
22133 9月3日 晴 良 （29小倉2）第12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
1：07．8
1：07．8

良
良

713 ア ン ヴ ァ ル 牝2鹿 54 武 豊 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 41：09．0 4．2�

12 ラブカンプー 牝2黒鹿54 浜中 俊増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 430＋ 21：09．21 1．4�
48 ラ イ リ ー 牡2黒鹿54 松若 風馬古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 454＋ 21：10．15 17．8�
36 ダイメイギンガ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 446＋ 21：10．41� 30．9�
23 アスターシャンティ 牡2黒鹿54 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 440－ 2 〃 クビ 49．7�
24 チャノカオリ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 430＋ 21：10．61� 229．3	
59 アイランドクイーン 牝2鹿 54 幸 英明大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 442－ 41：11．13 71．8

510 モスアゲート 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 422＋101：11．52	 103．1�
612 タガノシムナ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 432± 0 〃 クビ 122．8�
47 モンサンフィエール 牡2栗 54 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 450＋ 2 〃 ハナ 16．0
11 ジューンナイト 牡2青鹿54 松山 弘平吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 430－ 41：11．71� 14．6�
611 ダ ッ チ ェ ス 牝2芦 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新冠 坂元 芳春 418＋ 61：11．8	 289．5�
817 シゲルアズキ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 450＋ 81：11．9	 269．5�
815 デンコウメジャー 牡2栗 54 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 456＋ 21：12．53	 429．5�
35 クールウイン 牡2鹿 54 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 464＋101：13．03 148．3�
816 カシノシャイン 牝2栗 54 柴田 未崎柏木 務氏 田所 秀孝 青森 町屋 勝幸 418 ―1：13．21 446．7�
714 コウエイゴールド 牡2栗 54

51 ▲森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 490＋ 2 （競走中止） 53．6�
（17頭）

売 得 金
単勝： 24，866，500円 複勝： 90，974，900円 枠連： 13，377，700円
馬連： 43，169，200円 馬単： 27，119，800円 ワイド： 25，967，700円
3連複： 62，787，100円 3連単： 103，841，900円 計： 392，104，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 240円 枠 連（1－7） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 160円 �� 730円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計 248665 的中 � 48983（2番人気）
複勝票数 計 909749 的中 � 61576（2番人気）� 711378（1番人気）� 19000（5番人気）
枠連票数 計 133777 的中 （1－7） 35857（1番人気）
馬連票数 計 431692 的中 �� 101566（1番人気）
馬単票数 計 271198 的中 �� 25778（3番人気）
ワイド票数 計 259677 的中 �� 52238（1番人気）�� 7197（9番人気）�� 15850（3番人気）
3連複票数 計 627871 的中 ��� 44489（3番人気）
3連単票数 計1038419 的中 ��� 14947（12番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ン ヴ ァ ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 小倉3着

2015．1．28生 牝2鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 コウエイゴールド号は，発走後まもなく急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コウエイゴールド号の騎手森裕太朗は，発走後まもなくの御法（鞭の使用により内側に逃避され落馬した）について過怠金

30，000円。
〔調教再審査〕 コウエイゴールド号は，発走後まもなく急に内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンコウメジャー号・クールウイン号・カシノシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成29年10月3日まで平地競走に出走できない。
※チャノカオリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22134 9月3日 晴 良 （29小倉2）第12日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時30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
56．9
56．9

重
重

813 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 504＋ 4 59．4 2．8�

58 サウンドビクトリー 牝3鹿 54 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 見上牧場 504－ 2 59．5� 2．8�
33 メイショウルーシー 牝3青鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 410± 0 59．71� 6．2�
46 ヒロノランマン 牡3栗 56

55 ☆荻野 極サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 498－ 41：00．01� 56．6�
711 デロングスター 牝3栗 54 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 クビ 5．6	
11 ハンドレッドライフ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼伊藤 信之氏 石橋 守 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋161：00．95 72．9

69 ストーミーワンダー 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 槇本牧場 484＋181：01．0クビ 54．0�

34 キンシノスパーク 牡3栗 56 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 472＋ 6 〃 ハナ 18．3�
57 ゴートゥームーヴ 牡3青鹿 56

53 ▲森 裕太朗飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 468－ 41：01．1� 135．0
22 オーミルーティン 牡3鹿 56 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 浦河 市川牧場 460－ 21：01．2� 284．7�
712 スエルテミノル 牝3鹿 54 松若 風馬吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454＋12 〃 アタマ 17．2�
45 トーアバカラ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁高山ランド� 松永 昌博 豊浦トーア牧場 470± 01：01．41� 74．4�
814 マサノカオリ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 436＋ 21：01．5� 344．2�
610 エイシンスプリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 480－ 61：01．6� 46．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，493，600円 複勝： 31，978，700円 枠連： 10，330，000円
馬連： 44，123，800円 馬単： 25，000，400円 ワイド： 27，547，000円
3連複： 59，997，300円 3連単： 87，842，600円 計： 310，313，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 170円 �� 280円 �� 270円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 234936 的中 � 65363（2番人気）
複勝票数 計 319787 的中 � 93859（1番人気）� 70230（2番人気）� 43845（3番人気）
枠連票数 計 103300 的中 （5－8） 17749（1番人気）
馬連票数 計 441238 的中 �� 85116（1番人気）
馬単票数 計 250004 的中 �� 23207（2番人気）
ワイド票数 計 275470 的中 �� 46195（1番人気）�� 22366（4番人気）�� 24181（2番人気）
3連複票数 計 599973 的中 ��� 68867（1番人気）
3連単票数 計 878426 的中 ��� 23645（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ガ ス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．8．28 札幌2着

2014．4．30生 牡3芦 母 レジュイール 母母 レジナサンドラ 14戦1勝 賞金 21，450，000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。
（非当選馬） 1頭 オーサム号
（非抽選馬） 1頭 コンテンポラリー号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第１２日



22135 9月3日 晴 良 （29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 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

59 ビービーアヴィド 牡3黒鹿56 武 豊坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋ 21：47．4 4．7�

510 メイショウトコシエ 牡3栗 56 川田 将雅松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 446－ 21：47．82� 10．0�
714 ワンダーラジャ 牡3栗 56 和田 竜二山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 496± 01：48．33 2．8�
611 ジューンアンカー 牡3栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B450± 01：48．5� 59．0�
713 ジュールドネージュ 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿�G1レーシング 藤岡 健一 安平 追分ファーム 484± 01：48．71� 95．0�
816 メイショウブルゴー 牡3栃栗 56

53 ▲富田 暁松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 484－ 61：48．8� 198．9	
11 スマイルアゲイン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 536 ― 〃 ハナ 23．9

24 カ ナ イ オ 牡3鹿 56 浜中 俊守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 494＋12 〃 アタマ 13．4�
23 メイショウハチク 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460± 01：49．11� 8．1�
48 ティンガティンガ 牡3芦 56 高倉 稜新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B462＋ 41：49．52� 126．0
47 ゴールドエンパイア 牡3黒鹿56 松若 風馬寺田 寿男氏 野中 賢二 新冠 パカパカ

ファーム 466 ―1：49．6クビ 49．6�
12 アイファーイチオー 牡3栗 56

55 ☆荻野 極中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 490＋ 41：49．81� 6．2�
35 アウラマイスター 牡3鹿 56 幸 英明岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 502－ 21：49．9� 13．5�
815 ヒストリーメイカー 牡3黒鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 530 ―1：50．1� 52．6�
612 ヒカリカトレア 牝3鹿 54 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 むかわ 真壁 信一 504＋ 2 〃 ハナ 456．4�
36 サンライズソウマ 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 B480＋101：54．4大差 26．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，618，200円 複勝： 37，241，300円 枠連： 13，549，900円
馬連： 52，372，500円 馬単： 24，209，700円 ワイド： 34，929，700円
3連複： 76，287，800円 3連単： 90，696，400円 計： 354，905，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 220円 � 130円 枠 連（5－5） 2，460円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 910円 �� 280円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 12，130円

票 数

単勝票数 計 256182 的中 � 43462（2番人気）
複勝票数 計 372413 的中 � 56662（2番人気）� 33829（5番人気）� 95503（1番人気）
枠連票数 計 135499 的中 （5－5） 4258（11番人気）
馬連票数 計 523725 的中 �� 18945（7番人気）
馬単票数 計 242097 的中 �� 4409（14番人気）
ワイド票数 計 349297 的中 �� 8807（11番人気）�� 35003（2番人気）�� 19493（3番人気）
3連複票数 計 762878 的中 ��� 30141（3番人気）
3連単票数 計 906964 的中 ��� 5417（26番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．7―12．6―13．5―13．0―12．7―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．4―42．0―55．5―1：08．5―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビービーアヴィド �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2017．1．21 京都2着

2014．5．15生 牡3黒鹿 母 ハンドオブフェイト 母母 Destiny Dance 5戦1勝 賞金 9，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズソウマ号は，「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） 2頭 マリナー号・レクセル号

22136 9月3日 晴 良 （29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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430± 01：08．7 3．6�

35 サンブリリアント 牝3栗 54 北村 友一西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 486＋ 41：08．8� 3．7�
48 タガノハウオリ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 454＋141：08．9� 12．7�
818 シゲルドラネコ 牡3鹿 56 松若 風馬森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 440＋ 41：09．0� 51．1�
510 レッドフィエルテ 牝3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 416＋ 21：09．1� 6．5�
715 ヴァージャー 牝3黒鹿 54

53 ☆	島 克駿 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 446± 01：09．52� 12．0	

23 タガノイシス 牝3鹿 54 川島 信二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B448－ 41：09．71 7．4


11 メイショウチロル 牝3栗 54 川須 栄彦松本 好雄氏 	島 一歩 浦河 	川フアーム 406－ 8 〃 アタマ 83．6�
816 ロードアイビス 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 2 〃 ハナ 10．0�
47 テイケイラフイン 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 410－ 2 〃 クビ 247．4
24 タガノアヌビス 牡3鹿 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B478± 01：09．91
 65．7�
12 ワンダーゴレイロ 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 	川 啓一 488＋ 41：10．0� 101．1�
36 ビージュノー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 384－ 6 〃 クビ 132．6�
59 ホープバイオ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗バイオ� 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B434＋141：10．21
 35．3�
817 ダイシンフォルテ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 554＋ 41：10．3� 20．3�
713 ケイアイアン 牡3鹿 56

55 ☆義 英真杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478＋ 41：10．51
 111．8�
714 ヤマニンアウォーズ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 486＋ 6 〃 アタマ 482．7�
612 アストレアスター 牝3黒鹿54 高倉 稜野田 善己氏 松下 武士 新冠 中村 弘昭 408 ―1：13．0大差 252．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，387，500円 複勝： 41，957，600円 枠連： 13，150，700円
馬連： 57，921，000円 馬単： 25，833，900円 ワイド： 38，044，300円
3連複： 81，371，300円 3連単： 93，475，500円 計： 381，141，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 140円 � 240円 枠 連（3－6） 780円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 370円 �� 850円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 9，060円

票 数

単勝票数 計 293875 的中 � 63801（1番人気）
複勝票数 計 419576 的中 � 63581（2番人気）� 92841（1番人気）� 37579（6番人気）
枠連票数 計 131507 的中 （3－6） 12950（1番人気）
馬連票数 計 579210 的中 �� 59654（1番人気）
馬単票数 計 258339 的中 �� 13297（1番人気）
ワイド票数 計 380443 的中 �� 28393（1番人気）�� 10726（10番人気）�� 17144（4番人気）
3連複票数 計 813713 的中 ��� 28100（2番人気）
3連単票数 計 934755 的中 ��� 7477（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．8―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ジ ョ ラ ム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2016．8．20 小倉4着

2014．4．15生 牝3鹿 母 プ リ ュ ネ ル 母母 サタデーナイト 14戦1勝 賞金 12，400，000円
〔発走状況〕 タガノハウオリ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アストレアスター号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アイファーヒロイン号・ダノンキラメキ号・ワンパーパス号
（非抽選馬） 1頭 ユキエファルコン号



22137 9月3日 晴 良 （29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
1：45．9

良
良

59 メイショウテッコン 牡2青鹿 54
53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 486 ―1：51．1 7．3�

48 レッドヴァール 牝2鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 クビ 1．8�
713 リバプールタウン 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 480 ―1：51．73� 124．9�
510 ボ リ ウ ッ ド 牝2黒鹿 54

53 ☆荻野 極吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 ハナ 23．2�
24 ノーブルスピリット 牡2黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 488 ―1：52．23 6．3	
815 トップオブウイン 牡2鹿 54

51 ▲森 裕太朗寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 有限会社
吉田ファーム 428 ― 〃 ハナ 41．0


35 ラストクルセイド 牡2鹿 54 幸 英明 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 478 ―1：52．62� 12．2�
816 ローズサクシード 牡2鹿 54 和田 竜二 �シルクレーシング 吉村 圭司 洞	湖 レイクヴィラファーム 504 ―1：52．7
 21．2�
23 カ ン ズ 牝2鹿 54 北村 友一杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 458 ―1：52．8
 38．8
612 シャンテューズ 牝2芦 54 武 豊吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 446 ―1：53．65 14．6�
611 シゲルゴボウ 牡2黒鹿54 松若 風馬森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 大滝 康晴 432 ―1：53．7� 158．5�
36 ウインストロベリー 牝2栗 54 松山 弘平�ウイン 宮 徹 日高 モリナガファーム 436 ― 〃 クビ 154．4�
12 マ エ ガ ミ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 438 ―1：53．91� 182．1�
11 コパノダニエル 牡2栗 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 486 ―1：54．43 30．8�
714 インフレーション 牡2青鹿54 川島 信二アルツト組合 高橋 康之 新冠 柏木 一則 460 ―1：54．5クビ 126．6�
47 ジョウショーダイヤ 牝2鹿 54 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 436 ―1：54．71� 201．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，872，200円 複勝： 53，288，200円 枠連： 14，199，300円
馬連： 48，584，600円 馬単： 30，015，200円 ワイド： 31，261，400円
3連複： 64，115，100円 3連単： 90，523，000円 計： 368，859，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 170円 � 110円 � 1，160円 枠 連（4－5） 510円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 320円 �� 6，950円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 15，740円 3 連 単 ��� 81，420円

票 数

単勝票数 計 368722 的中 � 42627（3番人気）
複勝票数 計 532882 的中 � 52682（2番人気）� 288665（1番人気）� 4574（11番人気）
枠連票数 計 141993 的中 （4－5） 21348（1番人気）
馬連票数 計 485846 的中 �� 57415（2番人気）
馬単票数 計 300152 的中 �� 12507（6番人気）
ワイド票数 計 312614 的中 �� 28973（2番人気）�� 1052（50番人気）�� 2594（28番人気）
3連複票数 計 641151 的中 ��� 3055（46番人気）
3連単票数 計 905230 的中 ��� 806（216番人気）

ハロンタイム 13．0―12．7―13．3―12．7―12．4―12．0―11．9―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．7―39．0―51．7―1：04．1―1：16．1―1：28．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテッコン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Lemon Drop Kid 初出走

2015．4．17生 牡2青鹿 母 エーシンベロシティ 母母 Vermont Girl 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 2頭 ナムラルビー号・ブルベアトリュフ号

22138 9月3日 晴 良 （29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 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

816 エイシンクリック 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 476－ 42：01．5 4．1�
48 コペルニクス 牡3黒鹿56 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 5．0�
35 プライヤビスタ 牡3鹿 56 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム 590＋ 42：01．92� 4．8�
713 モ ハ ー 牝3栗 54

53 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 498＋ 6 〃 クビ 199．2�
24 ウインドウイスパー 牝3栗 54 川須 栄彦福原 正博氏 森田 直行 平取 雅 牧場 438＋ 22：02．0クビ 45．8	
714 モンドバーグ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 
社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 8 〃 クビ 33．2�

11 アストロノート 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿 
キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 420± 02：02．1	 12．0�

611 スリーソードシチー 牡3黒鹿56 幸 英明 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 400＋ 6 〃 アタマ 14．8
612
 ロードフェイム 牡3鹿 56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 英 K I Farm

Corporation 496＋ 62：02．31 14．0�
12 ファイナンス 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．51 20．8�
715 バーニングテイスト 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B486＋ 22：02．6� 115．8�

23 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 小牧 太山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 476－ 4 〃 クビ 5．9�
818 ダノングローリア 牡3鹿 56 高倉 稜�ダノックス 村山 明 新ひだか タイヘイ牧場 480＋112：02．81� 23．7�
817 ヴィクトリーダンス 牝3鹿 54 �島 良太�G1レーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 416－102：03．01� 259．8�
510 シャルマンクリール 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 478－ 62：03．21� 474．0�
47 ハニートリップ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣広尾レース� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 434＋ 62：03．51	 62．2�
36 ローズカスケイド 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438＋10 〃 クビ 57．5�
59 チュウワフォース 牡3鹿 56 松若 風馬中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 492± 02：03．92� 51．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，318，700円 複勝： 42，222，100円 枠連： 16，307，700円
馬連： 59，458，500円 馬単： 27，098，900円 ワイド： 39，085，300円
3連複： 84，114，500円 3連単： 95，263，400円 計： 390，869，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 170円 � 150円 枠 連（4－8） 900円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 490円 �� 380円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 273187 的中 � 52662（1番人気）
複勝票数 計 422221 的中 � 83632（1番人気）� 60108（3番人気）� 70049（2番人気）
枠連票数 計 163077 的中 （4－8） 13954（2番人気）
馬連票数 計 594585 的中 �� 42627（3番人気）
馬単票数 計 270989 的中 �� 10062（4番人気）
ワイド票数 計 390853 的中 �� 20308（3番人気）�� 27091（1番人気）�� 18667（4番人気）
3連複票数 計 841145 的中 ��� 38654（2番人気）
3連単票数 計 952634 的中 ��� 9043（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．0―48．8―1：01．4―1：14．1―1：26．3―1：37．9―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2
1
3
9，15（7，8）13，4（10，11）（1，6，17）（12，18）3（2，14，16）－5・（9，16）（15，8）（13，11，18）（7，4）（1，3，17，12，14）（2，10，6）－5

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

勝馬の
紹 介

エイシンクリック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2017．3．19 阪神11着

2014．3．3生 牡3鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 6戦1勝 賞金 8，800，000円
〔その他〕 ハニートリップ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハニートリップ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年10月3日まで出走できない。



22139 9月3日 晴 良 （29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 7，500，000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

33 � スズカマサル 牡4鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 446－ 91：46．5 6．9�
11 アドラメレク 牡3黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 4 〃 クビ 24．9�
813 マッカートニー 牡4栗 57 武 豊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 476＋ 2 〃 ハナ 2．9�
814� エクロジオン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 474± 01：46．92� 28．1�
711 オンワードハンター 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 472＋ 21：47．21� 25．6�
69 ナムラヘラクレス 牡3鹿 54 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 490＋ 61：47．73 134．3	
45 ハートフルタイム 牡3黒鹿54 	島 良太青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502＋ 6 〃 ハナ 24．3

22 ピエナクルーズ 牡4鹿 57

56 ☆義 英真本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 122．5�
58 ジュンテオドーラ 牝3鹿 52 川須 栄彦河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．23 6．8�
46 エ レ メ ン ツ 牝4黒鹿55 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 61：48．3� 2．7
57 � サトノユニコーン 牡7鹿 57 松山 弘平里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B472－161：49．15 16．7�
712 メイショウフウコウ 牝3青鹿 52

49 ▲富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 418＋ 2 〃 クビ 223．4�
34 ダノンキラメキ 牝3黒鹿 52

51 ☆荻野 極�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B444－ 2 〃 アタマ 223．0�
610 サンライズミライ 牡4鹿 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 500－141：50．16 107．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，306，000円 複勝： 38，201，900円 枠連： 15，495，900円
馬連： 68，069，600円 馬単： 33，048，100円 ワイド： 38，271，000円
3連複： 90，461，100円 3連単： 131，581，900円 計： 445，435，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 440円 � 130円 枠 連（1－3） 8，170円

馬 連 �� 9，670円 馬 単 �� 15，760円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 450円 �� 890円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 59，400円

票 数

単勝票数 計 303060 的中 � 34951（4番人気）
複勝票数 計 382019 的中 � 37038（4番人気）� 16572（8番人気）� 103537（1番人気）
枠連票数 計 154959 的中 （1－3） 1469（18番人気）
馬連票数 計 680696 的中 �� 5450（23番人気）
馬単票数 計 330481 的中 �� 1572（40番人気）
ワイド票数 計 382710 的中 �� 4307（23番人気）�� 23831（3番人気）�� 10803（10番人気）
3連複票数 計 904611 的中 ��� 10643（21番人気）
3連単票数 計1315819 的中 ��� 1606（171番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．0―43．2―55．9―1：08．2―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スズカマサル �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア フ リ ー ト

2013．3．23生 牡4鹿 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 7戦1勝 賞金 12，030，000円
初出走 JRA

※ダノンキラメキ号・メイショウフウコウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22140 9月3日 晴 良 （29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 7，500，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

714 ウォーターラボ 牝5青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋ 21：08．3 5．1�
47 グランドポピー 牝5栗 55

52 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 486＋ 4 〃 アタマ 73．4�
36 フ ナ ウ タ 牝3栗 53 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466± 01：08．4� 8．2�
715 アリエスムーン 牝6青鹿 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444＋ 2 〃 ハナ 126．6�
59 ウインソワレ 牝5鹿 55 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 8 〃 アタマ 11．5�
816� ウイングタイガー 牝5鹿 55 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 450－ 21：08．5	 31．5	
48 ペプチドリリー 牝3黒鹿 53

50 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 436－ 4 〃 ハナ 15．0

612� ウメマツサクラ 牝4鹿 55 松若 風馬木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 468－ 21：08．6	 31．4�
24 ダブルスキップ 牝4黒鹿55 小牧 太ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 21：08．7	 25．0�
23 メイショウラバンド 牝6鹿 55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466＋ 4 〃 ハナ 5．4
35 ハトマークワルツ 牝3栗 53 幸 英明山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 436＋101：08．8	 21．1�
611 タイムレスメロディ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 アタマ 22．5�
12 クラリティーアイズ 牝4栗 55

54 ☆
島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 44．7�
510 モンスールデジール 牝3鹿 53 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 444－ 41：08．9クビ 143．6�
713 ステラルージュ 牝3栗 53 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 410＋14 〃 ハナ 3．5�
11 キョウエイレガシー 牝3鹿 53 浜中 俊田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 404± 01：09．32	 42．5�
817 ヴィクトリアマンボ 牝4青鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 446－ 61：09．4クビ 27．3�
818 アルティマヒート 牝4栗 55 藤懸 貴志 �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 474＋121：09．61� 86．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，878，200円 複勝： 57，901，500円 枠連： 24，708，500円
馬連： 93，371，100円 馬単： 35，892，600円 ワイド： 54，692，300円
3連複： 132，651，800円 3連単： 157，906，900円 計： 593，002，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 1，490円 � 300円 枠 連（4－7） 1，530円

馬 連 �� 24，090円 馬 単 �� 38，560円

ワ イ ド �� 5，520円 �� 1，090円 �� 6，690円

3 連 複 ��� 56，520円 3 連 単 ��� 380，340円

票 数

単勝票数 計 358782 的中 � 55385（2番人気）
複勝票数 計 579015 的中 � 100538（1番人気）� 7959（15番人気）� 48908（5番人気）
枠連票数 計 247085 的中 （4－7） 12459（6番人気）
馬連票数 計 933711 的中 �� 3003（60番人気）
馬単票数 計 358926 的中 �� 698（108番人気）
ワイド票数 計 546923 的中 �� 2507（56番人気）�� 13395（8番人気）�� 2065（65番人気）
3連複票数 計1326518 的中 ��� 1760（161番人気）
3連単票数 計1579069 的中 ��� 301（968番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターラボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．3生 牝5青鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 21戦3勝 賞金 37，500，000円



22141 9月3日 晴 良 （29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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

810 ト リ オ ン フ �3黒鹿54 和田 竜二�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 510± 01：48．3 3．5�
22 エルビッシュ 牝4黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：48．4� 2．2�
66 カ ラ ル 牡3黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 478－ 41：48．72 10．2�
55 ラハトケレブ 牡4鹿 57 松若 風馬永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 478± 01：48．8� 54．6�
11 ユイフィーユ 牝3青鹿52 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 468＋ 8 〃 アタマ 4．9	
44 タガノガジュマル 牡4黒鹿57 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 422＋ 21：48．9クビ 67．4

811 ドリームソルジャー 牡3栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 470＋16 〃 クビ 8．5�

67 シゲルボブキャット 牡3栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 446＋ 41：49．11� 36．2�
78 サトノマサムネ �3鹿 54 北村 友一里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 61：49．31	 91．9
33 グリーンラヴ 牡7栗 57 幸 英明 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 476－ 21：49．62 30．5�
79 カレンヴィットリア 牡6黒鹿57 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：49．92 190．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，035，000円 複勝： 63，649，400円 枠連： 18，220，600円
馬連： 86，117，300円 馬単： 46，340，000円 ワイド： 45，423，800円
3連複： 119，607，800円 3連単： 230，837，700円 計： 652，231，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連（2－8） 270円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 180円 �� 460円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 計 420350 的中 � 94361（2番人気）
複勝票数 計 636494 的中 � 90807（2番人気）� 325014（1番人気）� 35859（5番人気）
枠連票数 計 182206 的中 （2－8） 51432（1番人気）
馬連票数 計 861173 的中 �� 167810（1番人気）
馬単票数 計 463400 的中 �� 36562（3番人気）
ワイド票数 計 454238 的中 �� 76814（1番人気）�� 22148（7番人気）�� 24445（6番人気）
3連複票数 計1196078 的中 ��� 78776（3番人気）
3連単票数 計2308377 的中 ��� 30592（14番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．4―11．7―11．7―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�
12．7―24．7―37．1―48．8―1：00．5―1：12．8―1：24．5―1：36．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト リ オ ン フ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．17 函館1着

2014．4．21生 �3黒鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 8戦2勝 賞金 28，195，000円
〔制裁〕 トリオンフ号の騎手和田竜二は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

22142 9月3日 晴 良 （29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 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
1：41．8
1：40．9

不良
重

78 カネコメオスター 牡6栗 57 �島 克駿髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 508＋121：46．1 76．1�
810 ゼンノワスレガタミ 牡3鹿 54 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 462－ 4 〃 クビ 5．7�
55 シ ロ ニ イ 牡3白 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502± 01：46．31	 1．9�
44 ナムラミラクル 牡4芦 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 480＋ 61：46．51	 7．3�
811 テイエムグッドマン 牡3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 486＋ 4 〃 クビ 14．2�
67 ワンダーピルエット 牝4鹿 55 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 482＋ 41：46．71	 5．6	
33 
 キングカーティス 牡5鹿 57 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 452－ 8 〃 クビ 45．9

79 スズカウラノス 牡8鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか グランド牧場 454－ 21：46．8クビ 77．5�
22 
 タ イ マ ツ リ 牡6黒鹿57 森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：47．01	 18．5�
11 ダイナミックウオー 牡7黒鹿57 和田 竜二小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 516± 0 〃 クビ 18．0
66 
 メイショウカロッタ 牡5鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 498＋101：47．21	 36．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，902，700円 複勝： 110，514，500円 枠連： 20，805，800円
馬連： 111，248，000円 馬単： 60，228，100円 ワイド： 57，644，800円
3連複： 148，102，800円 3連単： 288，209，800円 計： 843，656，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，610円 複 勝 � 920円 � 160円 � 110円 枠 連（7－8） 4，820円

馬 連 �� 24，590円 馬 単 �� 71，360円

ワ イ ド �� 4，640円 �� 2，180円 �� 260円

3 連 複 ��� 12，400円 3 連 単 ��� 206，270円

票 数

単勝票数 計 469027 的中 � 4925（10番人気）
複勝票数 計1105145 的中 � 8695（11番人気）� 82794（2番人気）� 739368（1番人気）
枠連票数 計 208058 的中 （7－8） 3342（15番人気）
馬連票数 計1112480 的中 �� 3505（41番人気）
馬単票数 計 602281 的中 �� 633（85番人気）
ワイド票数 計 576448 的中 �� 2827（41番人気）�� 6124（24番人気）�� 67802（2番人気）
3連複票数 計1481028 的中 ��� 8954（38番人気）
3連単票数 計2882098 的中 ��� 1013（411番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．5―43．6―56．1―1：08．3―1：20．8―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
6－8（2，4，10）（3，7）（9，11）－（1，5）
6，8，10（4，5）（2，11）（3，7，1）－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネコメオスター �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2013．12．23 中山1着

2011．4．22生 牡6栗 母 プリペアーフォーレイン 母母 Word to the Wise 20戦4勝 賞金 38，152，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22143 9月3日 晴 良 （29小倉2）第12日 第11競走 ��
��1，200�第37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 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

817� アサクサゲンキ 牡2鹿 54 武 豊田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

450－ 21：09．1 7．0�
714 アイアンクロー 牡2栗 54 浜中 俊藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン

ズファーム 430＋ 41：09．31� 12．6�
510 バーニングペスカ 牡2鹿 54 川須 栄彦山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 446＋ 2 〃 クビ 20．2�
59 ヴ ァ イ ザ ー 牡2黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 432＋121：09．4クビ 5．6�
12 イイコトズクシ 牡2鹿 54 荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470－ 2 〃 クビ 62．0�
47 ペイシャルアス 牝2栗 54 川田 将雅北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 470－ 2 〃 ハナ 7．4	
611� モズスーパーフレア 牝2栗 54 松若 風馬 
キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 472＋ 2 〃 ハナ 2．8�
816 スーサンドン 牡2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 460－ 41：09．5	 24．0�
48 タイセイソニック 牡2黒鹿54 
島 克駿田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 436＋ 61：09．6� 42．6
35 オーロスターキス 牝2栗 54 川島 信二加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 468± 01：09．7クビ 95．0�
713 ル リ ハ リ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 2 〃 アタマ 43．0�
11 シ ト リ カ 牝2鹿 54 小牧 太水上 行雄氏 牧浦 充徳 新冠 競優牧場 412± 01：09．91� 27．9�
612 ナムラアッパレ 牡2鹿 54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 460＋16 〃 アタマ 153．0�
23 テイエムスグレモン 牡2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 41：10．11� 173．0�
715 ナムラバンザイ 牡2鹿 54 田中 健奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 420＋ 4 〃 アタマ 182．8�
818 ジュンドリーム 牝2鹿 54 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 464－ 21：10．2� 109．5�
36 ニシノダンテ 牡2青鹿54 三津谷隼人西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 478－ 41：10．3	 225．5�
24 フローラルシトラス 牝2黒鹿54 藤田菜七子
KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 406± 01：11．25 14．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 151，685，300円 複勝： 158，102，000円 枠連： 102，297，600円
馬連： 442，110，100円 馬単： 183，840，400円 ワイド： 191，757，500円
3連複： 696，252，400円 3連単： 997，760，500円 計： 2，923，805，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 300円 � 390円 枠 連（7－8） 1，510円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，720円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 13，240円 3 連 単 ��� 66，780円

票 数

単勝票数 計1516853 的中 � 182430（3番人気）
複勝票数 計1581020 的中 � 170023（4番人気）� 136407（5番人気）� 100689（6番人気）
枠連票数 計1022976 的中 （7－8） 52355（8番人気）
馬連票数 計4421101 的中 �� 108060（10番人気）
馬単票数 計1838404 的中 �� 23697（19番人気）
ワイド票数 計1917575 的中 �� 48169（9番人気）�� 28486（17番人気）�� 22011（22番人気）
3連複票数 計6962524 的中 ��� 39421（39番人気）
3連単票数 計9977605 的中 ��� 10831（188番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．3―11．6―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．3―44．9―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．8
3 ・（4，11）17（5，13，18）14（10，12）（3，15）（6，9）（2，8）（7，1）－16 4 ・（4，11，17）（5，18）（13，14）（3，10，12）（2，15，9，1）（7，8）（6，16）

勝馬の
紹 介

�アサクサゲンキ �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2017．7．8 中京4着

2015．4．17生 牡2鹿 母 Amelia 母母 Aquilegia 4戦2勝 賞金 39，737，000円
〔制裁〕 オーロスターキス号の騎手川島信二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・13番）

バーニングペスカ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。

22144 9月3日 晴 良 （29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 7，500，000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
2：38．1
2：37．3

良
良

22 タガノシャルドネ 牡3鹿 54 和田 竜二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440＋ 62：41．3 4．2�

67 フォースフィールド 牡5黒鹿 57
54 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 436＋ 2 〃 クビ 6．5�

55 ミッキーロイヤル 牡3鹿 54 松若 風馬野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494＋142：41．61� 4．4�
44 ディスピュート 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B434＋ 82：41．91� 9．9�
66 エイシンキスミー 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 482－ 42：42．0	 30．0�
811 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 北村 友一 	シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 24．1

33 テイエムナナヒカリ 牡4青鹿57 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 500－ 82：42．1� 6．9�
78 ロードゼスト 牡3鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 452＋10 〃 クビ 3．5�
79 ブ ル ノ 牡3栗 54 水口 優也北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム B448＋ 42：43．27 152．9�
810 ユキエファルコン 牡3黒鹿 54

51 ▲富田 暁平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 472＋ 22：45．0大差 73．3�
11 クールジョジョ 牝6黒鹿 55

54 ☆義 英真川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 450－ 42：45．74 65．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 47，042，800円 複勝： 51，954，900円 枠連： 22，761，000円
馬連： 114，049，800円 馬単： 55，510，900円 ワイド： 56，115，200円
3連複： 142，908，300円 3連単： 265，752，300円 計： 756，095，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 180円 � 170円 枠 連（2－6） 1，330円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 490円 �� 330円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 9，620円

票 数

単勝票数 計 470428 的中 � 88499（2番人気）
複勝票数 計 519549 的中 � 96423（2番人気）� 69454（4番人気）� 79744（3番人気）
枠連票数 計 227610 的中 （2－6） 13173（5番人気）
馬連票数 計1140498 的中 �� 66584（5番人気）
馬単票数 計 555109 的中 �� 18325（9番人気）
ワイド票数 計 561152 的中 �� 29086（6番人気）�� 46360（2番人気）�� 21120（11番人気）
3連複票数 計1429083 的中 ��� 57338（6番人気）
3連単票数 計2657523 的中 ��� 20017（29番人気）

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

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�
12．9―24．4―36．5―48．9―1：02．4―1：15．8―1：28．5―1：40．8―1：52．9―2：05．2―2：17．2―2：29．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．4―3F36．1
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノシャルドネ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Machiavellian デビュー 2016．10．1 阪神7着

2014．2．8生 牡3鹿 母 ゴールデンイエラ 母母 Ahead 13戦2勝 賞金 25，618，000円
※クールジョジョ号・ブルノ号・ユキエファルコン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



（29小倉2）第12日 9月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

211，050，000円
1，270，000円
14，620，000円
1，700，000円
24，880，000円
73，172，000円
5，038，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
521，406，700円
777，987，000円
285，204，700円
1，220，595，500円
574，138，000円
640，740，000円
1，758，657，300円
2，633，691，900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 8，412，421，100円

総入場人員 18，429名 （有料入場人員 16，268名）



平成29年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，014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

2，459，470，000円
40，490，000円
171，770，000円
18，020，000円
273，890，000円
810，361，000円
57，755，400円
19，334，400円

勝馬投票券売得金
5，013，900，500円
7，018，965，000円
2，681，052，900円
11，767，838，300円
5，529，972，400円
6，382，366，700円
16，605，956，000円
24，795，916，300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 79，795，968，100円

総入場延人員 147，131名 （有料入場延人員 112，146名）
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