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22133 9月1日 雨 不良 （25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

46 ミヤジカールソン 牡2鹿 54 武 豊曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 500＋ 8 59．1 1．2�
58 ニホンピロアンバー 牝2青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 444＋ 6 59．63 50．2�
33 ジューンブライトン 牡2鹿 54 福永 祐一吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 452± 01：00．02� 6．9�
22 テンペラメントホル 牡2鹿 54 高倉 稜宮田美恵子氏 浜田多実雄 熊本 片山 建治 466－ 2 〃 クビ 219．7�
11 エンドレスシャイン 牡2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 424± 01：00．1� 18．0�
712 キクノオーブ 牡2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 436－ 81：00．52� 113．2�
45 カシノクローネ 牡2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 484＋181：00．71� 208．2	
57 ユウキファイン 牝2栗 54 藤岡 康太ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 462＋ 21：01．01	 11．7

34 オフェーリアシチー 牝2芦 54

52 △中井 裕二 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ
ファーム 442＋101：01．32 65．6�

610 サカジロジャパン 牡2栗 54 和田 竜二ロイヤルパーク 白井 寿昭 新ひだか 畠山牧場 458± 0 〃 アタマ 38．9
813 テイエムシナモン 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 448＋101：01．4� 361．0�
69 フミノホクトセイ 牡2鹿 54 太宰 啓介谷 二氏 西浦 勝一 浦河 丸幸小林牧場 452± 01：01．71	 57．1�
814 ヒロノスイート 牝2鹿 54 国分 優作守内ひろ子氏 境 直行 浦河 鮫川 啓一 418－ 61：01．91� 22．6�
711 イチザダイオウ 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 日高 千葉飯田牧場 452＋ 61：02．85 588．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，334，000円 複勝： 71，813，200円 枠連： 8，394，500円
馬連： 35，153，600円 馬単： 30，914，100円 ワイド： 18，510，600円
3連複： 52，311，300円 3連単： 112，500，000円 計： 354，931，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 560円 � 150円 枠 連（4－5） 480円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 650円 �� 170円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 10，040円

票 数

単勝票数 計 253340 的中 � 166960（1番人気）
複勝票数 計 718132 的中 � 539854（1番人気）� 8320（7番人気）� 55681（2番人気）
枠連票数 計 83945 的中 （4－5） 13133（2番人気）
馬連票数 計 351536 的中 �� 12907（6番人気）
馬単票数 計 309141 的中 �� 9023（8番人気）
ワイド票数 計 185106 的中 �� 6000（7番人気）�� 38026（1番人気）�� 1870（22番人気）
3連複票数 計 523113 的中 ��� 16502（9番人気）
3連単票数 計1125000 的中 ��� 8271（29番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―11．9―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジカールソン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー 2013．6．9 阪神7着

2011．4．12生 牡2鹿 母 ケイアイバラード 母母 ハナサキメグロ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ドナプロミス号・ラシェネガ号

22134 9月1日 雨 稍重 （25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）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

47 シンハディーパ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 434－ 21：09．3 4．0�
816 メイショウホノボノ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 508± 01：10．04 3．1�
11 インプレスシアトル 牝3栗 54 国分 恭介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 442＋ 61：10．32 12．4�
611 ケージーサクランボ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 436＋ 81：10．4� 9．6�
59 シンクスマイル 牝3鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474＋121：10．72 6．2�
48 エーシンケツァール 牝3鹿 54 高倉 稜	栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 432＋101：10．8� 17．4

714 ミキノティータイム 牝3栗 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 462± 01：10．9クビ 4．9�
24 ル ナ リ ア 牝3黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 430＋16 〃 アタマ 104．2�
818 メイショウユウスゲ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 落合 一巳 456－121：11．32� 343．5
23 タマモミツマメ 牝3黒鹿54 松山 弘平タマモ	 藤岡 健一 新ひだか 野坂牧場 416－ 4 〃 クビ 101．3�
715 スリーキャリオカ 牝3鹿 54 鮫島 良太永井商事	 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 424＋18 〃 ハナ 356．4�
817 ラステラッサ 牝3栗 54 和田 竜二有限会社シルク吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 B446＋101：11．4クビ 119．8�
612 フェアリーシチー 牝3芦 54 岡田 祥嗣 	友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 454＋ 2 〃 クビ 326．1�
36 ライブリハート 牝3栗 54 酒井 学加藤 哲郎氏 木原 一良 浦河 高村牧場 484＋ 21：11．5� 407．6�
35 レッドヴェロッサ 牝3栗 54

51 ▲藤懸 貴志 	東京ホースレーシング 友道 康夫 平取 坂東牧場 450＋ 41：11．6� 58．4�
510 カレンタントミール 牝3鹿 54 小牧 太鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 406 ―1：11．91� 124．9�
713 フランチャコルタ 牝3青鹿 54

51 ▲森 一馬吉田 和美氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 476 ―1：12．0� 241．7�
12 クリスタトウショウ 牝3栗 54 国分 優作トウショウ産業	 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 01：12．1クビ 439．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，000，200円 複勝： 34，467，300円 枠連： 9，879，800円
馬連： 36，940，000円 馬単： 24，480，300円 ワイド： 19，729，700円
3連複： 55，317，800円 3連単： 84，907，200円 計： 283，722，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 140円 � 250円 枠 連（4－8） 460円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 300円 �� 720円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，210円

票 数

単勝票数 計 180002 的中 � 36062（2番人気）
複勝票数 計 344673 的中 � 57998（2番人気）� 82768（1番人気）� 28946（6番人気）
枠連票数 計 98798 的中 （4－8） 15952（1番人気）
馬連票数 計 369400 的中 �� 42184（1番人気）
馬単票数 計 244803 的中 �� 13034（3番人気）
ワイド票数 計 197297 的中 �� 18819（1番人気）�� 6378（11番人気）�� 6378（11番人気）
3連複票数 計 553178 的中 ��� 16991（8番人気）
3連単票数 計 849072 的中 ��� 6139（21番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．6―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．4―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンハディーパ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．1．27 中京4着

2010．2．17生 牝3黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 6戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 メイショウホノボノ号の騎手武幸四郎は，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70，000円。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アルマーズビコー号

第２回 小倉競馬 第12日



22135 9月1日 雨 不良 （25小倉2）第12日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

59 タニノタキシード 牡3黒鹿56 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 468－ 21：45．0 2．0�
35 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 494＋ 41：45．53 3．6�
714 ジューンメイ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 472－ 61：46．13� 19．4�
11 クリノコトノオー 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 468＋ 81：46．2� 25．0�
815 ジョディーズロマン 牝3栗 54 和田 竜二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 444＋121：46．41� 92．5�
47 オンワードマイケル 牡3栗 56 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 424－ 21：46．5� 141．1	
510 ウォーターパーク 牡3黒鹿56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 458＋121：46．92� 60．9

612 マルシゲキング 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 444± 01：48．28 209．9�
12 ラガーニチリンオー 牡3栗 56 小牧 太奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 492＋ 61：48．62� 12．9�
36 マコトラヴィッサン 牝3青鹿 54

52 △中井 裕二尾田左知子氏 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 452－ 2 〃 ハナ 16．3
48 ウォーターグッデイ 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 450＋ 41：48．7� 320．8�
611 ドリームルーツ 牡3鹿 56 畑端 省吾セゾンレースホース� 加用 正 新ひだか 畑端牧場 496＋ 8 〃 クビ 195．8�
24 サクセスカッシーナ 牡3鹿 56 松山 弘平髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 21：49．23 6．1�
23 ラ フ テ ル 牝3鹿 54 酒井 学�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 494 ―1：50．05 46．3�
816 マウンテンアイリス 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 470＋ 21：50．85 100．1�
713 ヒノデワビスケ 牝3鹿 54 小坂 忠士久野 正弘氏 梅内 忍 新冠 片倉 拓司 446＋161：50．9クビ 173．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，496，100円 複勝： 29，615，700円 枠連： 11，515，800円
馬連： 35，826，200円 馬単： 26，762，000円 ワイド： 20，711，100円
3連複： 55，087，500円 3連単： 96，903，800円 計： 295，918，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 120円 � 290円 枠 連（3－5） 300円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 180円 �� 680円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 194961 的中 � 77188（1番人気）
複勝票数 計 296157 的中 � 72453（2番人気）� 79264（1番人気）� 17483（6番人気）
枠連票数 計 115158 的中 （3－5） 28523（1番人気）
馬連票数 計 358262 的中 �� 83917（1番人気）
馬単票数 計 267620 的中 �� 33121（1番人気）
ワイド票数 計 207111 的中 �� 37396（1番人気）�� 6370（11番人気）�� 6926（10番人気）
3連複票数 計 550875 的中 ��� 28485（5番人気）
3連単票数 計 969038 的中 ��� 16061（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．3―41．6―53．8―1：06．2―1：18．7―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノタキシード �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー 2012．10．14 京都2着

2010．5．6生 牡3黒鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ 10戦1勝 賞金 13，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マウンテンアイリス号・ヒノデワビスケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月1日まで平地競走に出走できない。

22136 9月1日 雨 重 （25小倉2）第12日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11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

12 フィボナッチ 牡3鹿 56 川田 将雅水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466－ 21：10．0 10．9�
24 ウインドストリーム 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム B460＋12 〃 ハナ 2．4�
35 レーリュッケン 牝3黒鹿54 鮫島 良太�ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 B442＋ 4 〃 クビ 14．8�
11 アスカリンカーン 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448＋12 〃 ハナ 255．5�
713 ファインスカイ 牝3鹿 54 小牧 太 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 476＋ 81：10．42� 9．2	
611 ロータスワンド 牝3栗 54 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 浦河 辻 牧場 436＋ 41：11．03� 22．7

818 サンマルビューティ 牝3黒鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 458－ 21：11．21� 30．1�
817 ワンダーノブレス 牡3鹿 56 和田 竜二山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 476± 01：11．3� 4．3�
816 クモンリュウシシン 牡3青鹿56 岡田 祥嗣小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 478－ 41：12．04 57．9
23 マイネルラメール 牡3鹿 56 幸 英明 �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 482＋111：12．42� 63．4�
47 キシュウレパード 牝3黒鹿54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 436＋ 41：12．5� 115．8�
48 ダイヤモンドベリー 牝3鹿 54 福永 祐一青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム 496＋ 61：12．6� 7．8�
36 ジオパークキリシマ 牡3栗 56 水口 優也西村新一郎氏 湯窪 幸雄 日高 合資会社カ

ネツ牧場 484＋221：12．7� 523．0�
59 エリモティアラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 敏晴氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント 452－ 41：13．01� 147．2�
715 リ リ ア ー ナ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�ターフ・スポート小崎 憲 新ひだか 土田農場 460± 01：13．21� 52．9�
612 ファンタボーラー 牝3栗 54 熊沢 重文河村 祥史氏 北出 成人 浦河 吉田 又治 420＋ 41：13．41 630．8�
714 パープルアイズ 牡3栗 56 武 豊吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 448＋ 71：13．61� 16．1�
510 ドリームデュネット 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 390＋ 41：14．02� 322．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，971，100円 複勝： 36，145，400円 枠連： 13，178，900円
馬連： 41，325，700円 馬単： 29，231，100円 ワイド： 22，187，200円
3連複： 59，279，200円 3連単： 105，569，600円 計： 327，888，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 280円 � 140円 � 360円 枠 連（1－2） 1，080円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，260円 �� 830円

3 連 複 ��� 6，140円 3 連 単 ��� 42，840円

票 数

単勝票数 計 209711 的中 � 15165（5番人気）
複勝票数 計 361454 的中 � 29436（5番人気）� 101038（1番人気）� 20504（6番人気）
枠連票数 計 131789 的中 （1－2） 9086（5番人気）
馬連票数 計 413257 的中 �� 29476（4番人気）
馬単票数 計 292311 的中 �� 7253（9番人気）
ワイド票数 計 221872 的中 �� 12533（4番人気）�� 2265（26番人気）�� 6549（8番人気）
3連複票数 計 592792 的中 ��� 7136（20番人気）
3連単票数 計1055696 的中 ��� 1819（114番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．2―11．8―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―33．9―45．7―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．1
3 5（15，18）（1，3）（7，8，17）（4，10，16）13（9，12）（2，11）－6－14 4 5，1（4，15，18）（2，3，17）（8，13）7（11，16）（9，12）6，10－14

勝馬の
紹 介

フィボナッチ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2012．11．18 京都10着

2010．4．24生 牡3鹿 母 モエレヒストリー 母母 ユーザーヒストリー 7戦1勝 賞金 6，550，000円
〔制裁〕 レーリュッケン号の騎手鮫島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 エリモティアラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリアーナ号・パープルアイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月

1日まで平地競走に出走できない。
ファンタボーラー号・ドリームデュネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

11月1日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 エリモティアラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年10月1日まで出走できない。



22137 9月1日 雨 重 （25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
1：46．0

良
良

11 シャンパーニュ 牡2芦 54 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 480 ―1：52．3 4．9�
22 ゼンノブローアップ 牡2青鹿54 福永 祐一大迫久美子氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 474 ―1：53．04 12．0�
811 タガノティターニア 牝2栗 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 474 ―1：53．21� 9．4�
33 アバンダンティア 牝2鹿 54 小牧 太永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 512 ― 〃 クビ 14．6�
68 ハクユウドルフィン 牡2青鹿54 北村 友一 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 424 ―1：53．3� 17．2�
710 ビオラフォーエバー 牡2栗 54 幸 英明熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 496 ―1：53．4	 4．1	
56 キタサンワイルド 牡2黒鹿54 国分 優作
大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 508 ―1：53．82	 22．1�
812 マコトサダイジン 牡2栗 54 藤岡 康太尾田左知子氏 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 438 ―1：53．9� 6．3�
55 アグネスユニコーン 牡2黒鹿 54

52 △中井 裕二渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 510 ―1：54．11	 41．3
79 セントコロナ 牡2栗 54 国分 恭介 
キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520 ―1：54．31 18．2�
44 シンゼンマリリン 牝2鹿 54 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 絵笛牧場 446 ―1：54．62 102．7�
67 ミンネゼンガー 牡2栗 54 和田 竜二 
キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 480 ―1：55．13 4．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，641，000円 複勝： 32，205，500円 枠連： 11，826，900円
馬連： 42，753，600円 馬単： 26，915，300円 ワイド： 19，515，200円
3連複： 55，675，100円 3連単： 89，473，800円 計： 296，006，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 380円 � 310円 枠 連（1－2） 3，250円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 970円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 63，440円

票 数

単勝票数 計 176410 的中 � 28585（2番人気）
複勝票数 計 322055 的中 � 48504（3番人気）� 20587（6番人気）� 26798（5番人気）
枠連票数 計 118269 的中 （1－2） 2692（18番人気）
馬連票数 計 427536 的中 �� 9632（14番人気）
馬単票数 計 269153 的中 �� 3521（21番人気）
ワイド票数 計 195152 的中 �� 4350（14番人気）�� 5049（9番人気）�� 2550（30番人気）
3連複票数 計 556751 的中 ��� 3450（51番人気）
3連単票数 計 894738 的中 ��� 1041（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．5―49．4―1：02．3―1：15．7―1：28．5―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F36．6
1
3
・（1，5，7，10，11，12）（2，8）9，6，4，3
1（7，12）11（2，8）10（6，9）（4，5，3）

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

勝馬の
紹 介

シャンパーニュ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．3．19生 牡2芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22138 9月1日 雨 重 （25小倉2）第12日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

817 ジ リ オ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 532－ 22：04．0 53．4�
12 カツラノジュピター 牡3鹿 56 水口 優也桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 460＋ 62：04．21� 94．3�
23 ユニヴァーザライド 牡3鹿 56 武 豊 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 2 〃 アタマ 2．2�
713 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 490＋ 82：04．3クビ 3．3�
36 シゲルペガススザ �3黒鹿56 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 440＋ 82：04．4� 42．2	
816 サンライズシルバー 牡3芦 56 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462＋ 42：04．71	 5．0

510 ウォーターグローレ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 458± 02：04．8クビ 224．6�
612 エクスブルグ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 476＋ 62：04．9	 157．3�
59 ペガサスムーン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣名古屋競馬� 清水 久詞 平取 北島牧場 536＋ 62：05．11
 28．4
714 マイアミムーン 牡3黒鹿56 福永 祐一吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 474 ― 〃 アタマ 21．2�
47 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 国分 恭介山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 472± 02：05．2� 61．1�
11 マ イ ア リ ア 牝3鹿 54 鮫島 良太伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 430－ 62：05．41 141．7�
611 アクレイムド 牡3芦 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 42：05．71	 129．0�
818 ポラールリヒト 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 12．0�
24 ホッコーユニバース 牝3鹿 54 国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480＋ 22：05．91 369．7�
35 カシノビッグベン 牡3栗 56 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 516＋ 22：06．0	 355．2�
715 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 熊沢 重文森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 474＋ 82：06．21� 163．3�
48 � アンブレスド 牝3栗 54 武 幸四郎�大樹ファーム 昆 貢 米 MDS

Farms, LLC B458－ 62：09．8大差 170．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，768，100円 複勝： 32，688，900円 枠連： 13，412，200円
馬連： 42，761，400円 馬単： 31，620，300円 ワイド： 22，682，700円
3連複： 62，202，800円 3連単： 120，290，000円 計： 347，426，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，340円 複 勝 � 990円 � 1，200円 � 140円 枠 連（1－8） 5，980円

馬 連 �� 139，640円 馬 単 �� 324，110円

ワ イ ド �� 36，280円 �� 2，140円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 81，830円 3 連 単 ��� 2，113，670円

票 数

単勝票数 計 217681 的中 � 3216（8番人気）
複勝票数 計 326889 的中 � 6509（9番人気）� 5276（10番人気）� 95922（1番人気）
枠連票数 計 134122 的中 （1－8） 1656（17番人気）
馬連票数 計 427614 的中 �� 226（90番人気）
馬単票数 計 316203 的中 �� 72（185番人気）
ワイド票数 計 226827 的中 �� 150（102番人気）�� 2631（19番人気）�� 3295（15番人気）
3連複票数 計 622028 的中 ��� 561（121番人気）
3連単票数 計1202900 的中 ��� 42（1505番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．2―49．0―1：01．4―1：13．6―1：26．0―1：38．6―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ジ リ オ ン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．12．22 阪神5着

2010．2．2生 牡3黒鹿 母 シャドウキャスター 母母 メイプルシロップ 9戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンブレスド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月1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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エーブドラゴンマン号・オーミクーザ号・デンコウアカツキ号・メイショウオニグマ号
（非抽選馬） 3頭 オープンディール号・トウケイゴールド号・パワフルスズカ号



22139 9月1日 雨 不良 （25小倉2）第12日 第7競走 ��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 ランドマーキュリー 牡3栗 54 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 516＋ 21：44．3 9．0�
714� ファシネートダイア 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 8．5�
713 ブルーチッパー 牝3鹿 52 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 484± 01：44．51 12．2�
23 ターフジェニック 牝3鹿 52 幸 英明釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 476＋ 21：44．6� 56．7�
59 アルディエス 牡4鹿 57 国分 優作�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 462＋101：45．13 6．6	
35 クリビツテンギョ 牡4栗 57 川田 将雅�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 478－ 4 〃 アタマ 20．7

11 レッドサクセサー 牡3青鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 538＋ 41：45．31� 6．3�
611 ニイハオジュウクン 牡5鹿 57 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 446± 01：45．72	 6．1�
12 ブルーメリディアン 牝4黒鹿 55

53 △中井 裕二 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 458－ 2 〃 アタマ 38．9
36 タイガーシード 牡4黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 504－ 2 〃 ハナ 9．3�
48 ブルーボリウッド 牡3栗 54 和田 竜二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 486－101：45．8クビ 18．3�
612 ジョナパランセ 牡4栗 57 太宰 啓介青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 506－ 21：46．01� 23．9�
47 カシノチョッパー 牡4黒鹿57 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 462＋ 2 〃 ハナ 121．8�
510 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿54 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 482－101：46．32 6．1�
816 メイショウゲンキ 牡3鹿 54 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 458－ 41：47．89 336．3�
815 ハマノヴィグラス 牡4栗 57 岡田 祥嗣浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 502± 0 〃 クビ 260．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，867，500円 複勝： 39，354，100円 枠連： 16，655，900円
馬連： 53，134，800円 馬単： 29，129，600円 ワイド： 26，217，700円
3連複： 73，803，200円 3連単： 106，012，100円 計： 365，174，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 290円 � 310円 � 420円 枠 連（2－7） 2，070円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 7，520円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，260円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 18，020円 3 連 単 ��� 101，610円

票 数

単勝票数 計 208675 的中 � 18439（6番人気）
複勝票数 計 393541 的中 � 38208（6番人気）� 34108（7番人気）� 23129（8番人気）
枠連票数 計 166559 的中 （2－7） 5961（13番人気）
馬連票数 計 531348 的中 �� 9260（21番人気）
馬単票数 計 291296 的中 �� 2859（39番人気）
ワイド票数 計 262177 的中 �� 4621（20番人気）�� 2835（32番人気）�� 3481（26番人気）
3連複票数 計 738032 的中 ��� 3023（70番人気）
3連単票数 計1060121 的中 ��� 770（373番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．7―12．7―12．1―12．2―12．1―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．8―42．5―54．6―1：06．8―1：18．9―1：31．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランドマーキュリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．3．30 阪神18着

2010．4．11生 牡3栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ 8戦2勝 賞金 14，050，000円

22140 9月1日 雨 重 （25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52�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

36 スリーアルテミス 牝5鹿 55
53 △中井 裕二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B468－ 61：09．5 95．2�

510 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 藤岡 康太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 466＋ 4 〃 クビ 7．9�
714 ニシノモンクス 牝3鹿 52 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 452＋121：09．6クビ 8．4�
713 カレンシェリーメイ 牝4鹿 55 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 400－ 81：09．7� 15．6�
815 ミラクルベリー 牝5黒鹿55 幸 英明市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 44．4�
23 ヴェリタスローズ 牝6青 55 和田 竜二松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 450＋12 〃 ハナ 178．0	
612 ハイキートーン 牝3栗 52 川田 将雅
下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 442＋ 2 〃 ハナ 26．5�
11 ドラゴンサクラ 牝3青鹿52 国分 優作大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 21：10．01� 21．5�
24 ピエナアプローズ 牝4黒鹿55 武 豊本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 478＋ 6 〃 アタマ 1．8
817 ノ ア ノ ア 牝5芦 55 松山 弘平M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 500＋ 81：10．21� 26．0�
47 	 チアフルアイズ 牝5鹿 55 鮫島 良太ラムダ組合 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 61：10．41� 162．9�
59 サ ン レ ー ン 牝3鹿 52

49 ▲森 一馬 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 0 〃 ハナ 13．2�

12 スマートマーチ 牝3鹿 52 国分 恭介大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 446＋181：10．5� 44．4�
48 ハ ピ シ ン 牝5黒鹿55 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 464＋ 41：10．81� 60．3�
816 オースミマイカ 牝5鹿 55 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B456＋101：11．11� 9．8�
35 テイエムアモーレ 牝5鹿 55

52 ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 474－141：11．41� 171．2�
611 クラウンビション 牝3栗 52 高倉 稜�クラウン 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 472＋22 〃 クビ 362．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，817，900円 複勝： 50，985，500円 枠連： 20，410，600円
馬連： 64，163，700円 馬単： 42，942，900円 ワイド： 31，265，000円
3連複： 89，377，900円 3連単： 165，246，400円 計： 495，209，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，520円 複 勝 � 1，570円 � 250円 � 270円 枠 連（3－5） 10，220円

馬 連 �� 22，590円 馬 単 �� 67，290円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 4，750円 �� 860円

3 連 複 ��� 35，000円 3 連 単 ��� 438，680円

票 数

単勝票数 計 308179 的中 � 2552（13番人気）
複勝票数 計 509855 的中 � 6990（13番人気）� 59285（2番人気）� 53968（3番人気）
枠連票数 計 204106 的中 （3－5） 1475（22番人気）
馬連票数 計 641637 的中 �� 2097（52番人気）
馬単票数 計 429429 的中 �� 471（120番人気）
ワイド票数 計 312650 的中 �� 1831（46番人気）�� 1580（51番人気）�� 9442（7番人気）
3連複票数 計 893779 的中 ��� 1885（99番人気）
3連単票数 計1652464 的中 ��� 278（888番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―45．0―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．0
3 ・（4，10）（5，9，15）3（13，16，17）（1，6，14）8，12，2，7－11 4 ・（4，10）15，3（1，5）（9，14）（6，13，17）（12，16）8（2，7）－11

勝馬の
紹 介

スリーアルテミス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Twining デビュー 2011．4．16 阪神6着

2008．3．25生 牝5鹿 母 スリーアモーラ 母母 Sweet Amora 23戦2勝 賞金 22，960，000円
※出走取消馬 タニノマイルストン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 クリノアマダブラム号



22141 9月1日 雨 重 （25小倉2）第12日 第9競走 ��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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：44．1
1：44．1

良
良

58 プレノタート 牝4鹿 55 武 幸四郎有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 464＋ 61：49．3 7．5�
713 ローレルブレット 牡4黒鹿57 和田 竜二 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 446＋101：49．61� 5．0�
610 ダノンドリーム 牡4青鹿57 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478± 01：49．7� 2．7�
712 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 国分 優作�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 424－ 41：49．8� 40．8�
34 デンコウアカツキ 牝3鹿 52 中井 裕二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 486＋14 〃 クビ 84．1�
46 ラスカルスピード 牡3鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460－ 21：49．9� 6．0	
23 マルシゲサムライ 牡3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 434＋ 41：50．21� 255．1

35 ムーンビスコッティ 牝3栗 52 武 豊�谷口牧場 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 456＋ 8 〃 クビ 22．4�
59 レッドシェリフ 牡5栗 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496± 01：50．3クビ 14．4
22 � レッドキングダム 牡4鹿 57 高倉 稜 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B472－ 6 〃 クビ 7．8�
11 ソロデビュー 牝4黒鹿55 藤懸 貴志�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 41：50．83 16．1�
815 エーブドラゴンマン 牡3青鹿54 酒井 学 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 508± 01：51．75 213．4�

814 メイショウオニグマ 牡3黒鹿54 森 一馬松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 B488－ 21：52．23 87．4�
47 ダンツレパード 牡3鹿 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 478－ 51：52．3クビ 71．4�
611 スズカサクセス 牡6鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 480－ 61：53．15 252．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，865，200円 複勝： 39，696，200円 枠連： 20，300，300円
馬連： 76，082，200円 馬単： 44，554，200円 ワイド： 30，714，500円
3連複： 92，907，300円 3連単： 170，944，500円 計： 503，064，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 170円 � 130円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 520円 �� 390円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 9，120円

票 数

単勝票数 計 278652 的中 � 29400（4番人気）
複勝票数 計 396962 的中 � 41179（4番人気）� 59771（2番人気）� 105679（1番人気）
枠連票数 計 203003 的中 （5－7） 21092（3番人気）
馬連票数 計 760822 的中 �� 35062（6番人気）
馬単票数 計 445542 的中 �� 9442（13番人気）
ワイド票数 計 307145 的中 �� 13327（4番人気）�� 19098（3番人気）�� 35077（1番人気）
3連複票数 計 929073 的中 ��� 60968（1番人気）
3連単票数 計1709445 的中 ��� 13838（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．1―12．2―12．1―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．9―48．0―1：00．2―1：12．3―1：24．4―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

プレノタート �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．7．10 京都1着

2009．3．2生 牝4鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン 23戦3勝 賞金 59，524，000円
〔制裁〕 メイショウオニグマ号の騎手森一馬は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※エーブドラゴンマン号・デンコウアカツキ号・メイショウオニグマ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22142 9月1日 曇 不良 （25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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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

12 タマモクララ 牝4鹿 55 福永 祐一タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 486＋ 41：44．0 6．8�
24 � リバータイキ 牡4栗 57 川田 将雅河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 510＋ 4 〃 アタマ 9．7�
611 コ ル ー ジ ャ 	5鹿 57 国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B490－ 21：44．1クビ 10．2�
816� ミラグロッサ 牝5栗 55 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋141：44．2
 84．8�
47 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 500＋ 41：44．41� 3．2	
510 デンコウアクティブ 牡4鹿 57 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 506－141：44．61
 24．8

713 エイヴィアンボス 牡3鹿 54 武 豊桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 532＋ 21：44．7
 2．9�
11 タガノミューチャン 牝3鹿 52 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 21：45．23 10．3
35 ナムラアピア 牝4芦 55 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 464－241：45．3� 119．4�
612 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 55 鮫島 良太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B498－ 21：45．4クビ 65．1�
48 タガノプリンス 牡5鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B464＋ 81：45．72 124．2�
815 コスモコルデス 牝3黒鹿52 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 450＋ 8 〃 ハナ 119．0�
714 タングルジャングル 牡5鹿 57 高倉 稜金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 470± 01：45．8クビ 199．3�
36 スマイルミッキー 牡7鹿 57 小牧 太広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 478－ 51：46．22
 124．7�
23 ゴールデンジャガー 牡5鹿 57 国分 恭介西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 510＋101：46．4� 50．7�
59  スクウェルチャー 牡5鹿 57 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B508－ 21：46．72 40．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，762，800円 複勝： 71，364，200円 枠連： 29，356，000円
馬連： 120，692，400円 馬単： 66，864，200円 ワイド： 48，907，800円
3連複： 159，592，200円 3連単： 281，730，600円 計： 821，270，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 290円 � 240円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 920円 �� 950円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 44，210円

票 数

単勝票数 計 427628 的中 � 50031（3番人気）
複勝票数 計 713642 的中 � 81299（3番人気）� 62037（5番人気）� 79866（4番人気）
枠連票数 計 293560 的中 （1－2） 17659（6番人気）
馬連票数 計1206924 的中 �� 28592（12番人気）
馬単票数 計 668642 的中 �� 7991（23番人気）
ワイド票数 計 489078 的中 �� 13247（10番人気）�� 12790（12番人気）�� 11723（13番人気）
3連複票数 計1595922 的中 ��� 16534（20番人気）
3連単票数 計2817306 的中 ��� 4703（124番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．4―41．8―53．9―1：06．0―1：18．3―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3
1（2，14）15（3，9）16，10－13（4，8）（5，6，12）－（7，11）
1，2，14（15，10）（3，16）13（7，11）（4，9，8）（6，5，12）

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

勝馬の
紹 介

タマモクララ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．8．27 札幌4着

2009．3．31生 牝4鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク 14戦4勝 賞金 49，785，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ナムラアピア号の騎手幸英明は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 カシノエルフ号・バンブーリバプール号

１レース目



22143 9月1日 曇 重 （25小倉2）第12日 第11競走 ��
��1，200�第33回小倉2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
2歳；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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

23 ホウライアキコ 牝2鹿 54 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 444－ 21：08．8 4．6�
712 ベ ル カ ン ト 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 468＋ 21：09．01� 2．4�
11 ラブリープラネット 牡2栗 54 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 5．8�
22 ダンツブロード 牡2黒鹿54 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新冠 対馬 正 428＋ 61：09．1� 117．8�
34 	 エイシンキサナドゥ 牡2栗 54 松山 弘平�栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

530± 01：09．41
 11．3�
611 マイネヴァリエンテ 牝2鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 61：09．5� 12．2	
46 ネ ロ 牡2栗 54 川田 将雅西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 470＋ 61：09．81
 20．2

815 シ ゲ ル カ ガ 牡2鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 494＋ 41：10．01� 9．7�
47 ハ ッ シ ュ 牝2芦 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 2 〃 クビ 37．2�
58 ベルルミエール 牝2鹿 54 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 千歳 社台ファーム 448－ 21：10．1� 36．5
59 カシノタロン 牝2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 430＋ 4 〃 クビ 244．5�
35 グランプリブレイド 牡2黒鹿54 北村 友一�グランプリ 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 452－ 21：10．2クビ 142．6�
610 ウ メ 牝2栗 54 佐久間寛志副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 446－ 21：10．41� 51．3�
713 ウインスプラッシュ 牡2鹿 54 中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 470＋121：10．72 32．1�
814 メイショウカフウ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 464＋ 61：11．02 86．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 127，939，400円 複勝： 148，071，900円 枠連： 76，125，800円
馬連： 409，014，000円 馬単： 225，503，500円 ワイド： 130，021，800円
3連複： 545，539，500円 3連単： 1，095，209，000円 計： 2，757，424，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 130円 � 170円 枠 連（2－7） 650円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 310円 �� 520円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 6，010円

票 数

単勝票数 計1279394 的中 � 219958（2番人気）
複勝票数 計1480719 的中 � 224419（2番人気）� 355731（1番人気）� 220759（3番人気）
枠連票数 計 761258 的中 （2－7） 87515（1番人気）
馬連票数 計4090140 的中 �� 424103（1番人気）
馬単票数 計2255035 的中 �� 102642（3番人気）
ワイド票数 計1300218 的中 �� 109515（1番人気）�� 58245（5番人気）�� 99241（2番人気）
3連複票数 計5455395 的中 ��� 316085（1番人気）
3連単票数 計10952090 的中 ��� 134497（3番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．0―11．6―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウライアキコ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．27 小倉1着

2011．3．8生 牝2鹿 母 ホウライサンデー 母母 ホウライコメット 2戦2勝 賞金 37，532，000円
〔制裁〕 ウインスプラッシュ号の騎手中井裕二は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

22144 9月1日 曇 重 （25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
2：37．3

良
良

48 プランスペスカ 牡3鹿 54 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 454＋ 82：41．2 4．6�
612� セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 476＋ 4 〃 クビ 48．0�
11 � テーオーダンシング 	6鹿 57 小牧 太小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 522－ 62：41．51
 13．9�
59 マイネルアクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 22：41．71� 5．7�
23 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 酒井 学兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 448＋ 22：41．8クビ 65．2	
816 マンノアクトレス 牝3鹿 52 北村 友一萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 426＋202：42．11
 25．4

12 スズカカイゼル 牡3鹿 54 国分 優作永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 474＋ 8 〃 クビ 29．1�
36 ツルマルナルト 牡4鹿 57

55 △中井 裕二鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 516－ 22：42．2クビ 9．5�
815 スズカマジェスタ 牡5青鹿57 高倉 稜永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470－ 82：42．41� 51．6
35 カムイミンタラ 牡3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 516＋382：42．5
 16．9�
714 キョウワナイト 牡3鹿 54 太宰 啓介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 456－ 22：42．71� 179．2�
24 ウインサーガ 	4黒鹿57 川田 将雅�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 484＋142：43．01
 6．8�
713 マキハタテノール 牡4鹿 57 幸 英明�槇本牧場 吉村 圭司 日高 槇本牧場 500＋ 42：43．63� 3．3�
47 ナリタウィッシュ 牡4栗 57

54 ▲藤懸 貴志�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 458＋102：43．81� 31．4�
611 コマノアーティスト 牡3芦 54 鮫島 良太長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 518＋ 22：45．39 88．5�
510� リバーワンダー 牡6栗 57 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか パラダイス・ファーム B454＋10 〃 クビ 200．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，830，000円 複勝： 54，194，100円 枠連： 29，549，200円
馬連： 150，555，500円 馬単： 63，071，000円 ワイド： 45，672，900円
3連複： 153，909，300円 3連単： 283，166，800円 計： 816，948，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 1，030円 � 420円 枠 連（4－6） 5，750円

馬 連 �� 15，530円 馬 単 �� 22，340円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 1，450円 �� 7，970円

3 連 複 ��� 64，400円 3 連 単 ��� 314，730円

票 数

単勝票数 計 368300 的中 � 63924（2番人気）
複勝票数 計 541941 的中 � 91182（2番人気）� 11450（11番人気）� 32339（6番人気）
枠連票数 計 295492 的中 （4－6） 3795（23番人気）
馬連票数 計1505555 的中 �� 7640（40番人気）
馬単票数 計 630710 的中 �� 2084（69番人気）
ワイド票数 計 456729 的中 �� 2796（43番人気）�� 7969（15番人気）�� 1386（64番人気）
3連複票数 計1539093 的中 ��� 1764（155番人気）
3連単票数 計2831668 的中 ��� 664（773番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．4―12．8―12．6―13．2―12．7―12．0―12．1―11．9―12．2―12．8

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�
12．6―24．1―36．5―48．9―1：01．7―1：14．3―1：27．5―1：40．2―1：52．2―2：04．3―2：16．2―2：28．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．9
1
�
12－13（8，9）－（3，4）（1，5，10）－6，2，14，15，11－（16，7）
12，13，9，8（3，4）（1，10）（5，6）（15，2）14，7，16，11

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

勝馬の
紹 介

プランスペスカ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．5．8生 牡3鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 12戦2勝 賞金 20，100，000円

４レース目



（25小倉2）第12日 9月1日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 191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

202，440，000円
8，420，000円
1，860，000円
18，200，000円
66，545，500円
5，221，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
410，293，300円
640，602，000円
260，605，900円
1，108，403，100円
641，988，500円
436，136，200円
1，455，003，100円
2，711，953，800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 7，664，985，900円

総入場人員 12，107名 （有料入場人員 10，247名）



平成25年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，147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

2，330，500，000円
6，240，000円
108，560，000円
20，480，000円
205，810，000円
757，592，000円
60，082，000円
20，611，200円

勝馬投票券売得金
4，045，243，600円
6，647，123，800円
2，505，135，900円
10，507，996，900円
6，293，532，700円
4，302，073，000円
13，789，725，300円
26，444，452，400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 74，535，283，600円

総入場延人員 116，901名 （有料入場延人員 85，735名）
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