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22121 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第1競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム3：09．4良

67 リアルキング 牡4鹿 60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 530＋ 63：08．5レコード 18．6�
68 マジェスティハーツ 牡7鹿 60 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508－123：08．6� 1．9�
812� マイネルプロンプト �5黒鹿60 中村 将之岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 466－14 〃 ハナ 16．2�
710 キングナポレオン �6黒鹿60 白浜 雄造田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 23：08．91� 19．2�
11 ウインレーベン 牡6青鹿60 平沢 健治�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 462± 03：10．07 19．9�
22 � リバータイキ 牡8栗 60 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 528＋ 23：10．42	 10．0	
56 レッドルーラー 牡7鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 506＋103：10．5クビ 5．7

44 エイシンフランキー 牡6芦 61 田村 太雅�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 500－ 43：11．67 25．1�
33 マイネルアイザック 牡8黒鹿60 小坂 忠士 �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 460± 03：12．13 46．7�
811 アドマイヤフォルム 牡4黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 474± 03：12．2クビ 37．1
55 クランモンタナ 牡8芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480＋ 23：12．73 6．9�
79 ウォンテッド 牡7黒鹿62 黒岩 悠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 494－ 43：14．9大差 50．7�
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売 得 金
単勝： 12，858，700円 複勝： 17，466，700円 枠連： 8，320，600円
馬連： 26，495，900円 馬単： 14，708，300円 ワイド： 16，154，400円
3連複： 41，650，500円 3連単： 58，197，700円 計： 195，852，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 310円 � 120円 � 400円 枠 連（6－6） 1，880円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，510円 �� 740円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 56，710円

票 数

単勝票数 計 128587 的中 � 5525（6番人気）
複勝票数 計 174667 的中 � 11339（5番人気）� 56213（1番人気）� 8199（8番人気）
枠連票数 計 83206 的中 （6－6） 3414（8番人気）
馬連票数 計 264959 的中 �� 11234（6番人気）
馬単票数 計 147083 的中 �� 2265（18番人気）
ワイド票数 計 161544 的中 �� 5745（7番人気）�� 1575（31番人気）�� 5766（6番人気）
3連複票数 計 416505 的中 ��� 4168（24番人気）
3連単票数 計 581977 的中 ��� 744（181番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 52．3－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．23 札幌1着

2013．5．4生 牡4鹿 母 レジェンドキャット 母母 Que Belle 障害：3戦2勝 賞金 22，080，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22122 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第2競走 2，000�サラブレッド系2歳
発走10時35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
2：01．2
1：59．8

良
良

11 シャルドネゴールド 牡2栗 54 川田 将雅青芝商事� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム 432－ 42：01．2 1．8�

811 ウォルビスベイ 牡2黒鹿54 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450＋ 42：01．3� 3．7�
78 ウインネプチューン 牡2青鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 456± 02：02．68 4．6�
810 スリーケープマンボ 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井商事� 加藤 敬二 浦河 信岡牧場 502－ 42：03．45 49．8�
67 シゲルサツマイモ 牡2鹿 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング
フィールド牧場 456－ 22：04．25 77．2	

66 タ ン ロ ン 牡2芦 54 和田 竜二中辻 明氏 寺島 良 白老 習志野牧場 458± 02：04．51� 43．2

22 タマモリング 牡2鹿 54

51 ▲富田 暁タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 442＋ 8 〃 ハナ 178．2�
44 ダイイチリュウ 牡2栗 54 小牧 太華山 龍一氏 作田 誠二 日高 松平牧場 484＋ 62：04．81� 215．1�
79 マイネルサブリエ 牡2栗 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 452± 02：05．01� 219．1
33 ダンツタイヨウ 牡2黒鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 508－ 42：05．42� 30．3�
55 ピ ー ナ ツ 牝2栗 54 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 464－ 22：07．7大差 21．7�
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売 得 金
単勝： 24，274，900円 複勝： 66，217，400円 枠連： 7，427，600円
馬連： 35，648，100円 馬単： 24，215，900円 ワイド： 22，644，600円
3連複： 52，446，700円 3連単： 99，812，300円 計： 332，687，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－8） 250円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 150円 �� 200円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 740円

票 数

単勝票数 計 242749 的中 � 112768（1番人気）
複勝票数 計 662174 的中 � 479615（1番人気）� 61479（2番人気）� 57299（3番人気）
枠連票数 計 74276 的中 （1－8） 22306（1番人気）
馬連票数 計 356481 的中 �� 108571（1番人気）
馬単票数 計 242159 的中 �� 47135（1番人気）
ワイド票数 計 226446 的中 �� 48756（1番人気）�� 36827（2番人気）�� 23751（3番人気）
3連複票数 計 524467 的中 ��� 161737（1番人気）
3連単票数 計 998123 的中 ��� 96502（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．7―12．8―12．6―12．5―12．5―12．2―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．0―47．8―1：00．4―1：12．9―1：25．4―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャルドネゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．8．6 新潟3着

2015．3．20生 牡2栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピーナツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月2日まで平地競走に出

走できない。

第２回 小倉競馬 第１１日



22123 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走11時05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

57 ペ ガ ッ ソ 牡2黒鹿54 幸 英明ちくしCLUB 谷 潔 浦河 津島 優治 482－ 41：00．6 3．2�
46 ソリストサンダー 牡2黒鹿54 高倉 稜村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 村田牧場 466± 01：00．7� 10．3�
813 クインズカトレア 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 406＋ 21：01．02 4．8�
814 グローバルリーチ 牡2鹿 54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 服部 牧場 464＋ 41：01．31� 9．4�
45 シゲルアサツキ 牝2栗 54 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 434＋101：01．62 38．4�
610 アイファーフォルテ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 392－101：02．34 72．0	
711 ツーエムポラリス 牡2栃栗 54

53 ☆加藤 祥太村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 ディアレスト
クラブ 454＋ 21：02．61� 163．9


69 テイエムハエオゴ 牝2青鹿54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 430－ 2 〃 クビ 385．2�
11 ラガーデリゲート 牝2芦 54 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 正美 438－ 21：02．8� 4．1�
34 ミ ク 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 中神牧場 398－ 61：03．01� 36．3
712 シ ゲ ル ネ ギ 牡2鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 398－101：03．32 295．4�
22 ラフィングマッチ 牡2栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 466＋ 21：03．4� 7．5�
58 ダイキリシマ 牡2黒鹿 54

53 ☆荻野 極西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 468＋ 81：04．57 186．7�
33 テイエムシロボシ 牡2栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 460－ 21：09．1大差 69．8�
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売 得 金
単勝： 24，933，300円 複勝： 27，654，200円 枠連： 9，858，200円
馬連： 39，901，800円 馬単： 22，588，200円 ワイド： 23，353，200円
3連複： 55，410，500円 3連単： 76，105，400円 計： 279，804，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 210円 � 150円 枠 連（4－5） 1，210円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 490円 �� 280円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 249333 的中 � 63905（1番人気）
複勝票数 計 276542 的中 � 65228（1番人気）� 26676（5番人気）� 47649（3番人気）
枠連票数 計 98582 的中 （4－5） 6311（5番人気）
馬連票数 計 399018 的中 �� 21492（5番人気）
馬単票数 計 225882 的中 �� 7139（8番人気）
ワイド票数 計 233532 的中 �� 11736（6番人気）�� 24053（2番人気）�� 7829（8番人気）
3連複票数 計 554105 的中 ��� 27105（4番人気）
3連単票数 計 761054 的中 ��� 6282（22番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．8―36．0―48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 ・（1，5）7（6，14）－4，11，13，10，12－9－8－2－3 4 ・（1，5）7，6，14，4，13，11（12，10）－9＝（2，8）＝3

勝馬の
紹 介

ペ ガ ッ ソ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2017．8．12 小倉2着

2015．5．11生 牡2黒鹿 母 レディジュエル 母母 レイディアック 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ダイキリシマ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムシロボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チャノカオリ号
（非抽選馬） 3頭 サイモンバイタル号・タマモオテンバ号・ビッグボス号

22124 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム3：09．4良

811 パフュームボム 牝6鹿 58 白浜 雄造飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480－ 83：11．8 3．1�
78 マサノハヤテ 牡3黒鹿58 北沢 伸也猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 502＋ 63：11．9� 6．7�
22 クリスタルキャノン 牝4芦 58 難波 剛健飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 466－10 〃 アタマ 49．0�
67 ブラックマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 482＋123：12．0� 11．9�
44 サトノアッシュ 牡5鹿 60 林 満明里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 478－ 63：12．85 9．2�
55 ニホンピロボーラー 牡4鹿 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 498－ 23：13．33 2．8�
11 � シゲルクロカジキ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 494－ 63：14．47 8．5	
33 シゲルボスザル 牡3黒鹿58 平沢 健治森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 464± 03：15．35 16．5

66 セルリアンコスモ 牡5鹿 60 中村 将之�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 518－ 23：16．47 94．5�
810� ワンダープレジール 牡5黒鹿60 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 454－ 23：17．03� 59．6
79 スズカハイルーラー 牡4栗 60 草野 太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋ 6 （競走中止） 51．5�
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売 得 金
単勝： 14，131，100円 複勝： 14，836，900円 枠連： 6，969，500円
馬連： 27，725，900円 馬単： 17，660，000円 ワイド： 16，603，000円
3連複： 42，519，700円 3連単： 68，462，500円 計： 208，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 260円 � 850円 枠 連（7－8） 990円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，350円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 20，870円 3 連 単 ��� 59，440円

票 数

単勝票数 計 141311 的中 � 36333（2番人気）
複勝票数 計 148369 的中 � 36273（1番人気）� 13888（4番人気）� 3251（9番人気）
枠連票数 計 69695 的中 （7－8） 5414（3番人気）
馬連票数 計 277259 的中 �� 14291（6番人気）
馬単票数 計 176600 的中 �� 5406（10番人気）
ワイド票数 計 166030 的中 �� 7352（7番人気）�� 1767（25番人気）�� 884（33番人気）
3連複票数 計 425197 的中 ��� 1528（50番人気）
3連単票数 計 684625 的中 ��� 835（169番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．4－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パフュームボム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Wild Again デビュー 2013．7．21 中京17着

2011．4．11生 牝6鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア 障害：3戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 スズカハイルーラー号は，3号障害〔いけ垣〕飛越の際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。



22125 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第5競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

815 レッドルドラ 牡3黒鹿56 武 豊 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 496－ 21：47．8 7．9�
713� ファージンゲール 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill
Farm 478＋ 6 〃 クビ 2．6�

35 ジュンハーツ 牝3黒鹿54 浜中 俊河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 494＋ 21：48．0� 5．2�
714 メイショウゴウキ �3黒鹿56 和田 竜二松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 480－ 2 〃 アタマ 47．9�
12 デンコウグロリアス 牡3鹿 56 幸 英明田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：48．1� 20．5�
23 ジューンソリドール 牡3鹿 56 中谷 雄太吉川 潤氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：48．2� 16．1	
510 マイネルエーポス 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 458－ 51：48．4� 35．3


59 ナムラメルシー 牝3黒鹿 54
53 ☆	島 克駿奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 浦河 中島牧場 470＋ 41：48．82
 48．0�

612� ワンダーセトラ 牡3鹿 56 松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 486＋12 〃 ハナ 4．7�
47 メイショウレーベン 牡3黒鹿56 熊沢 重文松本 好氏 飯田 祐史 浦河 	川フアーム 440－121：49．01� 101．6�
816 マコトテラメエリタ 牡3青鹿56 川田 将雅�ディアマント 	島 一歩 様似 出口 繁夫 B478－ 21：49．1� 8．2�
11 アスターフィール 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 B450－ 81：49．63 198．7�
611 ナガイスパン 牡3鹿 56 小牧 太山下 良子氏 笹田 和秀 新冠 大栄牧場 508＋ 61：49．91� 83．0�
24 センテンスプリング 牡3黒鹿56 太宰 啓介内田 玄祥氏 大根田裕之 浦河 北俣牧場 492－ 11：50．22 158．2�
36 オ リ ヴ ァ ー 牡3芦 56 松山 弘平飯田 正剛氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 B450－ 21：52．1大差 140．7�
48 � シルバーフォー 牝3鹿 54 高倉 稜�須野牧場 宮本 博 米 Brereton

C. Jones 458＋ 41：53．58 310．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，672，900円 複勝： 33，740，800円 枠連： 13，091，200円
馬連： 46，195，900円 馬単： 24，020，600円 ワイド： 30，875，900円
3連複： 64，908，200円 3連単： 79，688，500円 計： 316，194，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 400円 �� 630円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 11，520円

票 数

単勝票数 計 236729 的中 � 23962（4番人気）
複勝票数 計 337408 的中 � 34245（5番人気）� 90272（1番人気）� 52415（2番人気）
枠連票数 計 130912 的中 （7－8） 21458（1番人気）
馬連票数 計 461959 的中 �� 34233（4番人気）
馬単票数 計 240206 的中 �� 6607（8番人気）
ワイド票数 計 308759 的中 �� 19275（4番人気）�� 11516（6番人気）�� 30887（1番人気）
3連複票数 計 649082 的中 ��� 30275（3番人気）
3連単票数 計 796885 的中 ��� 5012（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．0―43．1―56．2―1：08．7―1：21．5―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドルドラ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Monsun デビュー 2017．4．9 阪神6着

2014．4．8生 牡3黒鹿 母 フローリオット 母母 Fureau 5戦1勝 賞金 8，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーフォー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アリストレジェンド号・フェアチャイルド号

22126 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第6競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

817 フ ィ ッ プ ル 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448± 02：00．8 5．0�

23 アバルラータ 牝3鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 442－ 4 〃 クビ 4．8�
11 ハートクレスト 牝3鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 428＋ 22：00．9� 14．4�
818 レッドジュラーレ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 468＋ 62：01．22 5．3�
612 ラ ナ イ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436＋122：01．3� 62．9	

510 プライムタイム 牝3鹿 54 幸 英明谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 482＋122：01．4� 5．4

24 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 488－ 42：01．71� 10．6�
36 オ ル フ ァ ン 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406＋ 22：01．8� 19．0�

59 フォルトラオム 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－ 22：02．22� 228．5
714 メイショウアキヅキ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 432± 0 〃 ハナ 134．3�
715 グ ラ ッ チ ェ 牝3鹿 54 川島 信二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 22：02．51� 251．3�
713 ファーマシスト 牝3栗 54 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 22：02．71� 8．4�
35 ピオニームーン 牝3鹿 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 470＋ 62：02．8� 21．1�
47 ウインミネット 牝3栗 54 高倉 稜�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 422＋142：03．65 65．6�
816 スズカビーバ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472＋ 42：03．7� 228．8�
48 トウカイフォーゲル 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 450＋ 42：03．91� 163．3�
611 サンマルガイア 牝3芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 476－ 82：04．53� 37．6�
12 マジックルーラー 牝3鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 496＋102：04．82 88．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，628，000円 複勝： 35，549，400円 枠連： 17，285，300円
馬連： 52，567，200円 馬単： 23，810，300円 ワイド： 34，030，000円
3連複： 73，988，500円 3連単： 81，779，800円 計： 343，638，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 180円 � 310円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，170円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 26，220円

票 数

単勝票数 計 246280 的中 � 38794（2番人気）
複勝票数 計 355494 的中 � 55792（1番人気）� 54581（3番人気）� 25422（6番人気）
枠連票数 計 172853 的中 （2－8） 27156（1番人気）
馬連票数 計 525672 的中 �� 28688（4番人気）
馬単票数 計 238103 的中 �� 6111（10番人気）
ワイド票数 計 340300 的中 �� 17950（3番人気）�� 7220（16番人気）�� 8008（12番人気）
3連複票数 計 739885 的中 ��� 10643（14番人気）
3連単票数 計 817798 的中 ��� 2261（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―34．9―47．3―59．9―1：12．3―1：24．8―1：37．1―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．0
1
3
11，13（15，17）（2，3）16，1，10，5（7，12）18，9，8－（6，4）14・（11，13，15）（3，17）10（2，1，16）18（5，12，4）8（7，9，6）－14

2
4

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

フ ィ ッ プ ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．16 新潟6着

2014．1．14生 牝3鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ピオニームーン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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 メイショウフウコウ号・ワンダーアマービレ号



22127 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第7競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走13時25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
1：44．1
1：43．9

良
良

816 シャイントレイル 牝3芦 54 小牧 太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：48．3 9．5�
48 ロードバリスタ �3黒鹿56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 492＋101：48．51� 34．8�
24 ダノンクライム 牡3芦 56 浜中 俊�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 518± 01：48．71� 2．7�
713 カルトデュモンド 牡3青鹿56 和田 竜二 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 61：48．91� 8．8�
714 ジ ョ ン ド ゥ 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 508－ 61：49．0� 6．7	
47 マコトステッラミラ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 400－ 61：49．1� 105．4

612 ソルーナブルー 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 日高 石原牧場 466－10 〃 クビ 14．3�
36 ゴッドパイレーツ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 458－ 41：49．2クビ 139．7�
510 ガルトマーン 牡3鹿 56 武 豊 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 454± 01：49．41� 6．6
12 ディレットーレ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋ 4 〃 アタマ 37．9�

815 ス オ ウ 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人松田 整二氏 荒川 義之 平取 稲原牧場 432－ 21：49．61� 166．3�

35 ボストンアプリコ 牝3鹿 54
53 ☆義 英真�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 456± 01：49．7� 185．8�

11 タマモアーサー 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 478＋ 41：49．8� 38．4�

611 サテンドール 牝3鹿 54 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム 446± 0 〃 ハナ 78．1�
23 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 川田 将雅田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 462－ 21：50．43� 5．6�
59 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484＋ 41：52．010 305．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，133，100円 複勝： 36，301，000円 枠連： 17，573，600円
馬連： 50，303，600円 馬単： 25，610，400円 ワイド： 32，738，500円
3連複： 70，214，200円 3連単： 92，627，800円 計： 351，502，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 630円 � 140円 枠 連（4－8） 13，440円

馬 連 �� 11，990円 馬 単 �� 22，570円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 560円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 12，320円 3 連 単 ��� 107，960円

票 数

単勝票数 計 261331 的中 � 21869（6番人気）
複勝票数 計 363010 的中 � 32005（5番人気）� 10716（8番人気）� 95318（1番人気）
枠連票数 計 175736 的中 （4－8） 1013（22番人気）
馬連票数 計 503036 的中 �� 3250（28番人気）
馬単票数 計 256104 的中 �� 851（55番人気）
ワイド票数 計 327385 的中 �� 2792（27番人気）�� 16055（5番人気）�� 5503（20番人気）
3連複票数 計 702142 的中 ��� 4272（43番人気）
3連単票数 計 926278 的中 ��� 622（291番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．4―11．9―11．9―12．4―12．2―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．9―47．8―59．7―1：12．1―1：24．3―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイントレイル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．7．16 中京9着

2014．2．27生 牝3芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 3戦1勝 賞金 5，500，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 オースミベリル号・オースミペンタス号・ブルノ号

22128 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

713 ヴェンジェンス 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490＋ 21：46．1 2．5�
714 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 中谷 雄太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482－ 21：46．73� 22．7�
23 デイジーフローラ 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502± 0 〃 アタマ 6．7�
816 スターペスユウコ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 464－101：46．8クビ 5．5�
12 ダイシンカレラ 牡5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 488＋ 4 〃 クビ 19．4�
11 � キングズアフェアー �5黒鹿57 川田 将雅吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 512－ 81：47．01	 7．8�
36 � ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 526＋ 2 〃 クビ 19．8	
47 リリーシューター 牡4鹿 57 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 494－101：47．53 22．3

48 アスカノハヤテ 牡3鹿 54 松山 弘平豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 472± 01：47．6� 6．3�
815 グランプリアクセル 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B474＋101：48．02� 206．2
59 � エアシーラン 牡5黒鹿57 川須 栄彦村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 482＋ 31：48．1
 192．2�
24 ミ ザ イ 牝3芦 52 �島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 488＋101：48．2� 63．2�
510� マーケットレイズン 牝3芦 52 田中 健峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 438－ 81：48．3� 95．0�
611 スリーチアサウス 牝6鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 486± 01：48．51	 207．7�
35 フジクイーン 牝4栗 55 松若 風馬平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 486－ 21：48．82 90．9�
612� コパノジョージ 牡5黒鹿57 高倉 稜小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 41：48．9クビ 131．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，409，900円 複勝： 36，214，400円 枠連： 15，444，400円
馬連： 61，700，000円 馬単： 28，169，000円 ワイド： 34，319，400円
3連複： 83，257，800円 3連単： 103，934，400円 計： 387，449，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 420円 � 200円 枠 連（7－7） 2，280円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 790円 �� 400円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 18，030円

票 数

単勝票数 計 244099 的中 � 75537（1番人気）
複勝票数 計 362144 的中 � 100203（1番人気）� 15537（8番人気）� 43435（4番人気）
枠連票数 計 154444 的中 （7－7） 5239（11番人気）
馬連票数 計 617000 的中 �� 23133（5番人気）
馬単票数 計 281690 的中 �� 7302（9番人気）
ワイド票数 計 343194 的中 �� 10964（7番人気）�� 23997（3番人気）�� 4514（23番人気）
3連複票数 計 832578 的中 ��� 14801（13番人気）
3連単票数 計1039344 的中 ��� 4179（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．9―43．0―55．6―1：08．3―1：21．0―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．3．26生 牡4栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 6戦2勝 賞金 24，135，000円
※アドマイヤウイング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22129 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第9競走 ��1，200�
や は た

八 幡 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55�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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ウインハートビート 牡4栗 57 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 484＋101：09．1 4．9�
715 ジョーマイク �4栗 57 川田 将雅上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 456＋ 4 〃 ハナ 6．3�
48 � スペードクイーン 牝4栗 55 幸 英明吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 468－ 2 〃 クビ 7．1�
817 ブライティアレディ 牝4青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 428＋ 61：09．31� 5．1�
47 	 ハ ル ク 牡4鹿 57 
島 克駿�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 480－ 4 〃 クビ 8．1�
36 テイエムイキオイ 牡3青鹿55 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 462＋101：09．4クビ 9．6	
59 ミルトプリンス 牡3鹿 55 岩崎 翼永山 勝敏氏 石橋 守 新冠 長浜 忠 444＋101：09．5� 58．6

713 オイカケマショウ 牡3鹿 55 中谷 雄太小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 466＋241：09．71� 73．6�
818 ラブローレル 牝5青鹿55 小牧 太増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426± 01：09．8クビ 18．0�
12 アルパーシャン 牡5栗 57 太宰 啓介エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 466＋ 61：09．9� 16．3�
611 エスペランサリュウ 牡4鹿 57 加藤 祥太江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 480＋ 6 〃 ハナ 63．8�
816 サカジロテンオー 牡4鹿 57 松若 風馬ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 488－ 6 〃 ハナ 41．1�
23 ブライトメジャー 牝3栗 53 川須 栄彦谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 21：10．1� 132．1�
24 カワキタエビデンス 牝3鹿 53 荻野 極川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 440＋12 〃 アタマ 11．7�
612 マコトルーメン 牡4鹿 57 岡田 祥嗣�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 480－ 61：10．2� 39．8�
11 	 トップインパクト 牡5鹿 57 浜中 俊コオロ 昆 貢 新冠 森永 聡 B428＋ 41：10．73 103．1�
714 ヨドノベスト 牡3鹿 55 小坂 忠士海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 434－ 21：10．8� 226．3�
510 テイエムミナンカゼ 牝3栗 53 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 458＋101：11．01 83．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，397，200円 複勝： 45，377，400円 枠連： 24，434，200円
馬連： 80，722，000円 馬単： 33，830，800円 ワイド： 45，553，000円
3連複： 108，253，500円 3連単： 124，967，900円 計： 492，536，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 210円 � 280円 枠 連（3－7） 880円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 540円 �� 830円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 20，800円

票 数

単勝票数 計 293972 的中 � 47072（1番人気）
複勝票数 計 453774 的中 � 74543（1番人気）� 58309（3番人気）� 36380（6番人気）
枠連票数 計 244342 的中 （3－7） 21400（3番人気）
馬連票数 計 807220 的中 �� 43588（2番人気）
馬単票数 計 338308 的中 �� 10271（2番人気）
ワイド票数 計 455530 的中 �� 22512（2番人気）�� 13871（6番人気）�� 10481（12番人気）
3連複票数 計1082535 的中 ��� 16198（11番人気）
3連単票数 計1249679 的中 ��� 4354（27番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインハートビート �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．9 小倉7着

2013．5．6生 牡4栗 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 15戦3勝 賞金 31，430，000円
〔制裁〕 ヨドノベスト号の騎手小坂忠士は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番・13番）
※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 カノヤパリティ号・クールジョジョ号・ラソ号・リングオブハピネス号

22130 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第10競走 ��2，000�
げ ん か い

玄 海 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．9．3以降29．8．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 サトノケンシロウ 牡4黒鹿57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：59．8 1．8�
810 ダイナミックアロー 牡4鹿 54 三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 492＋ 22：00．01� 18．6�
55 ジュンスパーヒカル 牡5鹿 56 松山 弘平河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464± 02：00．1� 20．7�
811 メイショウキトラ 牡6栗 53 小牧 太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 492－ 22：00．31� 19．5�
78 オールドクラシック 牡4青鹿54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 アタマ 19．8�
44 フ ァ シ ー ノ 牡6鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 476－ 22：00．51� 82．8	
33 ワンスインアライフ 牡4鹿 55 武 豊前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 458－ 2 〃 クビ 3．8

67 メイショウブシン 牡7鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 466－ 42：00．6クビ 19．7�
11 � スリーマキシマム 牡6鹿 54 幸 英明永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 492－ 6 〃 クビ 7．4
66 レッドアルティスタ �5鹿 54 荻野 極 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 458－ 22：00．81� 31．4�
79 クロニクルスカイ �6鹿 53 	島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 500－242：01．86 182．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，863，400円 複勝： 87，031，200円 枠連： 19，198，400円
馬連： 95，964，000円 馬単： 53，237，400円 ワイド： 46，434，800円
3連複： 122，578，800円 3連単： 260，701，900円 計： 726，009，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 380円 � 360円 枠 連（2－8） 1，020円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 750円 �� 690円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 26，990円

票 数

単勝票数 計 408634 的中 � 180766（1番人気）
複勝票数 計 870312 的中 � 547676（1番人気）� 24013（8番人気）� 25394（7番人気）
枠連票数 計 191984 的中 （2－8） 14448（4番人気）
馬連票数 計 959640 的中 �� 39059（8番人気）
馬単票数 計 532374 的中 �� 14330（10番人気）
ワイド票数 計 464348 的中 �� 16372（8番人気）�� 17962（7番人気）�� 3428（34番人気）
3連複票数 計1225788 的中 ��� 12356（24番人気）
3連単票数 計2607019 的中 ��� 7002（80番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．0―12．6―12．6―12．1―12．1―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．5―48．1―1：00．7―1：12．8―1：24．9―1：36．6―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
10，4（1，8）（5，9）－3（6，2）11，7
10－4（6，1，8）（5，9，3）（7，2）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノケンシロウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．14 東京4着

2013．3．3生 牡4黒鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 10戦4勝 賞金 60，666，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22131 9月2日 晴 良 （29小倉2）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，28．9．3以降29．8．27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

714 コウエイタケル 牡6鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 81：08．3 7．9�
12 アドマイヤナイト 牝5栗 53 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 436＋ 4 〃 クビ 13．9�
510 ニシノラッシュ 牡5鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 488± 01：08．4クビ 5．2�
24 テイエムゲッタドン �6栗 53 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B500± 0 〃 ハナ 159．6�
11 ニシオボヌール �5黒鹿55 高田 潤西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 488－ 6 〃 ハナ 18．8�
36 メイショウブイダン 牡6鹿 54 義 英真松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 464－ 41：08．5� 179．4�
35 ドラゴンストリート 牡6鹿 54 和田 竜二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 474－ 8 〃 ハナ 25．9	
611 スマートカルロス 牡5鹿 56 岩崎 翼大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 480＋ 6 〃 アタマ 27．9

612 ラ ク ア ミ 牝5栗 52 松山 弘平西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B448－ 21：08．71� 26．4�
59 ダノンルージュ 牝7鹿 52 秋山真一郎�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：08．8� 10．2
715 スカイパッション 牝5栗 53 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 468－ 21：08．9� 6．6�
23 デンコウウノ 牡6鹿 56 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 502＋ 61：09．0	 37．1�
48 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 52 加藤 祥太上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 486－ 41：09．1クビ 173．8�
817 ハニードント 牝6栗 51 中谷 雄太薪浦 州平氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 466± 0 〃 クビ 142．8�
816 オーヴィレール 牝4芦 56 川田 将雅下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 490＋121：09．2クビ 4．0�
818 オースミチャド 牡6鹿 54 高倉 稜�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 478－121：09．52 64．6�
713 タガノアザガル 牡5黒鹿54 太宰 啓介八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 61：09．6	 95．8�
47 ピンストライプ 牡5青鹿56 荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522± 01：11．19 8．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 57，311，300円 複勝： 88，012，100円 枠連： 58，863，000円
馬連： 216，170，600円 馬単： 83，036，700円 ワイド： 102，518，100円
3連複： 330，607，300円 3連単： 428，329，800円 計： 1，364，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 350円 � 220円 枠 連（1－7） 1，250円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 640円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 48，070円

票 数

単勝票数 計 573113 的中 � 57766（4番人気）
複勝票数 計 880121 的中 � 92252（3番人気）� 59268（8番人気）� 116009（2番人気）
枠連票数 計 588630 的中 （1－7） 36218（5番人気）
馬連票数 計2161706 的中 �� 37090（18番人気）
馬単票数 計 830367 的中 �� 7196（35番人気）
ワイド票数 計1025181 的中 �� 18515（15番人気）�� 42708（3番人気）�� 22241（12番人気）
3連複票数 計3306073 的中 ��� 38634（14番人気）
3連単票数 計4283298 的中 ��� 6460（135番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―45．4―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 ・（12，10，14）16（4，2，5，7）17（1，13）（9，18）（6，15）（8，11，3） 4 ・（12，10，14）（4，2，5，16）（6，1，17）13（8，11，7，9，18）（15，3）

勝馬の
紹 介

コウエイタケル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．30 中京1着

2011．3．21生 牡6鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 40戦5勝 賞金 143，129，000円
※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 ワキノヒビキ号

22132 9月2日 晴 良 （29小倉2）第11日 第12競走 1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

57 シルバードリーム 牝4栃栗 55
52 ▲森 裕太朗南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478－ 8 59．1 2．3�

46 アグネスエーデル 牡5鹿 57 武 豊上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 508－ 8 59．42 5．8�
813� ブレーヴブラッド 牡5鹿 57 川島 信二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466＋ 4 59．61� 52．0�
45 メジャーガラメキ 牝5栗 55 小牧 太髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494－ 2 59．7クビ 12．7�
22 タマモサザンクロス 牡3黒鹿 55

54 ☆義 英真タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 444＋ 4 〃 クビ 64．5�
34 ハトマークレディ 牝4鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 412－ 2 59．8クビ 15．0	
33 マ ッ セ ル 牡3鹿 55 川田 将雅�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 8 〃 クビ 7．0

610 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 幸 英明栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 452＋141：00．01� 48．9�
69 ショウナンカイドウ 牡4栗 57 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B524± 0 〃 クビ 7．3�
712 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿 57

56 ☆荻野 極田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 486＋ 81：00．1� 18．2
58 アユツリオヤジ 牡3栗 55 松山 弘平 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 482± 01：00．2クビ 19．8�
11 アスターメープル 牝3栗 53

52 ☆加藤 祥太加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 430－ 21：00．62� 49．9�
711 タマモスズラン 牝4鹿 55 田中 健タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 440－ 81：01．02� 23．5�
814� シャインスプライト 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 528－ 21：01．53 155．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，201，400円 複勝： 58，280，700円 枠連： 24，940，800円
馬連： 115，768，000円 馬単： 50，925，500円 ワイド： 62，970，000円
3連複： 152，915，200円 3連単： 231，703，400円 計： 743，705，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 180円 � 680円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，500円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 26，060円

票 数

単勝票数 計 462014 的中 � 157795（1番人気）
複勝票数 計 582807 的中 � 149258（1番人気）� 82421（2番人気）� 14889（10番人気）
枠連票数 計 249408 的中 （4－5） 36192（1番人気）
馬連票数 計1157680 的中 �� 113296（2番人気）
馬単票数 計 509255 的中 �� 33388（2番人気）
ワイド票数 計 629700 的中 �� 49035（2番人気）�� 10230（16番人気）�� 4518（39番人気）
3連複票数 計1529152 的中 ��� 13585（27番人気）
3連単票数 計2317034 的中 ��� 6444（74番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．5―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバードリーム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．12．26 中山4着

2013．2．24生 牝4栃栗 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 14戦3勝 賞金 31，250，000円
〔制裁〕 アグネスエーデル号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 スーパーライナー号・セングウ号・マルクデラポム号



（29小倉2）第11日 9月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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
厩務員出走奨励金

199，950，000円
5，060，000円
10，980，000円
1，590，000円
22，070，000円
70，326，000円
5，888，600円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
348，815，200円
546，682，200円
223，406，800円
849，163，000円
401，813，100円
468，194，900円
1，198，750，900円
1，706，311，400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 5，743，137，500円

総入場人員 9，801名 （有料入場人員 8，598名）
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