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２２１３３ ９月２日 曇 良 （２４小倉２）第１２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

２２ ラ ラ ガ ニ エ 牡２栗 ５４ 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０ ５９．８ ３．６�

４６ ドリームハヤテ 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ６．１�
５８ ゼンノビッグワン 牡２鹿 ５４ 幸 英明大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５３２＋ ２１：００．１１� ４．０�
５７ ニシノモンクス 牝２鹿 ５４ 小牧 太西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム ４５０± ０ 〃 クビ １２．０�
１１ メイショウアルファ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４２＋ ６１：００．３１� ２２．９�
８１４ オメガファイター 牡２鹿 ５４ 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：００．７２	 ５．３	
８１３ ハニーバニー 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 B４８０－ ２１：００．８	 １８．３

７１２ リッシンロケット 牡２芦 ５４ 熊沢 重文小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４４２＋１２１：００．９	 ２０７．１�
３３ メイショウダル 牡２栗 ５４ 酒井 学松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 本巣 敦 ４２０＋ ８ 〃 ハナ ２２．９�
６１０ クリノコトノオー 牡２鹿 ５４ 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 ４６４－ ６１：０１．０クビ ８．８
４５ ダンツバーゴ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 ４３０± ０１：０１．８５ ８５．７�
６９ シゲルウサギザ 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二森中 蕃氏 梅内 忍 宮崎 谷川 一美 ４０８＋１０１：０２．０１	 ３６９．５�
７１１ ベンテンオリュウ 牝２黒鹿５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４５６－ ４１：０２．８５ １０２．６�
３４ シゲルミズガメザ 牡２鹿 ５４ 高倉 稜森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン

テンファーム ４７２＋ ８１：０２．９	 １４８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５８２，２００円 複勝： ２５，３８５，９００円 枠連： １０，２８０，９００円

馬連： ３３，３２７，６００円 馬単： ２３，１４５，３００円 ワイド： １５，８９２，４００円

３連複： ５２，０２２，１００円 ３連単： ７６，６６７，６００円 計： ２５１，３０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � １６０円 枠 連（２－４） １，３００円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ３９０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� ８，８７０円

票 数

単勝票数 計 １４５８２２ 的中 � ３２５１０（１番人気）
複勝票数 計 ２５３８５９ 的中 � ４６６７１（２番人気）� ２４４９１（５番人気）� ４７９３９（１番人気）
枠連票数 計 １０２８０９ 的中 （２－４） ５８５９（６番人気）
馬連票数 計 ３３３２７６ 的中 �� １９７９３（４番人気）
馬単票数 計 ２３１４５３ 的中 �� ７７８０（５番人気）
ワイド票数 計 １５８９２４ 的中 �� ６４６６（７番人気）�� １０６９２（１番人気）�� ６６３５（６番人気）
３連複票数 計 ５２０２２１ 的中 ��� ２１２１６（４番人気）
３連単票数 計 ７６６６７６ 的中 ��� ６３８０（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１２．１―１３．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３７．１
３ ・（２，６）－８，１，７，３（１３，１４）１２－９，１１－５，１０＝４ ４ ・（２，６）－８－１（３，７）（１４，１２）１３－９－（５，１１，１０）＝４

勝馬の
紹 介

ラ ラ ガ ニ エ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１２．６．１６ 阪神２着

２０１０．２．２１生 牡２栗 母 サトノローズヒップ 母母 スターマイライフ ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ドリームハヤテ号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
※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 マルトクスパート号

２２１３４ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４７ ヨドノグレイス 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４２６＋１０１：０８．１ ６．９�

１２ アシュケナージ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４４２＋ ８１：０８．３１� １４．７�
８１７ イ ツ ノ ヒ カ 牝３鹿 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４８２± ０ 〃 クビ ２．１�
２４ ボストンストロング 牡３黒鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２８＋ ４１：０８．７２� ３５．６�
７１４ キャニオンランズ 牝３青 ５４ 鮫島 良太�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４５０＋１６ 〃 ハナ ２８．８�
４８ エーシンプロースト 牡３栗 ５６ 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５６＋ ４１：０９．０１� １４．８	
５１０ テーオーアパタイト 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ８．９

７１３ アクアブルーウェイ 牡３栗 ５６ 幸 英明佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 B４７６－１４ 〃 アタマ ３５．９�
５９ スズカドンドン 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ４．７�
８１８ ドリームスター 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二田島 政光氏 今野 貞一 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４３４＋ ８１：０９．１クビ ３６．７

７１５ ボスキャラメル 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 加藤牧場 ４９８－ ２１：０９．２� ８２４．０�
１１ サファイアヒロイン 牝３栗 ５４ 松山 弘平有限会社シルク鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４５０－ ６ 〃 アタマ １４０．４�
６１２	 シゲルグアバ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 田中 章博 米 Pam & Mar-

tin Wygod ５０４＋１４ 〃 ハナ ３６７．３�
６１１ アズマセブンガール 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三東 哲次氏 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４９４＋ ６１：０９．９４ ４４．２�
３６ マンデルクライエ 牝３栗 ５４ 高倉 稜吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４４８＋１０１：１０．１１� ３０３．０�
３５ ビコースピカ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 ３９６－ ４１：１０．３１� ５２１．８�
８１６ サマーヴィクトリア 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦セゾンレースホース� 中村 均 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ４１：１０．５１� ３１５．８�
２３ ユアーズエバー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ４３０－ ２１：１１．１３� ４２６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１４９，０００円 複勝： ２５，９５２，７００円 枠連： １４，０５６，９００円

馬連： ３５，０７４，３００円 馬単： ２７，５６０，３００円 ワイド： １７，９１４，８００円

３連複： ５３，８３４，４００円 ３連単： ８４，６６５，８００円 計： ２７６，２０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � ４２０円 � １３０円 枠 連（１－４） ３，５００円

馬 連 �� ４，１８０円 馬 単 �� ６，９８０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ３９０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� ２３，４１０円

票 数

単勝票数 計 １７１４９０ 的中 � １９６０８（３番人気）
複勝票数 計 ２５９５２７ 的中 � ２６３８２（４番人気）� １１４２８（６番人気）� ８０３５６（１番人気）
枠連票数 計 １４０５６９ 的中 （１－４） ２９６７（１３番人気）
馬連票数 計 ３５０７４３ 的中 �� ６２０３（１４番人気）
馬単票数 計 ２７５６０３ 的中 �� ２９１４（２１番人気）
ワイド票数 計 １７９１４８ 的中 �� ２５５３（１８番人気）�� １２６３０（３番人気）�� ５６７９（８番人気）
３連複票数 計 ５３８３４４ 的中 ��� １４０６２（７番人気）
３連単票数 計 ８４６６５８ 的中 ��� ２６７０（６５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．０―１１．５―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３３．１―４４．６―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨドノグレイス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．９．１０ 阪神２着

２００９．３．３１生 牝３鹿 母 ハ ナ マ ル 母母 パーティプラザ ６戦１勝 賞金 ９，４００，０００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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エレガントカクテル号・コーリンデヴァター号・フォールメドウ号・ボールドマックス号・レーヴドマリー号

第２回 小倉競馬 第1２日



２２１３５ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

１２ マイネマキアージュ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４２４＋ ６２：０１．１ ２４．０�

３５ アプフェルヴァイン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４２４± ０２：０１．５２� ３９．０�
８１７ キ ワ ミ 牝３鹿 ５４ 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４４０＋ ２２：０１．６� ３７．４�
７１３ カリブストーリー 牝３鹿 ５４ 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：０１．７クビ ４．４�
８１６ ヴァリディオル 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋２２２：０２．０２ ８．０�
５１０ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４２２－ ４２：０２．１クビ ４４．６	

４８ フェアブルーム 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志下河
行雄氏 橋口弘次郎 日高 下河辺牧場 ４６２＋ ６２：０２．４１� １６．５�

７１５ ローザボニータ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ４．８�
７１４ ガラアフェアー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ６２：０２．５クビ ２．４
６１１ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２４± ０２：０２．６� ２０．９�
５９ オレンジブルーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士有限会社シルク北出 成人 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２２：０２．８１� ２９６．０�
３６ スズカヒメトマト 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４８４＋１８２：０３．２２� ５９．２�
１１ ペッシュボンボン 牝３鹿 ５４ 国分 恭介伊達 大雄氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４４０± ０２：０３．４１� ５２７．２�
２４ クィーンジラソーレ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文中山 速水氏 武 宏平 浦河 細道牧場 ４３８－１０２：０３．７１� ３６５．７�
２３ メイショウタマモ 牝３鹿 ５４ 大下 智松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４３４＋１６２：０４．０１� ２１９．３�
４７ テイエムオオヒ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４７２－ ６２：０４．１� ４３９．３�
８１８ ボルボレッタ 牝３青鹿５４ 高倉 稜 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６２：０５．２７ １７２．３�
６１２ ヒドゥンアセッツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二吉田 和子氏 長浜 博之 新ひだか 前川 正美 ４７８－ ２２：０５．４１� １０９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，７２６，４００円 複勝： ３２，３４０，９００円 枠連： １６，３２９，８００円

馬連： ３６，３８６，７００円 馬単： ２７，２２２，９００円 ワイド： ２０，０４１，０００円

３連複： ５６，７４８，９００円 ３連単： ８８，９０４，９００円 計： ２９５，７０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ５６０円 � ６９０円 � １，０１０円 枠 連（１－３） １４，９００円

馬 連 �� １８，８１０円 馬 単 �� ４５，６７０円

ワ イ ド �� ５，８１０円 �� ４，４７０円 �� ６，４１０円

３ 連 複 ��� １０４，１９０円 ３ 連 単 ��� ６６９，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７７２６４ 的中 � ５８３０（７番人気）
複勝票数 計 ３２３４０９ 的中 � １５９０５（６番人気）� １２５１９（８番人気）� ８１９８（１０番人気）
枠連票数 計 １６３２９８ 的中 （１－３） ８０９（２２番人気）
馬連票数 計 ３６３８６７ 的中 �� １４２８（４０番人気）
馬単票数 計 ２７２２２９ 的中 �� ４４０（８７番人気）
ワイド票数 計 ２００４１０ 的中 �� ８４８（４８番人気）�� １１０７（４１番人気）�� ７６８（５１番人気）
３連複票数 計 ５６７４８９ 的中 ��� ４０２（１５９番人気）
３連単票数 計 ８８９０４９ 的中 ��� ９８（９２２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．６―１３．４―１２．８―１２．５―１２．０―１１．１―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３６．０―４９．４―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．７―１：３７．８―１：４９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネマキアージュ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１６ 京都４着

２００９．５．２６生 牝３黒鹿 母 ダイイチアピール 母母 ダイイチリカー １１戦１勝 賞金 １０，３９０，０００円
〔騎手変更〕 ペッシュボンボン号の騎手森一馬は，第１１日第４競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。

スズカヒメトマト号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シゲルヒメリンゴ号・シゲルライム号・テアトゥロ号・ユウウイン号
（非抽選馬） １頭 ドウニカナルデショ号

２２１３６ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第４競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００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 ベルラピエル 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム ４８０± ０１：４７．４ ３．３�

４７ アドマイヤクリス 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋ ２１：４７．６１� １０．１�

２３ タツグレート 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４４－ ２ 〃 クビ ６．９�

３６ メモリーシリング 牡３栗 ５６ 酒井 学�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５００－ ４ 〃 アタマ ３９．７�
７１３ ピ ラ ミ ッ ド 牡３鹿 ５６ 幸 英明 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２－ ２１：４７．７クビ ５．３�
２４ ワンダーフィヌマン 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 ４４８－ ４１：４７．８� ９．６	
７１４ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４５２＋１０１：４８．２２� ４０．３

６１２ シルクヴェリタス 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ４１：４８．５１� ２０４．３�
８１６ メイショウアサヒ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２± ０１：４８．９２� １９６．７�
４８ アドマイヤメイプル 牡３栗 ５６ 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５５０＋１４１：４９．４３ ３．１
８１５	 プロミシングユース 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４４４＋ ８１：４９．８２� ７４．４�
６１１ ヤマカツメビウス 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉山田 和夫氏 武田 博 浦河 久保 時夫 ５２０＋ ４１：５０．１２ ８９４．８�
３５ ウォーターアダマス 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４８２－ ８１：５０．３１ ５３２．６�

５９ スカイノライアン 牡３栗 ５６ 松山 弘平江 賦晨氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘 ４６０－ ２１：５０．５１� ８９．６�
１１ ア ン コ ー ル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志岩� 僖澄氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ５２６± ０ （競走中止） １８０．４�
５１０ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４７４－ ２ （競走中止） ２６０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０９，１００円 複勝： ３８，１３１，５００円 枠連： １３，９３７，９００円

馬連： ３７，２３３，１００円 馬単： ２６，７５４，０００円 ワイド： ２０，４６４，５００円

３連複： ５６，４５６，１００円 ３連単： ９０，２６８，２００円 計： ３０５，９５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（１－４） ４００円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ３３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２２７０９１ 的中 � ５４３４９（２番人気）
複勝票数 計 ３８１３１５ 的中 � ７６５２７（１番人気）� ３３５５２（６番人気）� ５４１９４（４番人気）
枠連票数 計 １３９３７９ 的中 （１－４） ２５８７７（１番人気）
馬連票数 計 ３７２３３１ 的中 �� ２０６４１（５番人気）
馬単票数 計 ２６７５４０ 的中 �� ９２５０（５番人気）
ワイド票数 計 ２０４６４５ 的中 �� １１９９２（３番人気）�� １６６９７（２番人気）�� ８４０６（８番人気）
３連複票数 計 ５６４５６１ 的中 ��� ２３４６７（６番人気）
３連単票数 計 ９０２６８２ 的中 ��� ８０５１（１３番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１２．１―１２．９―１２．８―１２．６―１２．６―１２．８―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．５―４３．４―５６．２―１：０８．８―１：２１．４―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．６
１
３

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

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

ベルラピエル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２８ 京都６着

２００９．３．２５生 牡３黒鹿 母 ベルディマンシェ 母母 ベルフォンテーヌ ７戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔競走中止〕 モンテビアンコ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アンコール号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマニンカセドラル号
（非抽選馬） １頭 マイソールネスト号



２２１３７ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．９
１：４６．６

良

良

５６ タガノエンブレム 牡２青鹿５４ 幸 英明八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６ ―１：４８．９ ８．０�

８１１ ト リ ガ ー 牡２鹿 ５４ 酒井 学石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 ４７４ ― 〃 クビ ６．９�
７９ � エーシンサファイア 牝２鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC ４９２ ―１：４９．１１� ２．２�
１１ オースミアイビス 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 ４９４ ―１：４９．４２ ５．３�
５５ マイネルオードビー 牡２芦 ５４ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 松本牧場 ４４０ ―１：４９．５クビ ２５．１�
４４ ナオミノエガオ 牝２栗 ５４ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：４９．６� ７．７�
６８ エスターブレ 牝２栗 ５４ 和田 竜二草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４５０ ― 〃 クビ ３８．９	
３３ メイショウエイキ 牡２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 鎌田 正嗣 ４３４ ―１：４９．７クビ ２８．３

２２ ハナズルオーテ 牡２黒鹿５４ 川須 栄彦M．タバート氏 牧田 和弥 平取 坂東牧場 ４３４ ―１：５１．８大差 １２．５�
６７ ホウショウザクラ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介芳賀 吉孝氏 増本 豊 日高 新井 昭二 ４２６ ―１：５２．２２� １８５．６�
８１２ ミラクルルーマー 牡２芦 ５４ 国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５２０ ―１：５２．９４ ５４．９
７１０ ミュミュダベイユ 牝２青鹿５４ 高倉 稜泉 一郎氏 福島 信晴 宮崎 吉野 政敏 ４２０ ―１：５３．６４ １６９．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，６７７，６００円 複勝： ２９，２５６，１００円 枠連： １０，３５７，９００円

馬連： ３７，８５５，７００円 馬単： ３０，２８５，４００円 ワイド： １８，３０５，５００円

３連複： ５１，４１４，６００円 ３連単： ８９，９００，９００円 計： ２８８，０５３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（５－８） １，３００円

馬 連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ４，８７０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ３２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� １３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２０６７７６ 的中 � ２０３９２（５番人気）
複勝票数 計 ２９２５６１ 的中 � ３１４２６（５番人気）� ３５１３２（３番人気）� １０２１３７（１番人気）
枠連票数 計 １０３５７９ 的中 （５－８） ５９１３（５番人気）
馬連票数 計 ３７８５５７ 的中 �� １１５９３（１０番人気）
馬単票数 計 ３０２８５４ 的中 �� ４５９２（１９番人気）
ワイド票数 計 １８３０５５ 的中 �� ５５９４（１０番人気）�� １４６３４（３番人気）�� １６６７９（２番人気）
３連複票数 計 ５１４１４６ 的中 ��� ２５４１０（３番人気）
３連単票数 計 ８９９００９ 的中 ��� ５０６９（３４番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１２．８―１２．８―１２．１―１１．３―１１．４―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．４―５０．２―１：０２．３―１：１３．６―１：２５．０―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．１．２１生 牡２青鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 トリガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２２１３８ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１７ タガノバベル 牡３栗 ５６ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７８＋ ６１：０８．７ ２８．１�

６１１ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００－ ２１：０８．８� ４．０�
４８ パレディウム 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ８．２�
４７ サトノラミア 牝３栗 ５４ 小牧 太里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ ３．７�
１１ ビコーミハイル 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７６＋ ６ 〃 アタマ １２７．２�
６１２ キクカバウンダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ５１２－ ２１：０８．９� １７．６�
１２ レッドグラサージュ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 	東京ホースレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８４－１６ 〃 アタマ ６．９

８１８ サムライタム 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６８－ ８１：０９．０� ２２．８�
２３ アラディローザ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４３６＋ ４１：０９．１クビ ３９．９�
３５ メイショウボクデン 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 猪野毛牧場 ４３６＋ ８ 〃 ハナ １０２．５
７１５ タガノショコラ 牝３鹿 ５４ 酒井 学八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２８＋ ８１：０９．３１� １１９．４�
２４ パープルダイガク 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ １７８．６�
３６ プロヴォカーレ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４４６＋１２１：０９．４クビ ７７．７�
５９ タフディシジョン 牡３青鹿５６ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス	 村山 明 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０２＋１６１：０９．５� ９６．３�

７１４ シルクベルジュール �３鹿 ５６ 松山 弘平有限会社シルク飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム ４４４－１４１：０９．６� ４５．１�
８１６ ボックスクレバー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４９８－ ４１：０９．８１� ４．５�
７１３ フトゥールム 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二�イクタ 梅内 忍 新冠 越湖ファーム ４４２＋１２１：１０．０１� １８７．７�
５１０ アイノスタビライザ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介田中 充氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４８４＋ ６１：１１．１７ １５４．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，５９８，７００円 複勝： ３３，４４２，８００円 枠連： １５，６３０，４００円

馬連： ４３，６３９，６００円 馬単： ２９，１８６，５００円 ワイド： ２０，１２１，８００円

３連複： ６０，７７１，７００円 ３連単： ９３，１０６，９００円 計： ３１５，４９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８１０円 複 勝 � ６８０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（６－８） ５８０円

馬 連 �� ６，４９０円 馬 単 �� １５，５２０円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� ３，３６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １７，６１０円 ３ 連 単 ��� １４０，５２０円

票 数

単勝票数 計 １９５９８７ 的中 � ５５０１（８番人気）
複勝票数 計 ３３４４２８ 的中 � １０６６４（８番人気）� ５３１７３（３番人気）� ３４７５２（４番人気）
枠連票数 計 １５６３０４ 的中 （６－８） ２０２１１（３番人気）
馬連票数 計 ４３６３９６ 的中 �� ４９６６（２２番人気）
馬単票数 計 ２９１８６５ 的中 �� １３８８（５１番人気）
ワイド票数 計 ２０１２１８ 的中 �� ３１９９（１９番人気）�� １４２５（３３番人気）�� ６７２２（７番人気）
３連複票数 計 ６０７７１７ 的中 ��� ２５４７（４９番人気）
３連単票数 計 ９３１０６９ 的中 ��� ４８９（３５５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１０．９―１１．４―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．３―４４．７―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノバベル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１２．２．１１ 京都７着

２００９．２．２３生 牡３栗 母 タガノメガミ 母母 ド シ ル ４戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔騎手変更〕 フトゥールム号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。

サムライタム号の騎手森一馬は，第１１日第４競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔その他〕 レッドグラサージュ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 サクラグロリアス号
（非抽選馬） ２頭 テイエムクーガー号・ルーパウス号



２２１３９ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５８ スズノオオタカ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ５１６＋ ８ ５８．９ １１１．０�

５７ フレンチトースト 牝３鹿 ５３
５０ ▲藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４４０＋１０ ５９．０� ８．２�

６１０ シ ゲ ル ユ ズ 牡３鹿 ５５ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４６８＋ ６ ５９．３１� ６．８�
８１３ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５ 鮫島 良太折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ １６．９�
４６ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５３ 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８８＋ ８ ５９．４クビ ４．２�
４５ マウントフジ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４０＋２０ ５９．５� ４７．０�
１１ � メイショウクロシオ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ ３．７	
３３ ウエスタンハピネス 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ １４．８

６９ � ペプチドタカラブネ 牝４芦 ５５

５２ ▲中井 裕二沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４８２＋ ４ ５９．６クビ ８３．７�
２２ コ ラ ン ダ ム 牡３栗 ５５ 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 ５０４＋１２ ５９．７� ８４．１�
３４ クラウンカイザー 牡３黒鹿５５ 熊沢 重文矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 ４９０＋ ４１：００．０１� ２４．４
８１４ ナイトフライト 牝４栗 ５５ 松山 弘平橋元 勇氣氏 吉村 圭司 新冠 パカパカ

ファーム ５０２＋ ４１：００．７４ ３４．７�
７１１ ミッキーホワイト 牡４黒鹿５７ 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９０＋１０１：０１．１２� ８．５�
７１２ ニホンピロプアラニ 牡３黒鹿５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 ４８８＋ ８１：０１．２� ８．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９００，８００円 複勝： ３６，１４０，６００円 枠連： １４，９２３，８００円

馬連： ５２，４０８，９００円 馬単： ３３，０４１，４００円 ワイド： ２３，８４５，２００円

３連複： ７２，５７５，９００円 ３連単： １１５，３１７，８００円 計： ３６９，１５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，１００円 複 勝 � ２，０４０円 � ３１０円 � ２３０円 枠 連（５－５） ２９，５３０円

馬 連 �� ２６，２３０円 馬 単 �� ７６，６９０円

ワ イ ド �� ９，３１０円 �� １１，１３０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ８２，９２０円 ３ 連 単 ��� ５８２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０９００８ 的中 � １４８４（１４番人気）
複勝票数 計 ３６１４０６ 的中 � ３７８７（１３番人気）� ３１５２９（５番人気）� ４９４１４（３番人気）
枠連票数 計 １４９２３８ 的中 （５－５） ３７３（３３番人気）
馬連票数 計 ５２４０８９ 的中 �� １４７５（５９番人気）
馬単票数 計 ３３０４１４ 的中 �� ３１８（１３４番人気）
ワイド票数 計 ２３８４５２ 的中 �� ６１９（６４番人気）�� ５１７（７３番人気）�� ５０３１（１４番人気）
３連複票数 計 ７２５７５９ 的中 ��� ６４６（１９６番人気）
３連単票数 計１１５３１７８ 的中 ��� １４６（１１９９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．５―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．１―３３．６―４５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．８
３ １４，８，６（７，９）（３，４，１２）（２，１０）１３－１１，１，５ ４ １４，８，６（３，７）（９，４）（２，１０）－１２（１，１３）－５，１１

勝馬の
紹 介

スズノオオタカ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神４着

２００８．２．２１生 牡４鹿 母 マダムアフリート 母母 ニユースピリツト ６戦２勝 賞金 １３，３００，０００円
〔発走状況〕 メイショウクロシオ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ヴイブラッド号・ニザエモン号・ピンクピアリス号・マルカファイン号

２２１４０ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１６ フラムドール 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：０８．０ ５０．０�

５９ ディザイラブル 牝３黒鹿５３ 松山 弘平�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６＋ ８ 〃 クビ ８９．４�
３５ アマルフィターナ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 ハナ １０．６�
４８ シゲルオレンジ 牝３黒鹿５３ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５６＋ ２１：０８．１クビ １７．０�
６１２ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿５５ 高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１８－ ２ 〃 クビ １３５．７�
３６ サンキストビーチ 牝４鹿 ５５ 幸 英明新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４４＋ ６１：０８．２クビ ５７．２	
２３ サチノポピー 牝３栗 ５３

５０ ▲水口 優也佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４７８＋２０ 〃 アタマ ７７．５


１２ ヤマニンプチガトー 牝３栗 ５３ 鮫島 良太土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ６．２�
２４ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 酒井 学市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６１：０８．３クビ １．７�
６１１ ソ ム ニ ア 牝５栗 ５５ 北村 友一吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：０８．４� ２１．６
８１７ テイエムアモーレ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 ４７８－ ６１：０８．５クビ １９．２�
１１ オウケンハナミズキ 牝３青 ５３ 川須 栄彦福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９６＋ ２１：０８．６� ９．９�
７１３ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 小牧 太久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４３８＋ ２１：０８．７� ３２．７�
５１０ アグネスアンジュ 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ ２０７．０�
７１５ レッツマンボウ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４８０－ ４１：０８．８� １４４．８�
８１８ キャロルロゼ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４－ ２１：０９．１１� ２６．９�
７１４� リッシンイロハ 牝３鹿 ５３ 武 幸四郎小原 該一氏 作田 誠二 浦河 金成吉田牧場 ４７０＋３０１：０９．２クビ ２７４．９�
４７ ビップセンノセン 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４６０＋ ２１：１２．１大差 ２８８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，７６１，６００円 複勝： ４３，１６５，５００円 枠連： ２１，２１３，０００円

馬連： ６３，６９４，５００円 馬単： ４２，２２１，５００円 ワイド： ２６，２５３，２００円

３連複： ８０，３４４，０００円 ３連単： １４７，７５１，３００円 計： ４４９，４０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０００円 複 勝 � １，２８０円 � １，８７０円 � ４２０円 枠 連（５－８） ８，８４０円

馬 連 �� ８８，７００円 馬 単 �� ２５７，５２０円

ワ イ ド �� ２２，９５０円 �� ５，３１０円 �� ９，８００円

３ 連 複 ��� ２５６，６９０円 ３ 連 単 ��� ２，６５９，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７６１６ 的中 � ３９０３（１０番人気）
複勝票数 計 ４３１６５５ 的中 � ８５３７（１１番人気）� ５７１１（１３番人気）� ３０２２０（４番人気）
枠連票数 計 ２１２１３０ 的中 （５－８） １７７２（２６番人気）
馬連票数 計 ６３６９４５ 的中 �� ５３０（９８番人気）
馬単票数 計 ４２２２１５ 的中 �� １２１（２１１番人気）
ワイド票数 計 ２６２５３２ 的中 �� ２８０（１０２番人気）�� １２２５（４９番人気）�� ６５９（７０番人気）
３連複票数 計 ８０３４４０ 的中 ��� ２３１（３３７番人気）
３連単票数 計１４７７５１３ 的中 ��� ４１（２１８０番人気）

ハロンタイム １１．５―１０．０―１０．８―１１．４―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．５―２１．５―３２．３―４３．７―５５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラムドール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．１１．２９ 京都１着

２００７．１．１５生 牝５栗 母 タッチオブゴールド 母母 ダイナタツチ ２０戦２勝 賞金 ２０，８８２，０００円
〔騎手変更〕 サンキストビーチ号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップセンノセン号は，平成２４年１０月２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルタカボーイス号



２２１４１ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第９競走

若戸大橋開通５０周年記念

��１，８００�
わ か と お お は し

若 戸 大 橋 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１２ フミノポールスター 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４８６－ ６１：４６．１ ６．１�

７１３ メ ロ ー ト 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４７０＋１２１：４６．５２� ３８．５�
３６ ワタシマッテルワ 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４３６－ ２１：４６．９２� ３．０�
２３ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５２ 藤懸 貴志岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３８－ ６１：４７．０� ２３１．８�
２４ ライジングサン 牡４栗 ５７ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５１２± ０ 〃 ハナ １６．７�
１１ ティボリペガサス 牝５黒鹿５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ４．８	
３５ スズカアンペール 牡４鹿 ５７ 国分 恭介永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４８６＋２０１：４７．１クビ ９．４

４７ ディアエンデバー 牡６黒鹿５７ 高田 潤寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ４６．５�
５１０ ダンスラナキラ 牡４黒鹿５７ 北村 友一橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ４１：４７．３１� ２５．１�
５９ フクラムサイフ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ５００± ０１：４７．５１� ５．７
７１４ タガノグーフォ 牡３黒鹿５４ 小牧 太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ １８．２�
８１６ トップシャイン 牡４鹿 ５７ 幸 英明�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４７６± ０１：４７．６クビ ３９．９�
４８ アルティメイト 牝３青鹿５２ 中井 裕二アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４３８－ ４１：４７．９１� ６０．６�
６１１ メジロソフィア 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２０± ０ 〃 クビ ８２．１�
８１５ アイファーハイカラ 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５６－ ４１：４８．２１� １０６．３�
６１２� セルリアンディンゴ 牡４黒鹿５７ 酒井 学�イクタ 天間 昭一 むかわ フラット牧場 ４７０－２０１：４８．９４ ２１８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３５２，１００円 複勝： ４０，５５７，０００円 枠連： ２２，８２６，０００円

馬連： ７０，３５９，５００円 馬単： ４３，６１３，８００円 ワイド： ２９，４７８，４００円

３連複： ９４，０１７，７００円 ３連単： １５５，６８１，０００円 計： ４８０，８８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � ８６０円 � １７０円 枠 連（１－７） １，７８０円

馬 連 �� ８，５９０円 馬 単 �� １７，０５０円

ワ イ ド �� ３，０４０円 �� ６５０円 �� ２，８９０円

３ 連 複 ��� １４，５２０円 ３ 連 単 ��� ９７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２４３５２１ 的中 � ３１４６１（４番人気）
複勝票数 計 ４０５５７０ 的中 � ５０２９３（４番人気）� ９１９６（１０番人気）� ８０５４１（１番人気）
枠連票数 計 ２２８２６０ 的中 （１－７） ９５０６（５番人気）
馬連票数 計 ７０３５９５ 的中 �� ６０４８（２９番人気）
馬単票数 計 ４３６１３８ 的中 �� １８８８（５５番人気）
ワイド票数 計 ２９４７８４ 的中 �� ２３０６（３７番人気）�� １２０４８（５番人気）�� ２４３５（３５番人気）
３連複票数 計 ９４０１７７ 的中 ��� ４７８１（４５番人気）
３連単票数 計１５５６８１０ 的中 ��� １１８２（２８３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．０―１１．４―１１．２―１１．７―１１．９―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．０―４７．４―５８．６―１：１０．３―１：２２．２―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノポールスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１１．９．１９ 阪神５着

２００９．３．３１生 牡３黒鹿 母 ピンクピンク 母母 ピンクシェイド １０戦２勝 賞金 １８，６９１，０００円
〔騎手変更〕 メロート号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため佐藤哲三に変更。

２２１４２ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第１０競走 ��
��１，７００�西日本スポーツ杯

発走１５時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
西日本新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２３ アドマイヤツバサ 牡５青鹿５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：４６．０ １９．８�

６１１ ナリタスプリング 牡５青鹿５７ 幸 英明�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ ６．１�
７１４ ツルマルスピリット 牡５青鹿５７ 鮫島 良太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８－１０ 〃 ハナ ２１．２�
５１０ コウエイチャンス 牡３鹿 ５４ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６２＋ ２１：４６．１� ７．５�
６１２ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１８＋ ８１：４６．３� ４０．４�
７１３ タイセイファントム 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４４０－１０ 〃 クビ ３８．４�
３６ レックスパレード 牡４栗 ５７ 芹沢 純一 	キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５２４＋ ４１：４６．４クビ ２．８

４７ ブライティアトップ 牝３黒鹿５２ 北村 友一小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １３．０�
５９ � ネオシーサー 牡５青 ５７ 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 ４５２＋ ２１：４６．６１	 ２８３．４�
１２ キングヒーロー 牡３黒鹿５４ 高倉 稜伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５００－ ２１：４６．８１	 ３．２
１１ ネオギャラクシー 
５栗 ５７ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４７２± ０１：４６．９� ２３５．６�
３５ スマイルミッキー 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４７８± ０１：４７．０クビ １２８．９�
４８ ヨ ク バ リ 牡７鹿 ５７ 和田 竜二小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７８＋ ８１：４８．８大差 １８１．７�
２４ ベ ク ト ル 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 ５２８－ ４１：４９．０� ３２．１�
８１５ スエヒロジュピター 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５２６＋１０１：４９．６３� １９５．４�
８１６ ス イ リ ン カ 牝６鹿 ５５ 中井 裕二�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４４０＋１６１：５０．５５ ３２６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，４５０，０００円 複勝： ５２，９０３，４００円 枠連： ２４，８５７，５００円

馬連： １１７，２６１，２００円 馬単： ６９，５２２，１００円 ワイド： ４１，７８５，７００円

３連複： １５３，２００，１００円 ３連単： ２７２，１０９，７００円 計： ７６７，０８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ４４０円 � ２３０円 � ５３０円 枠 連（２－６） ２，５７０円

馬 連 �� ４，８９０円 馬 単 �� １２，０５０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ３，３１０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� １６，０８０円 ３ 連 単 ��� １１６，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３５４５００ 的中 � １４１５６（６番人気）
複勝票数 計 ５２９０３４ 的中 � ２９９２２（５番人気）� ７２９１５（３番人気）� ２３６８３（７番人気）
枠連票数 計 ２４８５７５ 的中 （２－６） ７１６３（１２番人気）
馬連票数 計１１７２６１２ 的中 �� １７７１１（１７番人気）
馬単票数 計 ６９５２２１ 的中 �� ４２６１（３６番人気）
ワイド票数 計 ４１７８５７ 的中 �� ８２２０（１３番人気）�� ３０３３（３１番人気）�� ７９９０（１４番人気）
３連複票数 計１５３２００１ 的中 ��� ７０３３（４８番人気）
３連単票数 計２７２１０９７ 的中 ��� １７２７（３０３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．２―３０．１―４２．９―５５．３―１：０７．２―１：１９．５―１：３２．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤツバサ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．７ 京都４着

２００７．３．３生 牡５青鹿 母 ロ ー カ ス 母母 スターアルファ ２６戦３勝 賞金 ５１，１８５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 スエヒロジュピター号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。
※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 キングコーリンオー号・コウユーヒーロー号
（非抽選馬） ２頭 キンショーダンデー号・ツリーズオブホープ号

１レース目



２２１４３ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第１１競走 ��
��１，２００�第３２回小倉２歳ステークス（ＧⅢ）

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 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

３５ � マイネルエテルネル 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd ４６４＋ ４１：０７．９ ３．６�

３６ クラウンレガーロ 牡２栗 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 ４４０－ ４ 〃 ハナ １５．４�
５１０ ラヴァーズポイント 牝２青鹿５４ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 ４８２－ ２１：０８．２２ １６．７�
５９ エーシンセノーテ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４１８＋ ２１：０８．４１� ２．７�
８１５ スイートドーナッツ 牡２黒鹿５４ 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ １０６．８�
８１６ ケイアイウィルゴー 牝２鹿 ５４ 北村 友一 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 ４４２＋ ２ 〃 ハナ １０４．１�
１１ スマートアレンジ 牝２鹿 ５４ 小牧 太深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４５４＋ ４１：０８．５� ６５．３	
７１３ メイショウユウダチ 牝２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４２６＋１０１：０８．６クビ １０．４

４７ クロフネサプライズ 牝２芦 ５４ 熊沢 重文畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ２３．６�
７１４ マルシゲサムライ 牡２栗 ５４ 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム ４３０＋ ４１：０８．９１	 １５３．８�
４８ ジェネクラージュ 牡２栗 ５４ 高倉 稜加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ ４９．５
２３ メジャーミノル 牡２栗 ５４ 太宰 啓介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４± ０ 〃 アタマ １３．３�
６１２ ピ ン ゾ ロ 牡２栗 ５４ 国分 恭介西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 中島牧場 ４４６＋ ２１：０９．１１� ９５．６�
２４ エ ピ カ 牝２黒鹿５４ 鮫島 良太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４２８＋ ６１：０９．２クビ ４３．５�
８１７ トルークマクト 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４３６＋ ８１：０９．５１	 ３３．２�
１２ テイエムシングン 牡２鹿 ５４ 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 ４７６± ０１：０９．６� １１５．０�
６１１ マイネヴァイザー 牝２黒鹿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 ４１８＋１２ 〃 クビ ７．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １０３，７８９，７００円 複勝： １２０，９９０，７００円 枠連： ８４，４８８，３００円

馬連： ３６２，９５９，０００円 馬単： ２０４，８３０，４００円 ワイド： １１５，３１８，１００円

３連複： ５０５，２００，４００円 ３連単： ９８０，７５２，５００円 計： ２，４７８，３２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ４７０円 � ４１０円 枠 連（３－３） ３，５８０円

馬 連 �� ３，５４０円 馬 単 �� ５，３１０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� １，２４０円 �� ４，８２０円

３ 連 複 ��� ２５，３４０円 ３ 連 単 ��� １０３，０２０円

票 数

単勝票数 計１０３７８９７ 的中 � ２３２３７２（２番人気）
複勝票数 計１２０９９０７ 的中 � ２３５０５７（２番人気）� ５８２６０（７番人気）� ６８５７８（６番人気）
枠連票数 計 ８４４８８３ 的中 （３－３） １７４６０（１６番人気）
馬連票数 計３６２９５９０ 的中 �� ７５８１０（１１番人気）
馬単票数 計２０４８３０４ 的中 �� ２８５００（１８番人気）
ワイド票数 計１１５３１８１ 的中 �� ２１１１３（１３番人気）�� ２３３７５（１１番人気）�� ５７１９（５０番人気）
３連複票数 計５０５２００４ 的中 ��� １４７１６（７３番人気）
３連単票数 計９８０７５２５ 的中 ��� ７０２６（２７３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．１―１０．８―１１．５―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．９―３２．７―４４．２―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルエテルネル �
�
父 Tamayuz �

�
母父 Piccolo デビュー ２０１２．７．２９ 小倉１着

２０１０．４．５生 牡２栗 母 For Evva Silca 母母 Silca－Cisa ２戦２勝 賞金 ３７，６０２，０００円

２２１４４ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第１２競走 ��
��２，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３８．１
２：３７．４

良

良

８１５ タガノビッグバン 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９８＋ ４２：３９．１ ９．０�

１１ ランフォージン 牡３黒鹿５４ 和田 竜二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８－ ６ 〃 アタマ ６．６�

４８ ローレルジャブラニ 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１８＋１０ 〃 アタマ １２．１�
６１２ パントクラトール 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４２：３９．３１ １２．３�
２３ フェニックスソード 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４８６± ０２：３９．８３ ７９．５�
８１６ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３２＋ ２２：４０．１２ １０．０	
３６ サンレイデューク 牡４鹿 ５７ 高倉 稜永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４７２＋１８２：４０．２� ８４．５

５１０ クリビツテンギョ 牡３栗 ５４ 小牧 太�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ７．１�
３５ ドミネーター 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２２：４０．４１� ５．４�
７１４ シャトーエルシド 牝３鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二円城 幸男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４４０＋ ４２：４０．７１	 １６８．３
５９ ダノンアーチスト 牡３鹿 ５４ 酒井 学�ダノックス 大久保龍志 浦河 鎌田 正嗣 ５１４± ０２：４０．９１� ３．２�
４７ クイーンパワー 牝３栗 ５２ 野元 昭嘉林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４２０＋１０２：４１．５３� ２５１．１�
２４ スナークデュラン 牡３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４６６＋１８２：４１．６� ２１２．５�
１２ ドラケンスバーグ 牡３黒鹿５４ 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５１４＋１６２：４１．７クビ １９．７�
７１３ プリンストロイア 牡３鹿 ５４ 小坂 忠士 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５２２＋１４２：４２．６５ ３７９．８�
６１１ タニノユニヴァース 牝３青鹿 ５２

４９ ▲花田 大昂谷水 雄三氏 日吉 正和 安平 ノーザンファーム ４３０＋１２２：４２．７� ２２３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，６２８，３００円 複勝： ５７，８９０，８００円 枠連： ３３，５９８，６００円

馬連： １２０，４６２，１００円 馬単： ６９，９８３，６００円 ワイド： ４４，２９３，３００円

３連複： １５６，５７０，０００円 ３連単： ３０７，４６４，２００円 計： ８３０，８９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３１０円 � ２５０円 � ３５０円 枠 連（１－８） １，０１０円

馬 連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� １，２４０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ６，４３０円 ３ 連 単 ��� ３８，９４０円

票 数

単勝票数 計 ４０６２８３ 的中 � ３５８６４（５番人気）
複勝票数 計 ５７８９０８ 的中 � ４９２７１（５番人気）� ６６５９９（４番人気）� ４１３８０（８番人気）
枠連票数 計 ３３５９８６ 的中 （１－８） ２４６７９（４番人気）
馬連票数 計１２０４６２１ 的中 �� ３５９３１（１０番人気）
馬単票数 計 ６９９８３６ 的中 �� １０１６３（２３番人気）
ワイド票数 計 ４４２９３３ 的中 �� １０１２８（１６番人気）�� ８７４３（２２番人気）�� １１６０９（１２番人気）
３連複票数 計１５６５７００ 的中 ��� １７９８４（２５番人気）
３連単票数 計３０７４６４２ 的中 ��� ５８２８（１５２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．９―１２．０―１２．８―１２．９―１３．１―１２．５―１２．９―１２．４―１２．１―１１．５―１１．７

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�
１２．５―２３．３―３５．２―４７．２―１：００．０―１：１２．９―１：２６．０―１：３８．５―１：５１．４―２：０３．８―２：１５．９―２：２７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノビッグバン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１２．１．９ 京都８着

２００９．５．２生 牡３黒鹿 母 セプテンバーソング 母母 ダイナフエアリー ７戦２勝 賞金 １３，６９０，０００円
〔騎手変更〕 クイーンパワー号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため野元昭嘉に変更。
〔制裁〕 ランフォージン号の騎手和田竜二は，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。（１５番・８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 ハートビートボーイ号

４レース目



（２４小倉２）第１２日 ９月２日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９３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 手 当

２０１，１８０，０００円
６，８３０，０００円
２，０４０，０００円
１８，１００，０００円
６６，５０２，５００円
５，３０７，０００円
１，８５２，８００円

勝馬投票券売得金
３６２，３２５，５００円
５３６，１５７，９００円
２８２，５０１，０００円
１，０１０，６６２，２００円
６２７，３６７，２００円
３９３，７１３，９００円
１，３９３，１５５，９００円
２，５０２，５９０，８００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，１０８，４７４，４００円

総入場人員 １３，９２２名 （有料入場人員 １１，８５２名）



平成２４年度 第２回小倉競馬 総計

競走回数 １４４回 出走延頭数 ２，０５０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，２８１，７００，０００円
６，２４０，０００円
９４，５２０，０００円
１９，５１０，０００円
１９９，２２０，０００円
６９５，７９０，０００円
５８，４６３，０００円
１９，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
３，５０７，８４４，９００円
５，８７４，５０８，２００円
２，４４８，２９５，６００円
９，４５３，６４５，０００円
６，２０３，９６８，７００円
３，９３６，８９６，２００円
１３，４１３，４１１，９００円
２５，９３２，１５４，０００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 ７０，７７０，７２４，５００円

総入場延人員 １２１，５４３名 （有料入場延人員 ８９，１４９名）


