場 ４１２＋ ６ 〃 アタマ ４３５．３�
１１ スペクトルジーン 牡２黒鹿５４ 田中 克典�樽さゆり氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４７６－１０１：５２．４１� ６９０．７�
７１４	 エ ク チ ュ ア 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value
Bloodstock ４４０－ ４ 〃 ハナ ２１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６３７，６００円 複勝： ４８，１２１，６００円 枠連： ９，８６９，８００円

馬連： ３０，４９２，２００円 馬単： ２６，０８５，０００円 ワイド： １４，９９１，９００円

３連複： ４２，４２７，４００円 ３連単： ７８，８１８，２００円 計： ２６５，４４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � １，０８０円 枠 連（５－８） ２３０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，３７０円 �� ５，７１０円

３ 連 複 ��� １０，５１０円 ３ 連 単 ��� ２６，３００円

票 数

単勝票数 計 １４６３７６ 的中 � ７０５５７（１番人気）
複勝票数 計 ４８１２１６ 的中 � ３３２３０３（１番人気）� １６８０４（４番人気）� ３９６４（１０番人気）
枠連票数 計 ９８６９８ 的中 （５－８） ３２９０５（１番人気）
馬連票数 計 ３０４９２２ 的中 �� ２６６６９（３番人気）
馬単票数 計 ２６０８５０ 的中 �� １５９７１（４番人気）
ワイド票数 計 １４９９１９ 的中 �� ９４１１（３番人気）�� ２６２５（１４番人気）�� ６００（３７番人気）
３連複票数 計 ４２４２７４ 的中 ��� ２９８０（３０番人気）
３連単票数 計 ７８８１８２ 的中 ��� ２２１２（７１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．４―１２．６―１３．１―１２．８―１１．７―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．１―４８．７―１：０１．８―１：１４．６―１：２６．３―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．５
１
３
１０，１２（１３，１４）５，６（２，１５）（４，７）８（１，３，１６，９）１１・（１０，７）１２（５，１４，１５）１３，４（２，６）（８，９）１６，１１，３，１

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

勝馬の
紹 介

ニシノビークイック �
�
父 デュランダル �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．７．１６ 新潟２着

２００９．４．２生 牡２栗 母 ニシノビギン 母母 ニシノファイナル ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走状況〕 ユウキタカラオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スピカシチー号の調教師村山明は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金１０，０００円。

ニシノビークイック号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番への進路
影響）

※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 カネトシダイスター号

第４回　小倉競馬　第１１日



２３１２３ ９月３日 小雨 良 （２３小倉４）第１１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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

４５ パープルセンリョ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５２４－ ８ ５９．４ ３．６�

７１２ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿５６ 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４５６＋ ４ ５９．６１� ４．７�
８１３ スイートレーヌ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４４０± ０ ５９．９２ ２．１�
４６ ラ パ ヌ イ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４８２＋１８１：００．３２� １７．２�
５８ キンシゴールド 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社
松田牧場 ４５６＋ ２１：００．５１� ９．２�

７１１ ドリームスパ 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介セゾンレースホース� 中村 均 宮城 遊佐 武俊 ４８８－１０１：００．８１� ３２．４�

２２ プレジデントペスカ 牡３鹿 ５６
５３ ▲森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 村下 貞憲 ４８４－ ６１：００．９クビ ３２．２	

５７ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２２．６


１１ カシノカイオウ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ４８０± ０１：０１．９６ ６７０．５�
６１０ カシノババロア 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平柏木 務氏 梅内 忍 熊本 本田 土寿 ４６０＋ ９１：０２．０� ５８７．５�
６９ ア ゲ マ リ 牡３栗 ５６ 大下 智橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 惣田 英幸 ５０８ ― 〃 ハナ ３８２．０
３３ ウォーターリバティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４２４－１８１：０２．２１� １３４．７�
８１４ マンノヴィクトリア 牝３鹿 ５４ 中村 将之萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４２８＋ ６１：０３．２６ ６７０．５�
３４ クラウンデザイナー 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 ４６４＋３４１：０３．５１� ５０５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６５６，０００円 複勝： ２８，５５６，１００円 枠連： ８，４９１，２００円

馬連： ２７，８４７，１００円 馬単： ２４，８５７，６００円 ワイド： １３，３９９，９００円

３連複： ４０，３０７，８００円 ３連単： ８０，７２７，６００円 計： ２３９，８４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（４－７） ８９０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １９０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� ４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １５６５６０ 的中 � ３４８６２（２番人気）
複勝票数 計 ２８５５６１ 的中 � ４３９５９（３番人気）� ３８２１２（４番人気）� １１７２９３（１番人気）
枠連票数 計 ８４９１２ 的中 （４－７） ７０７８（４番人気）
馬連票数 計 ２７８４７１ 的中 �� ２０６９８（４番人気）
馬単票数 計 ２４８５７６ 的中 �� ９７３２（６番人気）
ワイド票数 計 １３３９９９ 的中 �� ８８６６（４番人気）�� １９１０７（２番人気）�� ２０５３２（１番人気）
３連複票数 計 ４０３０７８ 的中 ��� ６４７９２（１番人気）
３連単票数 計 ８０７２７６ 的中 ��� １４５９５（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パープルセンリョ �
�
父 インターハイクラス �

�
母父 Royal Academy デビュー ２０１１．５．１５ 新潟２着

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ポットアカデミー 母母 ベ ー シ イ ド ４戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンデザイナー号は，平成２３年１０月３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ナリタハピネス号・ニューディケイド号

２３１２４ ９月３日 小雨 良 （２３小倉４）第１１日 第４競走 ��２，９００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０７．１良

８１２ ウィルビーキング �７栗 ６０ 佐久間寛志前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ６３：１２．５ ２．２�

６７ � エーシンマイトップ 牡５栗 ６０ 西谷 誠�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-
ter Farm ５００－ ８３：１３．７７ ３．９�

７１０ タッチマイハート 牡４黒鹿６０ 林 満明武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４８４＋１２３：１３．９１ １９．２�
７９ サトノケンオー �４栗 ６０ 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８４＋１４３：１４．４３ ７．９�
８１１ シゲカツパワー 牝４栗 ５８ 中村 将之�駒秀 武田 博 新ひだか 岡田牧場 ４７４＋１２３：１７．２大差 ２１．７�
３３ � セフティファンキー 牡５栗 ６０ 南井 大志池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４５８－ ４３：１８．２６ １６．２�
２２ ウェザーサイド 牡５鹿 ６０ 小坂 忠士吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５８＋１２３：１９．８１０ ４．８	
５６ クレバーウエスタン 牡３芦 ５８ 黒岩 悠田
 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７８＋ ６３：２０．９７ ５７．０�
６８ スナークフルハウス 牡３栗 ５８ 白浜 雄造杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新ひだか 見上牧場 ４８０± ０３：２１．０� １４９．３�
５５ ナンゴクノゴルゴ 牡３鹿 ５８ 田村 太雅渡 義光氏 武 宏平 鹿児島 徳重 正幸 ４３８＋ ２３：２１．６３	 １１８．５
１１ � フミノイダテン 牡４鹿 ６０ 難波 剛健谷 二氏 目野 哲也 新ひだか へいはた牧場 ５５６＋１４３：２３．１９ ７４．６�
４４ シゲルマドギワゾク 牡３鹿 ５８ 北沢 伸也森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４３６＋ ２ （競走中止） １１４．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，７７６，４００円 複勝： １１，１０１，６００円 枠連： ７，３６３，８００円

馬連： ２１，７６６，３００円 馬単： １８，９０９，９００円 ワイド： １０，７８１，３００円

３連複： ３２，９８８，２００円 ３連単： ６３，６５８，５００円 計： １７７，３４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ３５０円 枠 連（６－８） ３１０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ５５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ３，３２０円

票 数

単勝票数 計 １０７７６４ 的中 � ３８６００（１番人気）
複勝票数 計 １１１０１６ 的中 � ３５６４８（１番人気）� ２２９７８（２番人気）� ４９２６（６番人気）
枠連票数 計 ７３６３８ 的中 （６－８） １７７４５（１番人気）
馬連票数 計 ２１７６６３ 的中 �� ５７７４０（１番人気）
馬単票数 計 １８９０９９ 的中 �� ２５０９９（１番人気）
ワイド票数 計 １０７８１３ 的中 �� ２８４１０（１番人気）�� ３７９０（９番人気）�� ２９６２（１０番人気）
３連複票数 計 ３２９８８２ 的中 ��� ２１１４７（４番人気）
３連単票数 計 ６３６５８５ 的中 ��� １４１７８（８番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５２．６－３F ３９．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
７－９（２，１０）－１２－１１＝３－１＝６＝（８，５）－４
７，１０，９，１２＝２，１１＝３＝１，６＝８，５

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

勝馬の
紹 介

ウィルビーキング �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．８．１３ 小倉２着

２００４．４．２８生 �７栗 母 ゲーリックキャット 母母 Gaelic Bird 障害：５戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔発走状況〕 エーシンマイトップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 シゲルマドギワゾク号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため２周目１号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エーシンマイトップ号は，平成２３年９月４日から平成２３年１０月３日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 アクアブルースカイ号



２３１２５ ９月３日 小雨 良 （２３小倉４）第１１日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

３５ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４４８－ ６１：０９．５ ２．９�

５１０ コスモアパッチ 牡３芦 ５６ 北村 友一 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新冠 高橋 忍 ４４０± ０ 〃 クビ ９．３�
１２ プレミアムカード �３鹿 ５６ 浜中 俊青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ４１：０９．８２ ３．４�
５９ シャープナー 牝３鹿 ５４ 幸 英明M．タバート氏 加藤 敬二 浦河 不二牧場 ４７４± ０１：０９．９� ２１６．２�
３６ エメラルドコースト 牝３栗 ５４ 酒井 学木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B４９８± ０１：１０．３２� ３５７．２�
８１７ シ ル ダ リ ア 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ６ 〃 ハナ １７．６	
６１２ サンライズサルーテ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ６１：１０．４� ５．７

７１４ セイシュンノヒビ 牝３鹿 ５４ 小牧 太小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２８－ ２１：１０．５� １４．４�
７１３ アドマイヤドミノ 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６４ ― 〃 ハナ ２２．２�
２４ ファンシービビッド 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志青山 洋一氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８１：１０．８２ １０．８
１１ ソトーグラシオ 牝３栗 ５４ 鮫島 克也 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ２７４．３�

（佐賀）

６１１ マックスロクシー 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 ３９６ ―１：１０．９� １２３．７�

４７ ワンダーシモン 牝３黒鹿５４ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 えりも 能登 浩 ３９０－ ２１：１１．３２� ５７９．６�
４８ タイキエレイン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４１２－ ８ 〃 ハナ ５２．１�
８１８ フェアギャンブラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二�ターフ・スポート坂口 正則 新ひだか 藤井 益美 ４２６－ ２１：１１．６２ １４４．３�
２３ ヤマカツライラック 牝３栗 ５４ 安藤 光彰山田 和夫氏 池添 兼雄 浦河 岡崎牧場 ４１６－ ６１：１２．１３ １０９．０�
７１５ カ シ ノ ラ ム 牝３黒鹿５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５６＋ ４１：１２．３１ ６６７．６�
８１６ フィッシャーガール 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４６２± ０ 〃 クビ ４０１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１８０，６００円 複勝： ２６，５４６，０００円 枠連： １１，１４８，７００円

馬連： ３９，６０１，６００円 馬単： ２９，４１３，６００円 ワイド： １９，８３５，３００円

３連複： ５６，５７４，５００円 ３連単： ９５，２４８，０００円 計： ２９４，５４８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（３－５） １，７５０円

馬 連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２２０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� ９，３４０円

票 数

単勝票数 計 １６１８０６ 的中 � ４５３６０（１番人気）
複勝票数 計 ２６５４６０ 的中 � ６６８００（１番人気）� ２２９９８（４番人気）� ５３９８４（２番人気）
枠連票数 計 １１１４８７ 的中 （３－５） ４７０５（６番人気）
馬連票数 計 ３９６０１６ 的中 �� １７６１８（４番人気）
馬単票数 計 ２９４１３６ 的中 �� ７９４６（８番人気）
ワイド票数 計 １９８３５３ 的中 �� ９２１７（４番人気）�� ２６７５９（１番人気）�� ８０４４（５番人気）
３連複票数 計 ５６５７４５ 的中 ��� ２６８７１（３番人気）
３連単票数 計 ９５２４８０ 的中 ��� ７５２９（１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．６―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．０―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウセトウチ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１１．５．２２ 京都１６着

２００８．３．１４生 牡３鹿 母 アイノサンライト 母母 モアインヘリタンス ６戦１勝 賞金 ８，６００，０００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） ２頭 スイートサンテ号・フェリスヴァーズ号
（非抽選馬） ２頭 ディアウィキッド号・リーチフェアネス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３１２６ ９月３日 小雨 良 （２３小倉４）第１１日 第６競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ ネオリアライズ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４７４± ０１：４６．３ ３．３�

３６ � タ ー ル タ ン 牡３芦 ５６ 小牧 太グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 George Waggoner
Stables Inc. ４６２－ ４１：４７．０４ ３．９�

２４ ハギノギフト 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介安岡美津子氏 野中 賢二 浦河 村下 明博 ４１４＋ ２１：４７．８５ ５０．８�

７１４ テンシノイツル 牡３黒鹿５６ 中村 将之岩� 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４４０－ ２１：４８．２２� ５４．２�
７１３ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６ 幸 英明土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３４＋ ２１：４８．５２ １５．７�
６１１ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５２２＋２２１：４８．６� ２１２．９�
４７ モータウンサウンド 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 	社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：４８．７� ２．８

３５ ハギノクレバー 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 B４４６－ ８ 〃 クビ ２４．０�
８１６� ゼ マ テ ィ ス 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介吉田 和美氏 吉田 直弘 新

Jungle Pocket Pty
Ltd & Rich Hill
Thoroughbreds Ltd

４２６－ ６１：４８．８� ５３．５�
５９ テ フ テ フ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三	ターフ・スポート村山 明 浦河 大北牧場 ４３６＋ ８１：４９．０１� １５９．４
８１５ エデンシチー 牡３鹿 ５６ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 B５０８± ０１：４９．２１� ２３３．３�
４８ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４９６－１０１：４９．５１	 ３００．３�
６１２ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４５６－ ２１：４９．７１� ８．４�
１２ � マスターズソング 牡３芦 ５６ 小林慎一郎	リーヴァ 矢作 芳人 米

James C. Weigel
& Unbridled’s
Song Syndicate

５２６＋１４１：５０．４４ ３４．７�
５１０ ダブルエッグ 牡３栗 ５６

５４ △国分 優作越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ ４１９．７�
２３ ロングタイタン 牡３青 ５６ 石橋 守中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ５４０ ―１：５４．２大差 １８４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１２６，１００円 複勝： ２５，５９９，４００円 枠連： １０，３４０，７００円

馬連： ３３，４３４，０００円 馬単： ２５，７２８，３００円 ワイド： １７，２４１，７００円

３連複： ５０，９５３，８００円 ３連単： ８９，２３０，４００円 計： ２６７，６５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ７４０円 枠 連（１－３） ４５０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １，３６０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 ��� １８，０００円

票 数

単勝票数 計 １５１２６１ 的中 � ３７０２３（２番人気）
複勝票数 計 ２５５９９４ 的中 � ７４０４１（１番人気）� ４６４１６（３番人気）� ５４６３（７番人気）
枠連票数 計 １０３４０７ 的中 （１－３） １７１５０（２番人気）
馬連票数 計 ３３４３４０ 的中 �� ５６３８３（２番人気）
馬単票数 計 ２５７２８３ 的中 �� ２０９３７（３番人気）
ワイド票数 計 １７２４１７ 的中 �� ２３１６２（２番人気）�� ２７６４（１３番人気）�� ２３２０（１７番人気）
３連複票数 計 ５０９５３８ 的中 ��� ６９７４（１６番人気）
３連単票数 計 ８９２３０４ 的中 ��� ３６６０（４８番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．５―１２．６―１２．９―１３．３―１３．２―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．２―４１．８―５４．７―１：０８．０―１：２１．２―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．３
１
３
１，１６（６，７）１２（４，１１）（９，１５）２（８，１４）－１０－（５，１３）＝３・（１，１６）（６，７）４（１２，９）１１－（１５，１３）（２，８，１４）５，１０＝３

２
４

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

勝馬の
紹 介

ネオリアライズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Exploit デビュー ２０１１．５．７ 新潟１２着

２００８．４．１０生 牡３鹿 母 キミーズキッド 母母 Klassy Kim ５戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングタイタン号は，平成２３年１０月３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ゴールドディガー号
（非抽選馬） １頭 シルクユージー号



２３１２７ ９月３日 曇 良 （２３小倉４）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 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
１：４４．１

良

良

７１４ ロ ベ ル タ 牝３栗 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５８＋２２１：４９．０ ２２．９�

８１５ ゴールデングローブ 牝３栗 ５４ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５２＋２２１：４９．２１� ３．２�

２３ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ 赤木高太郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４４２－ ４ 〃 クビ ５．９�
６１２ マリアンデール 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４１：４９．４１� １２．１�
４７ ナリタカサブランカ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４３６＋ ２１：４９．５� ９．２�
１２ メイショウシレトコ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６２－ ２１：４９．７１� ３．６�
５１０ クーファセクメト 牝３鹿 ５４ 和田 竜二大迫久美子氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４５０－１２１：４９．９１� １８．７	
３５ ハギノフォルテ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作安岡美津子氏 鮫島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム ４４４－ ６ 〃 クビ ２８８．０


２４ ツルマルアゲイン 牡３栗 ５６ 酒井 学鶴田 任男氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４９２－ ６１：５０．０� ８３．８�
７１３ スマートスピリット 牡３鹿 ５６ 鮫島 克也大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ４ 〃 クビ １０２．０�

（佐賀）

１１ レ リ シ ェ ス 牝３栗 ５４ 小坂 忠士日進牧場 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 ４４２－ ４１：５０．２１� １３７．５�
８１６ タ イ ア ッ プ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介キャピタルクラブ 坂口 正則 日高 浜本 幸雄 ４３２＋ ２１：５１．０５ ４３．１�
５９ オースミラバー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４９０－ ４１：５１．１� １０．２�
６１１ ノブアルコバレーノ 牡３鹿 ５６ 高田 潤前田 亘輝氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４６４－１０１：５１．５２� ５２７．３�
４８ コーイヌール 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太 社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：５２．１３� ２１．８�
３６ ソ ー ニ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志平井 裕氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：５２．９５ ２０６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５９２，７００円 複勝： ２５，７７２，６００円 枠連： １１，５８１，１００円

馬連： ４０，８０６，９００円 馬単： ２７，１６６，３００円 ワイド： １８，４１８，９００円

３連複： ５４，１３０，７００円 ３連単： ８７，４０４，０００円 計： ２８１，８７３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２９０円 複 勝 � ６８０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ４，３１０円

馬 連 �� ３，８１０円 馬 単 �� １９，２３０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� ３，１１０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １２，３６０円 ３ 連 単 ��� １０７，６９０円

票 数

単勝票数 計 １６５９２７ 的中 � ５７２８（９番人気）
複勝票数 計 ２５７７２６ 的中 � ７５１９（９番人気）� ５２５３６（２番人気）� ３１５７３（３番人気）
枠連票数 計 １１５８１１ 的中 （７－８） １９８６（１７番人気）
馬連票数 計 ４０８０６９ 的中 �� ７９２２（１４番人気）
馬単票数 計 ２７１６６３ 的中 �� １０４３（５５番人気）
ワイド票数 計 １８４１８９ 的中 �� ２７９０（１９番人気）�� １３８６（３３番人気）�� ９３４４（４番人気）
３連複票数 計 ５４１３０７ 的中 ��� ３２３４（３８番人気）
３連単票数 計 ８７４０４０ 的中 ��� ５９９（３０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．３―４９．１―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．２―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．５
１
３

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

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

ロ ベ ル タ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１１着

２００８．２．１０生 牝３栗 母 グレースアドマイヤ 母母 バレークイーン ３戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔発走状況〕 スマートスピリット号は，枠入り不良。
※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） １頭 アンダーザローズ号
（非抽選馬） ２頭 ギャバン号・リアリーサムシング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３１２８ ９月３日 曇 良 （２３小倉４）第１１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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３５ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９４＋ ２１：０８．８ ８．６�

７１３ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５３ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４５２＋ ４１：０８．９� ５．５�
５９ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ 小牧 太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２．０�
７１４ パ ス ピ エ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ６１：０９．０� ４０．３�
８１８ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 北村 友一森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５２２－ ２ 〃 クビ ２１．９�
２３ ネオザミスティック 牝３黒鹿５３ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：０９．１クビ ２０．０�
２４ サカジロロイヤル 牡３黒鹿 ５５

５３ △国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ４８４－ ２１：０９．３１� ９．２�
１１ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ７４．２	
３６ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５５ 武 豊尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０４＋１０１：０９．５１	 １２．３

１２ 
 アグネスティンクル 牡４栗 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４６４＋ ２１：０９．６� ２３．４�
６１１ ヒカリゴールド 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介�ヒカリクラブ 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４５０－ ８１：０９．７� １４９．５
４７ マイネルメガロス 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三 �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 ４７４＋ ４１：０９．８� ３０．９�
５１０ バンブーマンユー 牡３青鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４７２± ０１：１０．０１	 ２３３．６�
６１２ エンジョイタイム 牡３鹿 ５５ 赤木高太郎前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８＋ ２ 〃 クビ ９５．１�
４８ � ジ ェ ニ コ 牝４鹿 ５５ 高田 潤松田 整二氏 牧浦 充徳 むかわ サイファーム ４５８－ ４１：１０．１クビ ４０２．１�
７１５ エーシンスポール 牝４黒鹿５５ 鮫島 克也�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４８２＋１０１：１０．５２� １１２．６�

（佐賀）

８１７ マルタカボーイス 牝５鹿 ５５ 石橋 守國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８６＋２０１：１０．９２� １５８．４�
８１６ ハ ナ カ ゲ 牝３栗 ５３

５０ ▲藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４４２＋１０ 〃 クビ ３５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，７９６，１００円 複勝： ３５，５１２，１００円 枠連： １７，２０２，５００円

馬連： ５２，０５６，０００円 馬単： ３４，９３２，９００円 ワイド： ２４，４９０，２００円

３連複： ７５，４０５，９００円 ３連単： １２３，２５２，１００円 計： ３８２，６４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（３－７） １，１１０円

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ３８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� １８，０００円

票 数

単勝票数 計 １９７９６１ 的中 � １８２４７（３番人気）
複勝票数 計 ３５５１２１ 的中 � ４４２７２（３番人気）� ５７８０７（２番人気）� １１９７６５（１番人気）
枠連票数 計 １７２０２５ 的中 （３－７） １１４６４（４番人気）
馬連票数 計 ５２０５６０ 的中 �� １５０２２（９番人気）
馬単票数 計 ３４９３２９ 的中 �� ４４４８（１８番人気）
ワイド票数 計 ２４４９０２ 的中 �� ８８６８（６番人気）�� １５５７５（２番人気）�� ３０２９０（１番人気）
３連複票数 計 ７５４０５９ 的中 ��� ３４２９３（２番人気）
３連単票数 計１２３２５２１ 的中 ��� ５０５４（３５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１１．３―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４５．２―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスウイッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神２着

２００８．５．１１生 牡３黒鹿 母 アグネスシスター 母母 アグネスオーロラ １０戦２勝 賞金 ２２，９１７，０００円
〔制裁〕 アグネスウイッシュ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１７番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エナジーハート号・トーワテレサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２３１２９ ９月３日 曇 良 （２３小倉４）第１１日 第９競走 ��
��１，７００�

か ら つ

唐 津 特 別
発走１４時２５分 （ダート・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 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ ウインベルカント 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４８８－ ６１：４４．９ ６．８�

４６ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５２８＋ ２１：４５．０� １７５．６�
２３ スカイスクレイパー 牡３栗 ５４ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ４１：４５．１� ２．７�
７１３ グラッツィア 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：４５．４１� １６．７�
５８ ウォーターサムデイ 牡５鹿 ５７ 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４８０＋ ４１：４５．７２ ３２．２�
３５ ウインドミネーター 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５１０－ ４１：４５．９１	 ２．６�
８１４ オリエンタルコール 牡４鹿 ５７ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４３４－ ６１：４６．３２� １６．６	
６１１ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５００＋ ４１：４６．６１� ４０４．６

８１５
 モエレジュンキン 牡４鹿 ５７ 国分 優作鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ７．６�
５９ ミ ゲ ー ル 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４７８＋ ２１：４６．８１� ９９．３�
４７ � エーシンテュポーン 牡４鹿 ５７ 国分 恭介�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ４１：４７．０１ ９３．８
６１０ エーシンギガウイン 牡３鹿 ５４ 浜中 俊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５２２＋ ６１：４７．２１� ３７．０�
７１２
 オレサイキョー 牡５黒鹿５７ 松山 弘平齊藤四方司氏 河野 通文 浦河 大西牧場 ４９０－ ４１：４７．３クビ ３３７．０�
３４ 
 ワンダーダーク 牡４鹿 ５７ 北村 友一山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 ４５４＋ ２１：４８．２５ ３２３．３�
２２ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文内藤 耕造氏 高橋 隆 新ひだか 原口フアーム ４６４＋１６１：４８．８３� ２７４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，２８４，６００円 複勝： ４５，４７７，６００円 枠連： １８，０９３，０００円

馬連： ７６，１７７，８００円 馬単： ４９，６２５，５００円 ワイド： ２８，８９２，７００円

３連複： ９６，３７９，４００円 ３連単： １９６，６５３，６００円 計： ５３５，５８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １７０円 � １，７５０円 � １３０円 枠 連（１－４） １４，８１０円

馬 連 �� ５２，９９０円 馬 単 �� ８４，３９０円

ワ イ ド �� ６，４２０円 �� ２６０円 �� ２，８９０円

３ 連 複 ��� ２５，５５０円 ３ 連 単 ��� ３２１，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２４２８４６ 的中 � ２８３２６（３番人気）
複勝票数 計 ４５４７７６ 的中 � ７３６１４（３番人気）� ４１５８（１１番人気）� １２５８８３（１番人気）
枠連票数 計 １８０９３０ 的中 （１－４） ９０２（２５番人気）
馬連票数 計 ７６１７７８ 的中 �� １０６１（４６番人気）
馬単票数 計 ４９６２５５ 的中 �� ４３４（８２番人気）
ワイド票数 計 ２８８９２７ 的中 �� ９７７（３９番人気）�� ３３９３５（２番人気）�� ２２０２（２３番人気）
３連複票数 計 ９６３７９４ 的中 ��� ２７８４（５１番人気）
３連単票数 計１９６６５３６ 的中 ��� ４５２（４２６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．３―４２．２―５４．９―１：０７．６―１：２０．０―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインベルカント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スラヴィック デビュー ２００９．７．１２ 札幌１３着

２００７．３．２２生 牡４黒鹿 母 シルバーアクト 母母 ヒダカアクト １０戦２勝 賞金 ２６，９４２，０００円
※出走取消馬 リリー号（疾病〔右前挫跖〕のため）

２３１３０ ９月３日 曇 良 （２３小倉４）第１１日 第１０競走 ��
��１，８００�

し ら ぬ い

不 知 火 特 別
発走１５時００分 （芝・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
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１２ メイショウカンパク 牡４黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ４１：４６．４ ３．７�

６７ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４± ０１：４６．５� ２．３�
５５ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３０＋ ２１：４７．１３� ７３．３�
３３ ブルーモーリシャス 牡５青鹿５７ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４７．４２ １０１．０�
７１０ メイショウジェイ 牝６鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４６０＋ ６ 〃 ハナ １５８．３�
５６ タムロスカイ 牡４栗 ５７ 和田 竜二谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８２± ０１：４７．５� ９．５	
８１１ チュウワプリンス 牡５黒鹿５７ 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２± ０１：４７．６� ７．７

２２ 	 ハギノアスラン 
７鹿 ５７ 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２ 〃 クビ １９２．５�
１１ セイクリッドセブン 牡４栗 ５７ 熊沢 重文 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ８１：４７．８１� １４．８�
４４ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６８± ０１：４８．１１� ２５．２
７９ ラッキーポケット 牡５鹿 ５７ 浜中 俊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５１４± ０１：５０．３大差 ２５．３�
６８ メイショウナルト 牡３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５０－ ２１：５１．２５ ７．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，５３４，１００円 複勝： ６０，１１１，７００円 枠連： ２４，１６３，８００円

馬連： １０５，９４７，０００円 馬単： ５９，０５９，９００円 ワイド： ３９，７２７，４００円

３連複： １２３，３８０，３００円 ３連単： ２４６，９７３，１００円 計： ６９３，８９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ９９０円 枠 連（６－８） ２４０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３，２１０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ７，８００円 ３ 連 単 ��� ２９，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３４５３４１ 的中 � ７４４８５（２番人気）
複勝票数 計 ６０１１１７ 的中 � １３７６９９（２番人気）� １５９２５１（１番人気）� ９０９７（９番人気）
枠連票数 計 ２４１６３８ 的中 （６－８） ７７０５７（１番人気）
馬連票数 計１０５９４７０ 的中 �� １７５８９７（１番人気）
馬単票数 計 ５９０５９９ 的中 �� ３９０８９（２番人気）
ワイド票数 計 ３９７２７４ 的中 �� ５７５１７（１番人気）�� ２６２１（３２番人気）�� ３６８６（２５番人気）
３連複票数 計１２３３８０３ 的中 ��� １１６８３（２７番人気）
３連単票数 計２４６９７３１ 的中 ��� ６０８６（９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．３―３５．４―４７．３―５９．２―１：１１．６―１：２３．５―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．８
１
３
８（９，１１）（４，６，１０）（２，５，７）１２，３，１・（８，９，１１）（４，６，１０）（２，５，７）（１，１２）３

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

勝馬の
紹 介

メイショウカンパク �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．３ 阪神３着

２００７．５．１５生 牡４黒鹿 母 ダンシングハピネス 母母 メイショウサチカゼ ２１戦４勝 賞金 ７２，９３９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウナルト号は，平成２３年１０月３日まで平地競走に出走できない。



２３１３１ ９月３日 曇 良 （２３小倉４）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，２２．９．４以降２３．８．２８まで１回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

北九州市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６６ キョウワマグナム 牡４鹿 ５７ 小牧 太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５４６－ ８１：０８．５ ２．１�

１１ マイネショコラーデ 牝３青鹿５２ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ２１：０８．６� １１．７�

５５ ボストンエンペラー 牡３黒鹿５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ４．３�
３３ エイシンパンサー 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４７０＋ ８１：０８．８１� ８．０�
８８ アキノパンチ 牡７鹿 ５１ 酒井 学穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５００－ ２１：０８．９� １０１．９�
８９ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ５２ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５６± ０ 〃 クビ ５．８	
４４ � フ ァ ル ク ス 牡６鹿 ５４ 鮫島 克也永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ３５．５


（佐賀）

２２ リッカアリュール 牡５栗 ５６ 武 豊立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９２－ ２１：０９．０	 １０．０�
７７ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５３ 国分 優作泉 一郎氏 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９２± ０１：０９．１クビ ５０．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４６，９８０，１００円 複勝： ７３，７９０，８００円 枠連： ２４，８４２，０００円

馬連： １５５，６３９，１００円 馬単： １０３，２９０，１００円 ワイド： ４８，５９２，８００円

３連複： １７２，２９５，１００円 ３連単： ４８７，５３３，９００円 計： １，１１２，９６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １３０円 枠 連（１－６） １，３６０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４６９８０１ 的中 � １８０６０９（１番人気）
複勝票数 計 ７３７９０８ 的中 � ２９３４２８（１番人気）� ４６０６３（６番人気）� １４４２５１（２番人気）
枠連票数 計 ２４８４２０ 的中 （１－６） １３４９６（６番人気）
馬連票数 計１５５６３９１ 的中 �� ９３６９４（５番人気）
馬単票数 計１０３２９０１ 的中 �� ４２９８２（６番人気）
ワイド票数 計 ４８５９２８ 的中 �� ２７１５３（４番人気）�� ８８６５４（１番人気）�� １５７９６（１０番人気）
３連複票数 計１７２２９５１ 的中 ��� ９９３３３（４番人気）
３連単票数 計４８７５３３９ 的中 ��� ５３５７４（１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１１．２―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．３―４５．５―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワマグナム 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．２３ 小倉６着

２００７．２．１７生 牡４鹿 母 キョウワプラチナ 母母 グレンビーサマー １４戦５勝 賞金 ７１，１３６，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３１３２ ９月３日 曇 良 （２３小倉４）第１１日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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
１：４１．７

不良

不良

１２ パ ミ ー ナ 牝４栗 ５５
５４ ☆国分 恭介門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４６８＋ ２１：４５．０ ４．６�

６１１ マイユクール 牝３黒鹿５２ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４６＋ ６１：４５．６３� ２．９�
７１４ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８６＋ ６１：４６．０２� ７４．８�
３５ キクノレジーナ 牝３青 ５２ 渡辺 薫彦菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４５２± ０１：４６．３１� １４．２�
１１ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６０＋ ６１：４６．８３ １９．０�
４８ エルメスグリーン 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ５０２＋ ６ 〃 ハナ ３．４	
８１５ ピアノボレロ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３４± ０１：４６．９� １３１．６

２３ ラトーヌペガサス 牝３鹿 ５２

５０ △国分 優作松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ １１．５�
３６ � クリノソーニャ 牝６鹿 ５５

５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４５４＋ ４１：４７．０� ８９．０�
２４ カシノスターライト 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５１２＋２２１：４７．５３ ５７．４
５１０ ホッコーフクヒメ 牝５芦 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４９８＋３０１：４７．７１� ２５０．８�
５９ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５２ 武 豊小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４３２± ０１：４７．８クビ ９．８�
４７ � ネオスペチアーレ 牝４鹿 ５５ 小牧 太小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４６０＋１７ 〃 ハナ ９２．２�
７１３ シルキーフェスタ 牝４栗 ５５ 田村 太雅有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４４２＋１０１：４８．５４ １４４．０�
８１６ チャールストン 牝６黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６６＋ ４１：５０．４大差 １６０．７�
６１２� ア イ キ ャ ン 牝４鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂河村 �平氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 B４２４± ０１：５１．３５ ３０８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６９２，７００円 複勝： ３９，５１２，６００円 枠連： ２１，３３２，６００円

馬連： ９３，３７２，３００円 馬単： ５３，３２７，１００円 ワイド： ３４，６６７，９００円

３連複： １１９，６５７，８００円 ３連単： ２４２，９４２，２００円 計： ６３１，５０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ９３０円 枠 連（１－６） ５４０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ３，６３０円 �� ３，２９０円

３ 連 複 ��� １１，１８０円 ３ 連 単 ��� ４３，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２６６９２７ 的中 � ４５８５９（３番人気）
複勝票数 計 ３９５１２６ 的中 � ７４２７９（３番人気）� １０２０９２（１番人気）� ６９０４（９番人気）
枠連票数 計 ２１３３２６ 的中 （１－６） ２９３４１（２番人気）
馬連票数 計 ９３３７２３ 的中 �� １２５２８８（２番人気）
馬単票数 計 ５３３２７１ 的中 �� ２８３５１（６番人気）
ワイド票数 計 ３４６６７９ 的中 �� ３２１０９（３番人気）�� ２１４９（３３番人気）�� ２３７６（３１番人気）
３連複票数 計１１９６５７８ 的中 ��� ７９０５（３５番人気）
３連単票数 計２４２９４２２ 的中 ��� ４０８３（１２３番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．６―１１．５―１２．７―１３．０―１３．２―１２．６―１２．１―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．５―２９．０―４１．７―５４．７―１：０７．９―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４F５０．３―３F３７．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

パ ミ ー ナ �
�
父 ロイヤルウエスト �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１２．２６ 阪神８着

２００７．３．１０生 牝４栗 母 スターマレイン 母母 Devil’s Needle １７戦３勝 賞金 ２９，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャールストン号・アイキャン号は，平成２３年１０月３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 タムロプリンセス号・プレシャスマリン号



（２３小倉４）第１１日 ９月３日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

１７９，２００，０００円
２，１３０，０００円
１０，２２０，０００円
１，４４０，０００円
１６，６３０，０００円
６０，３６３，２５０円
５，２０６，４００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
２５１，９６９，１００円
４３６，８８１，２００円
１７１，００２，１００円
７０２，０５０，６００円
４７２，７７４，０００円
２８２，９８４，５００円
９０２，１７４，０００円
１，８６３，００７，１００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 ５，０８２，８４２，６００円

総入場人員 ６，３７１名 （有料入場人員 ５，５４０名）


