
22133 9月2日 晴 稍重 （30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

23 ヴァニラアイス 牝2鹿 54 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 436＋ 41：09．7 3．7�
611 イ メ ル 牡2黒鹿54 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 464－ 41：09．8� 4．4�
817 ブリングイットオン 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 426－ 61：10．01� 21．2�

715 ゼ ッ ケ イ 牡2青鹿54 B．アヴドゥラ�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 472＋ 6 〃 クビ 5．8�
（豪）

36 エイティーンガール 牝2青鹿54 武 豊中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 428＋ 61：10．21� 7．5	
24 アイファープライス 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418＋ 41：10．41� 213．5

47 テイエムフェスタ 牡2栗 54 中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 430＋ 4 〃 アタマ 104．0�
48 ズヴィズダー 牝2鹿 54

52 △富田 暁�KTレーシング 武 英智 様似 猿倉牧場 396＋ 61：10．5� 11．1�
612 トーセンマイスター 牡2青鹿54 松山 弘平島川 哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：10．6� 7．2�
11 ヨ ハ ン 牡2鹿 54 北村 友一サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 414＋ 6 〃 ハナ 23．6�
59 リネンリボン 牝2鹿 54 	島 克駿戸山 光男氏 坂口 正則 新冠 芳住 鉄兵 458＋ 81：10．7� 156．9�
35 クールリチャード 牡2芦 54 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 446－ 21：11．12� 172．1�
713 デスティニープラン 牡2栗 54

52 △川又 賢治三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 438± 01：11．2� 156．8�
12 カシノアペックス 牡2黒鹿54 酒井 学柏木 務氏 谷 潔 浦河 富塚ファーム 462－101：11．3� 247．8�
714 クリノライジン 牡2栗 54

52 △森 裕太朗栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474－ 41：12．04 40．0�
510 ロ ズ 牝2鹿 54 川須 栄彦 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B440－ 21：12．31
 272．7�
816 ゴールドウエイ 牝2黒鹿 54

51 ▲西村 淳也加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 宮内牧場 424＋141：12．4
 362．5�
（17頭）

818 ハニーウィル 牝2栗 54 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 村山 明 安平 ノーザンファーム 476－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，141，200円 複勝： 33，429，600円 枠連： 11，713，000円
馬連： 42，487，000円 馬単： 20，401，900円 ワイド： 28，818，300円
3連複： 63，878，900円 3連単： 72，761，200円 計： 295，631，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 160円 � 350円 枠 連（2－6） 400円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 300円 �� 980円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 11，350円

票 数

単勝票数 差引計 221412（返還計 2101） 的中 � 50476（1番人気）
複勝票数 差引計 334296（返還計 3581） 的中 � 66571（1番人気）� 58357（2番人気）� 18497（7番人気）
枠連票数 計 117130 的中 （2－6） 22602（1番人気）
馬連票数 差引計 424870（返還計 8079） 的中 �� 51005（1番人気）
馬単票数 差引計 204019（返還計 4379） 的中 �� 12541（1番人気）
ワイド票数 差引計 288183（返還計 8693） 的中 �� 27550（1番人気）�� 7017（14番人気）�� 6374（16番人気）
3連複票数 差引計 638789（返還計 24648） 的中 ��� 15772（9番人気）
3連単票数 差引計 727612（返還計 27342） 的中 ��� 4644（23番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．0―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァニラアイス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．7．1 中京3着

2016．3．12生 牝2鹿 母 ア ジ タ ー ト 母母 ファンザブリーズ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 ハニーウィル号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ヨハン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 クリノライジン号の騎手森裕太朗は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔調教再審査〕 ヨハン号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22134 9月2日 晴 重 （30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 ウェーブガイア 牝3栗 54 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448－ 6 58．0 4．3�
58 ラカマロネス 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 462± 0 〃 アタマ 5．3�
46 リュニヴェール 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B452＋ 6 58．42� 7．6�
57 リリアンローズ 牝3黒鹿54 小牧 太谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 440± 0 〃 ハナ 4．8�
45 タマモカプチーノ 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 492＋ 4 58．71� 13．8�
33 キャンディソング 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 458± 0 58．91 48．0	

11 トゥールマレー 牡3黒鹿 56
53 ▲西村 淳也吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 466－12 59．11� 27．6


22 バレンタインジェム 牝3鹿 54
52 △川又 賢治 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 396＋ 2 59．42 14．4�

34 タ ユ ウ グ ロ 牡3鹿 56 �島 克駿田畑 利彦氏 小崎 憲 浦河 笹島 政信 512－ 4 59．5クビ 17．5
712 マ リ エ ッ ト 牝3黒鹿54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 488＋18 59．71� 4．7�
711 スズカカトレア 牝3栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 418＋ 4 59．8� 134．7�
69 マンノジャパン 牝3栗 54 難波 剛健萬野 順啓氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 446－ 41：00．01� 388．0�
814 スターペスユズ 牝3鹿 54 水口 優也河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 450－ 2 〃 クビ 118．9�
610 ジャスパームーン 	3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 浜口牧場 420－ 21：01．27 99．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，649，700円 複勝： 35，279，600円 枠連： 11，417，900円
馬連： 44，864，700円 馬単： 22，456，000円 ワイド： 31，454，200円
3連複： 62，313，000円 3連単： 77，621，900円 計： 308，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 190円 � 250円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 450円 �� 720円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 226497 的中 � 41909（1番人気）
複勝票数 計 352796 的中 � 68742（1番人気）� 47179（4番人気）� 30703（5番人気）
枠連票数 計 114179 的中 （5－8） 17030（1番人気）
馬連票数 計 448647 的中 �� 27113（5番人気）
馬単票数 計 224560 的中 �� 7443（6番人気）
ワイド票数 計 314542 的中 �� 19028（4番人気）�� 10949（7番人気）�� 9421（10番人気）
3連複票数 計 623130 的中 ��� 13417（9番人気）
3連単票数 計 776219 的中 ��� 3428（35番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．7―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウェーブガイア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー 2018．4．7 阪神14着

2015．3．26生 牝3栗 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走状況〕 ウェーブガイア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウェーブガイア号の騎手和田竜二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番）
※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） 3頭 シティーポップ号・プリメラビスタ号・マンテンファースト号
（非抽選馬） 2頭 グラスジャンヌ号・サンマルヴェール号

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2日 晴 稍重 （30小倉2）第12日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11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
1：06．5
1：06．5

良
良

713 リリカルドリーム 牝3黒鹿54 和田 竜二水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 432＋ 61：08．3 5．7�
35 メイショウキョウジ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 478± 01：08．51� 2．9�
817 ブライトパス 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 21：08．71� 6．9�
612 ラペールノアール 牝3青 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 402＋121：09．23 16．4�
12 ダズリングジュエル 牝3栗 54 小牧 太岡 浩二氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 452＋ 6 〃 クビ 12．8	
611 ジョーマキアート 牝3芦 54 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 480± 01：09．3クビ 15．6

714 フォルシュナイト 牝3青鹿 54

52 △富田 暁�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 426＋10 〃 クビ 12．0�

36 ロケットクイーン 牝3鹿 54 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 20．0�

818 クラウンチャンプ 牡3鹿 56 幸 英明矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 474＋ 61：09．4� 16．4
715 シーアフェアリー 牝3栗 54 川須 栄彦�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 456＋10 〃 ハナ 24．7�
24 ウインサクヤヒメ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 6 〃 アタマ 9．1�
47 	 ラジオタイソウ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak
Farm, LLC 492＋ 81：09．5
 52．3�

23 ミオプラネット 牝3芦 54
51 ▲西村 淳也大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 466＋ 41：09．71� 99．9�

59 リ ズ ロ ン 牝3黒鹿54 �島 克駿安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 448－ 21：09．8
 221．6�
510 ショウナンバースト 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 飛野牧場 426－ 41：10．01� 440．0�
48 ジ ョ ユ ウ 牝3黒鹿54 国分 優作藤井聡一郎氏 野中 賢二 日高 チャンピオン

ズファーム 484＋101：10．21 202．2�
816 ワールドカフェ �3栗 56 藤懸 貴志寺田千代乃氏 斉藤 崇史 新ひだか 矢野牧場 510＋141：10．62
 336．3�
11 クリノユメジ 牡3栗 56 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 山際 辰夫 440＋ 4 〃 クビ 563．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，810，900円 複勝： 46，079，500円 枠連： 19，127，100円
馬連： 55，029，200円 馬単： 25，237，800円 ワイド： 43，282，800円
3連複： 89，485，100円 3連単： 94，046，500円 計： 402，098，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 150円 � 200円 枠 連（3－7） 450円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 330円 �� 830円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 298109 的中 � 41519（2番人気）
複勝票数 計 460795 的中 � 73630（2番人気）� 92368（1番人気）� 50339（3番人気）
枠連票数 計 191271 的中 （3－7） 32515（1番人気）
馬連票数 計 550292 的中 �� 45959（1番人気）
馬単票数 計 252378 的中 �� 9145（2番人気）
ワイド票数 計 432828 的中 �� 37309（1番人気）�� 12401（7番人気）�� 17537（2番人気）
3連複票数 計 894851 的中 ��� 24747（1番人気）
3連単票数 計 940465 的中 ��� 4826（10番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．0―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．2―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリカルドリーム �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．8．20 小倉2着

2015．2．12生 牝3黒鹿 母 ドリームキセキ 母母 ドリームロッチ 10戦1勝 賞金 14，050，000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 ケイココサージュ号・ピュールフォルス号

22136 9月2日 晴 重 （30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 5，000，000円 1，650，000
1，650，000

円
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

47 カ リ ン カ 牝3黒鹿54 B．アヴドゥラ 寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 424＋ 81：44．8 7．3�
（豪）

11 レンブランサ 牝3栗 54
52 △川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 430± 01：44．9� 34．4�

714 エムオーマンボ 牡3黒鹿 56
55 ☆義 英真大浅 貢氏 飯田 祐史 日高 門別牧場 490＋10 〃 同着 4．7�

24 ミヤジフランガン 牡3青鹿56 和田 竜二曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 嶋田牧場 460－ 2 〃 アタマ 8．4�
35 ビッグウェーブ 牡3鹿 56

54 △富田 暁�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 476＋ 61：45．11� 3．7�
36 エムケイフローラル 牝3青鹿54 太宰 啓介 	丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 436＋ 6 〃 クビ 22．1

23 カネトシレーヌ 牝3栗 54 幸 英明兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 斉藤英牧場 458＋ 21：45．2クビ 24．7�
510 サンライズアミーゴ 牡3芦 56 小牧 太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 B472－ 61：45．51� 6．0�
611 タノムヨシャチョウ 牡3鹿 56 北村 友一 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 486 ―1：46．13� 46．6
612 スナークタチヤマ 牡3鹿 56 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 526＋ 61：46．41� 237．8�
12 ハイヒールモモタン 牝3鹿 54 �島 克駿小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 448＋ 1 〃 ハナ 160．9�
59 セレッソバルコ 牝3鹿 54 中井 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか 築紫 洋 494＋ 61：47．46 149．3�
713 サンライズカイザー 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 472－14 〃 クビ 75．7�
816 コパノジャッキー 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 B478＋ 41：47．5� 6．7�
48 ウインルーカス 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 474＋ 31：55．1大差 27．5�

（15頭）
815 グッドキャスト 牡3鹿 56 柴田 未崎杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，390，100円 複勝： 44，414，000円 枠連： 13，138，100円
馬連： 52，479，500円 馬単： 24，088，600円 ワイド： 38，104，300円
3連複： 74，434，800円 3連単： 86，133，100円 計： 361，182，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 �
�

620円
180円 枠 連（1－4）（4－7）

3，670円
940円

馬 連 ��
��

5，280円
1，180円 馬 単 ��

��
9，020円
2，360円

ワ イ ド ��
��

3，040円
750円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 14，670円 3 連 単 ���
���

55，940円
40，610円

票 数

単勝票数 計 283901 的中 � 30880（5番人気）
複勝票数 計 444140 的中 � 53840（4番人気）� 14702（9番人気）� 73979（2番人気）
枠連票数 計 131381 的中 （1－4） 1340（21番人気）（4－7） 5551（9番人気）
馬連票数 計 524795 的中 �� 3748（37番人気）�� 17562（9番人気）
馬単票数 計 240886 的中 �� 989（63番人気）�� 3862（20番人気）
ワイド票数 計 381043 的中 �� 3121（36番人気）�� 13765（9番人気）�� 5683（20番人気）
3連複票数 計 744348 的中 ��� 3805（52番人気）
3連単票数 計 861331 的中 ��� 558（369番人気） ��� 769（274番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―12．8―12．7―11．7―12．2―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．7―55．4―1：07．1―1：19．3―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ リ ン カ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．2．18 小倉5着

2015．3．17生 牝3黒鹿 母 グレナディーン 母母 タックスヘイブン 7戦1勝 賞金 8，350，000円
〔出走取消〕 グッドキャスト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔その他〕 ウインルーカス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 3頭 アスターヒューズ号・クリノヘプバーン号・セダ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22137 9月2日 晴 稍重 （30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
1：46．9
1：45．6

良
良

12 クロノジェネシス 牝2芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 440 ―1：50．0 2．3�
24 マルカノーベル �2黒鹿54 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490 ―1：50．32 7．6�
815 キコクイーン 牝2青 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 456 ―1：51．04 22．6�
714	 ミントフレッシュ 牝2鹿 54

52 △川又 賢治吉田 千津氏 音無 秀孝 米 Shadai Farm 464 ―1：51．53 33．2�
47 リバーベップスター 牡2栗 54 国分 優作河越 武治氏 作田 誠二 むかわ 市川牧場 452 ―1：51．92
 56．8�
611 ガ ン ケ ン 牡2黒鹿54 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 510 ― 〃 ハナ 11．4	
612 レクスミノル 牡2栗 54 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468 ―1：52．0� 7．1

816 ボーダードライヴ 牡2鹿 54 B．アヴドゥラ 村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 526 ―1：52．42
 18．3�

（豪）

35 メイショウソテツ 牡2青 54 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 504 ― 〃 クビ 141．4�
48 ビルジキール 牡2黒鹿54 高田 潤玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 468 ―1：52．71
 457．4
713 フ ロ ー 牝2栗 54

53 ☆荻野 極�サンライズ 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 420 ―1：53．44 347．4�
59 タニノマイカ 牝2黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 454 ― 〃 アタマ 20．9�
36 コ ル テ 牡2鹿 54 川須 栄彦桐谷 茂氏 村山 明 浦河 加藤 重治 516 ―1：53．5クビ 229．1�
11 エーティースイセイ 牡2栗 54

52 △富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 444 ―1：53．92
 304．6�
510 ハプナビーチ 牡2青 54 酒井 学守内 満氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 430 ―1：54．96 280．8�
23 	 ピ ア シ ッ ク 牡2鹿 54 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

462 ―1：55．43 5．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，100，800円 複勝： 38，333，800円 枠連： 16，646，100円
馬連： 50，466，000円 馬単： 24，801，100円 ワイド： 32，221，700円
3連複： 68，038，000円 3連単： 82，973，700円 計： 351，581，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 410円 枠 連（1－2） 400円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 390円 �� 780円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 13，710円

票 数

単勝票数 計 381008 的中 � 134407（1番人気）
複勝票数 計 383338 的中 � 109191（1番人気）� 47167（4番人気）� 16632（8番人気）
枠連票数 計 166461 的中 （1－2） 31753（1番人気）
馬連票数 計 504660 的中 �� 42961（3番人気）
馬単票数 計 248011 的中 �� 13065（3番人気）
ワイド票数 計 322217 的中 �� 23126（3番人気）�� 10446（8番人気）�� 4128（24番人気）
3連複票数 計 680380 的中 ��� 12079（14番人気）
3連単票数 計 829737 的中 ��� 4387（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．5―50．2―1：02．7―1：15．2―1：27．4―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．8
1
3
4（15，14）（2，12，13）（8，16）（11，6，7）－（1，3）－（5，9）10・（4，15，14）（2，12，13）（8，16，6）（11，7）3（1，5，9）－10

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

勝馬の
紹 介

クロノジェネシス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．3．6生 牝2芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ボーダードライヴ号の騎手B．アヴドゥラは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年9月8日から平成30年

9月9日まで騎乗停止。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピアシック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月2日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22138 9月2日 晴 稍重 （30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
1：56．9
1：56．1

良
良

510 イダエンペラー 牡3青鹿56 北村 友一張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：00．7 1．7�
23 アドベントサンデー 牡3鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－102：01．02 23．8�
24 � モズダディー 牡3栗 56 酒井 学 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B490＋ 42：01．1クビ 194．1�
12 マジックバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 442± 02：01．31 3．3�
36 ヒルトップパレス 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極吉田 勝己氏 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450－ 82：01．51	 9．8	
35 リメンブランス 牡3栗 56

54 △川又 賢治�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 B408－11 〃 アタマ 205．0

47 デンコウグランデ 牡3鹿 56 田中 健田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480＋ 22：02．03 309．3�
11 ラストクルセイド 牡3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 アタマ 23．3�
611 リリーマイスター 牡3黒鹿56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 82：02．1
 12．3
816 ナリタブルー 牡3栗 56 森 一馬�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 484＋102：02．2
 45．5�
715 トウケイアインマル 牡3鹿 56 川須 栄彦木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 472± 02：02．3
 498．8�
612 ユイフェンネル 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真�キーファーズ 松永 幹夫 新ひだか 佐藤 陽一 474＋ 2 〃 クビ 444．1�
818 ヒロノオウカン 牡3青鹿56 水口 優也小野 博郷氏 服部 利之 清水 小野瀬 竜馬 446＋ 22：02．4クビ 374．1�
48 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿56 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 2 〃 クビ 64．1�
59 � フロリダロス 牡3鹿 56 高倉 稜 �コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

486－ 12：02．93 159．7�
817 ランドスライド 牡3栗 56 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 522 ―2：03．75 42．9�
714 ナンゴクユメネット 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 454± 02：04．33� 48．7�
（17頭）

713 サトノエターナル 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 430－10 （競走除外）
（豪）

売 得 金
単勝： 28，811，400円 複勝： 41，752，700円 枠連： 14，973，500円
馬連： 37，878，200円 馬単： 22，108，600円 ワイド： 30，754，800円
3連複： 48，523，600円 3連単： 68，042，400円 計： 292，845，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 450円 � 2，190円 枠 連（2－5） 3，260円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 4，410円 �� 27，320円

3 連 複 ��� 84，430円 3 連 単 ��� 218，270円

票 数

単勝票数 差引計 288114（返還計 62467） 的中 � 131966（1番人気）
複勝票数 差引計 417527（返還計 56420） 的中 � 157978（1番人気）� 17032（6番人気）� 3021（12番人気）
枠連票数 計 149735 的中 （2－5） 3549（10番人気）
馬連票数 差引計 378782（返還計163629） 的中 �� 12272（6番人気）
馬単票数 差引計 221086（返還計 97490） 的中 �� 5082（10番人気）
ワイド票数 差引計 307548（返還計112546） 的中 �� 8087（8番人気）�� 1770（28番人気）�� 282（78番人気）
3連複票数 差引計 485236（返還計343336） 的中 ��� 431（114番人気）
3連単票数 差引計 680424（返還計529166） 的中 ��� 226（340番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．9―12．6―11．4―12．1―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―35．4―48．3―1：00．9―1：12．3―1：24．4―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イダエンペラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．12 新潟6着

2015．3．16生 牡3青鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔競走除外〕 サトノエターナル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サトノエターナル号は，平成30年9月3日から平成30年10月2日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オンリーエンブレム号・クリノカーロ号・ノーボーダー号・ローレルティーダ号
（非抽選馬） 7頭 ゴールドパドル号・シュバルツブリッツ号・ストームユニバンス号・ナリタリュウ号・ネイビーフラッグ号・

バトルチャンプ号・ワンソックス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22139 9月2日 晴 重 （30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

510 セルリアンアラシ 牡4栗 57 酒井 学�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 490＋ 81：43．9 12．8�
612 メイショウラケーテ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 468＋ 61：44．0� 1．3�
714 ヴァルディノート 牡3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：44．1� 6．4�
47 メイショウオオヅツ 牡4鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 516－361：44．2� 27．6�
23 ラ イ ナ ス 牡3栗 54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 480± 01：44．3クビ 17．3	
816 ガッツィーソート 牡3栗 54 幸 英明小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 492＋ 21：44．72� 33．1

36 ト キ ノ オ ー 牡3黒鹿54 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 494－ 6 〃 アタマ 277．7�
11 サンライズカラマ 牡4栗 57 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488± 01：44．8クビ 91．8�
12 � インペリオアスール 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 516＋ 5 〃 ハナ 150．6
59 エクスパートラン 牡3青鹿54 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 458＋ 21：45．11� 128．1�
24 グランデミノル 牝3鹿 52 国分 優作吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 490± 01：45．31 40．0�
611 リリーシューター 牡5鹿 57 	島 良太土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496－ 2 〃 クビ 227．3�
48 コ ラ ー ド 牡3芦 54

52 △富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 484＋ 2 〃 ハナ 111．2�
713� キングヴァラール 牡6黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 502＋ 21：45．4クビ 73．3�
815 オ ク ラ ホ マ 牡4栗 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B514＋ 8 〃 クビ 10．5�

（15頭）
35 � アイアンブルー 牡4青鹿 57

55 △川又 賢治�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 474－ 1 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，046，900円 複勝： 147，431，000円 枠連： 18，714，800円
馬連： 60，062，300円 馬単： 39，872，600円 ワイド： 43，766，300円
3連複： 87，555，100円 3連単： 154，537，700円 計： 584，986，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 210円 � 100円 � 130円 枠 連（5－6） 830円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 420円 �� 870円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 12，060円

票 数

単勝票数 差引計 330469（返還計 852） 的中 � 20534（4番人気）
複勝票数 差引計1474310（返還計 1650） 的中 � 36384（4番人気）� 1169442（1番人気）� 86667（2番人気）
枠連票数 差引計 187148（返還計 45） 的中 （5－6） 17400（4番人気）
馬連票数 差引計 600623（返還計 4336） 的中 �� 58224（3番人気）
馬単票数 差引計 398726（返還計 2649） 的中 �� 10890（10番人気）
ワイド票数 差引計 437663（返還計 5281） 的中 �� 23829（4番人気）�� 10379（9番人気）�� 84296（1番人気）
3連複票数 差引計 875551（返還計 13323） 的中 ��� 51762（2番人気）
3連単票数 差引計1545377（返還計 20127） 的中 ��� 9283（34番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．9―12．5―12．1―12．2―12．1―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．7―42．2―54．3―1：06．5―1：18．6―1：30．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セルリアンアラシ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．9．17 阪神2着

2014．5．17生 牡4栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 6戦3勝 賞金 23，300，000円
〔競走除外・発走状況〕 アイアンブルー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右前管部挫創〕を発症したため競

走除外。
メイショウラケーテ号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
発走時刻6分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 アイアンブルー号は，平成30年9月3日から平成30年10月2日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔調教再審査〕 メイショウラケーテ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サウンドテーブル号・プエルタデルソル号・メジャーマジック号

22140 9月2日 晴 良 （30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

59 メイショウカズヒメ 牝4鹿 55
52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 510＋281：07．8 27．5�

816 レジーナファースト 牝3鹿 53 北村 友一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 460＋ 21：07．9� 3．8�
47 アリエスムーン 牝7青鹿 55

53 △富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446＋ 2 〃 クビ 38．3�
715� ワンダーアマービレ 牝4鹿 55 松山 弘平山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 450－ 61：08．21� 3．6�
818 キスミーワンス 牝4黒鹿55 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 アタマ 15．9�
713 ラッシュハート 牝4鹿 55 和田 竜二小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 432＋20 〃 ハナ 72．9	
612 メイショウラバンド 牝7鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 468＋ 8 〃 アタマ 32．5

714 スノーガーデン 牝3鹿 53 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 464＋ 6 〃 ハナ 52．8�
12 マ ジ ョ ラ ム 牝4鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 0 〃 アタマ 36．2�
35 ペプチドリリー 牝4黒鹿55 酒井 学沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 448＋101：08．41	 47．0
48 メイショウナスカ 牝3鹿 53 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 476± 01：08．5クビ 6．5�
510 プリズマティコ 牝3鹿 53

51 △川又 賢治 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 452－ 21：08．6
 8．6�
23 コウエイダリア 牝4黒鹿55 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 502± 0 〃 アタマ 8．3�
36 ダブルスキップ 牝5黒鹿55 中井 裕二ザ・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 422＋ 21：08．7
 208．6�
611 タガノフレイア 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 418± 01：08．91	 12．6�

817 ケイココサージュ 牝3芦 53 幸 英明 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 438－ 81：09．22 177．4�
11 メイショウリボベジ 牝3鹿 53

52 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 岡部牧場 404－161：09．73 381．8�
24 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿53 川須 栄彦山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 438＋101：09．91	 302．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，831，600円 複勝： 45，239，100円 枠連： 17，758，900円
馬連： 67，112，800円 馬単： 28，570，300円 ワイド： 48，713，000円
3連複： 97，023，700円 3連単： 111，091，400円 計： 445，340，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 970円 � 180円 � 820円 枠 連（5－8） 1，460円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 23，310円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 9，740円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 89，500円 3 連 単 ��� 671，170円

票 数

単勝票数 計 298316 的中 � 8668（8番人気）
複勝票数 計 452391 的中 � 10297（13番人気）� 84913（2番人気）� 12353（10番人気）
枠連票数 計 177589 的中 （5－8） 9385（7番人気）
馬連票数 計 671128 的中 �� 5722（28番人気）
馬単票数 計 285703 的中 �� 919（71番人気）
ワイド票数 計 487130 的中 �� 3977（35番人気）�� 1275（79番人気）�� 4532（27番人気）
3連複票数 計 970237 的中 ��� 813（214番人気）
3連単票数 計1110914 的中 ��� 120（1424番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．2―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．3―44．9―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカズヒメ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．18 阪神1着

2014．2．11生 牝4鹿 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 9戦2勝 賞金 15，250，000円
［他本会外：2戦0勝］

※ケイココサージュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22141 9月2日 晴 良 （30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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

59 ドリームソルジャー 牡4栗 57 武 豊 �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 468－ 81：47．6 12．9�
48 ガウディウム 牡4鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 9．9�
36 マ ハ ヴ ィ ル 牡3鹿 54 B．アヴドゥラ �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：47．7クビ 3．7�
（豪）

611 デクレアラー 牡3栗 54 幸 英明�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 4 〃 クビ 30．4�

11 ミーティアトレイル 牡3芦 54 川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：47．8クビ 10．8	
23 ルエヴェルロール 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：48．11� 5．5

12 シャフトオブライト 牡3栗 54 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－ 2 〃 クビ 18．6�
713 メイショウタオヤカ 牝3鹿 52 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 508＋201：48．2クビ 8．5�
714 サクセステーラー 牡3黒鹿54 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 452＋ 41：48．41 297．6
24 トーホウドミンゴ 牡4青鹿57 太宰 啓介東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 474＋ 21：48．5� 82．9�
35 サトノオニキス 牝5黒鹿55 川須 栄彦 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 クビ 28．1�
612 ブラックカード 牡4黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466＋ 41：48．6� 68．7�
815 ス ペ イ シ ー 牡3黒鹿54 高倉 稜石川 達絵氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B432－181：49．34 291．3�
816 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 57 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 456－10 〃 クビ 441．2�
510 ロードダヴィンチ 牡3鹿 54 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 518＋101：49．4� 3．9�
47 ル リ ジ オ ン 牡3鹿 54 �島 克駿�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 496＋121：50．67 185．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，146，600円 複勝： 59，340，800円 枠連： 22，142，900円
馬連： 98，015，200円 馬単： 39，249，300円 ワイド： 57，687，400円
3連複： 130，676，800円 3連単： 159，391，400円 計： 607，650，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 360円 � 280円 � 160円 枠 連（4－5） 1，520円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 12，180円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 1，020円 �� 890円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 70，240円

票 数

単勝票数 計 411466 的中 � 25381（7番人気）
複勝票数 計 593408 的中 � 36683（7番人気）� 50394（4番人気）� 116955（1番人気）
枠連票数 計 221429 的中 （4－5） 11271（6番人気）
馬連票数 計 980152 的中 �� 13565（23番人気）
馬単票数 計 392493 的中 �� 2416（53番人気）
ワイド票数 計 576874 的中 �� 7415（26番人気）�� 14655（11番人気）�� 17001（7番人気）
3連複票数 計1306768 的中 ��� 11835（25番人気）
3連単票数 計1593914 的中 ��� 1645（254番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．2―12．0―12．2―12．0―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．2―48．2―1：00．4―1：12．4―1：24．1―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームソルジャー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．6．26 阪神3着

2014．3．22生 牡4栗 母 カレイメモワール 母母 ラ ピ ュ セ ル 16戦2勝 賞金 34，284，000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 クリノゴーギャン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22142 9月2日 晴 重 （30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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

510 スズカフリオーソ 牡4栗 57 �島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B488＋ 21：43．4 4．7�
611 イシュトヴァーン 牡3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 516－ 8 〃 クビ 7．9�
47 スズカフロンティア 牡4鹿 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426± 01：43．82	 63．3�
35 コマビショウ 牡3黒鹿54 和田 竜二小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492－ 41：43．9クビ 2．2�
612 グ ア ン 牝3栗 52 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 464＋101：44．11	 7．6	
59 レッドディオーサ 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 462－ 21：44．31 36．9

23 シーリーヴェール 牡7青鹿57 荻野 極 �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム B482＋ 2 〃 クビ 374．9�
816 ニホンピロサンダー 牡6黒鹿57 西村 淳也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 488－101：44．4	 410．0�
12 テイエムチューハイ 牡4黒鹿57 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B460＋ 81：44．5クビ 15．3
714 オ ノ リ ス 牡3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494－ 41：44．6
 10．7�
36 テイエムディラン 牡3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 456－10 〃 ハナ 26．0�
713 クリノフウジン 牡4栗 57 川又 賢治栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 502＋12 〃 クビ 23．8�
11 マイネルラック 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 488＋ 41：45．13 62．4�

（豪）

48 � アンナペレンナ 牝5芦 55 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-
velopments B524－161：45．31� 58．7�

815 マ ー シ レ ス 牡7栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 462－141：45．4	 305．1�
24 � ソウルセイバー 3黒鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

542＋141：48．1大差 143．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，531，500円 複勝： 88，555，300円 枠連： 33，200，200円
馬連： 157，737，300円 馬単： 61，769，200円 ワイド： 87，343，600円
3連複： 210，141，900円 3連単： 281，717，500円 計： 984，996，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 290円 � 1，230円 枠 連（5－6） 960円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 590円 �� 3，360円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 27，380円 3 連 単 ��� 103，150円

票 数

単勝票数 計 645315 的中 � 109115（2番人気）
複勝票数 計 885553 的中 � 146468（2番人気）� 79058（4番人気）� 14918（12番人気）
枠連票数 計 332002 的中 （5－6） 26696（4番人気）
馬連票数 計1577373 的中 �� 58657（6番人気）
馬単票数 計 617692 的中 �� 12044（14番人気）
ワイド票数 計 873436 的中 �� 40889（6番人気）�� 6467（33番人気）�� 4314（42番人気）
3連複票数 計2101419 的中 ��� 5755（80番人気）
3連単票数 計2817175 的中 ��� 1980（310番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．8―12．4―12．1―12．2―12．4―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．4―41．8―53．9―1：06．1―1：18．5―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカフリオーソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2016．11．26 京都2着

2014．5．10生 牡4栗 母 フランチェスカ 母母 ローマステーション 15戦4勝 賞金 57，706，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 スズカフリオーソ号の騎手�島克駿は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



22143 9月2日 晴 良 （30小倉2）第12日 第11競走 ��
��1，200�第38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 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

46 ファンタジスト 牡2黒鹿54 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 464＋161：08．9 5．2�
69 アズマヘリテージ 牝2栗 54 荻野 極東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 454＋ 61：09．21� 114．5�
58 ミヤジシルフィード 牡2芦 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 470－14 〃 クビ 29．3�
610 アーデントリー 牡2鹿 54 太宰 啓介巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 436± 01：09．3クビ 112．7�
11 チュウワフライヤー 牝2栗 54 川又 賢治中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 18．7�
45 シングルアップ 牡2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 524－ 8 〃 ハナ 3．9	
813 タガノジェロディ 牡2栗 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 456＋ 21：09．4クビ 51．9

33 ルチアーナミノル 牝2鹿 54 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 安平 ノーザンファーム 478± 01：09．61 4．9�
712 ブルベアオーロ 牡2黒鹿54 幸 英明 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 448＋ 2 〃 クビ 14．3
814 ジャカランダシティ 牡2青鹿54 B．アヴドゥラ 吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 440－ 41：09．91� 9．9�

（豪）

22 エイシンノホシ 牝2鹿 54 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 468＋ 41：10．11	 25．2�
711 タムロドリーム 牝2鹿 54 川須 栄彦谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 468＋ 21：10．41	 65．6�
57 カシノティーダ 牝2青鹿54 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 488＋ 21：11．25 179．0�
34 セプタリアン 牡2鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋141：11．3� 5．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 164，382，400円 複勝： 172，796，600円 枠連： 90，430，300円
馬連： 450，633，900円 馬単： 180，485，300円 ワイド： 198，565，900円
3連複： 705，198，100円 3連単： 1，034，609，000円 計： 2，997，101，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 240円 � 1，890円 � 680円 枠 連（4－6） 4，290円

馬 連 �� 29，650円 馬 単 �� 40，230円

ワ イ ド �� 7，120円 �� 1，840円 �� 12，540円

3 連 複 ��� 115，730円 3 連 単 ��� 627，690円

票 数

単勝票数 計1643824 的中 � 264140（3番人気）
複勝票数 計1727966 的中 � 227577（4番人気）� 20840（13番人気）� 62714（8番人気）
枠連票数 計 904303 的中 （4－6） 16334（15番人気）
馬連票数 計4506339 的中 �� 11778（56番人気）
馬単票数 計1804853 的中 �� 3364（90番人気）
ワイド票数 計1985659 的中 �� 7135（56番人気）�� 28434（22番人気）�� 4031（72番人気）
3連複票数 計7051981 的中 ��� 4570（201番人気）
3連単票数 計10346090 的中 ��� 1195（1013番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジスト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．15 中京1着

2016．4．22生 牡2黒鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 2戦2勝 賞金 38，504，000円
〔発走状況〕 セプタリアン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 セプタリアン号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22144 9月2日 晴 良 （30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
2：37．8
2：37．3

良
良

47 サトノグロワール 牡3黒鹿54 B．アヴドゥラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516－ 42：38．7 1．7�
（豪）

612 シェルブルック 牡4鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 510＋ 8 〃 ハナ 12．2�
816 ニッポンテイオー 牡3鹿 54 和田 竜二新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 470＋ 62：39．33� 14．1�
36 タガノヒルクライム 牡3栗 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 444± 02：39．83 9．2�
35 	 ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57

55 △川又 賢治 �CHEVAL AT-
TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 452± 02：40．12 152．3	

59 タガノヤグラ 牡4栗 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466＋ 42：40．2クビ 36．8


714 メイショウメイホウ 牝3栗 52
49 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468－ 4 〃 クビ 254．3�

713	 ファイナンス 牡4黒鹿57 川須 栄彦近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B488＋ 62：40．41� 75．5�
48 イペルラーニオ 牡3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 496＋202：40．6� 10．8
815 エイシンミサイル 牡5鹿 57 武 豊�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 504－ 42：40．81 8．1�
611 タマモベルガモ 牡5栗 57 
島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B482＋102：40．9� 107．2�
12 アンフィニスター 牝3鹿 52 酒井 学池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 42：41．21� 77．6�
510 ショウナンサリュー 牡4芦 57 中井 裕二国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 480－ 6 〃 クビ 18．2�
24 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 500± 02：41．3クビ 20．1�
11 	 マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 2 〃 クビ 259．7�
23 ディスピュート 牡5鹿 57 浜中 俊畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B434－ 82：42．57 51．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，000，800円 複勝： 87，806，800円 枠連： 37，604，500円
馬連： 136，837，500円 馬単： 69，534，900円 ワイド： 86，591，100円
3連複： 199，738，100円 3連単： 299，410，900円 計： 987，524，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 280円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 440円 �� 590円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 700008 的中 � 321616（1番人気）
複勝票数 計 878068 的中 � 330610（1番人気）� 65731（4番人気）� 55093（5番人気）
枠連票数 計 376045 的中 （4－6） 37634（2番人気）
馬連票数 計1368375 的中 �� 105522（3番人気）
馬単票数 計 695349 的中 �� 41982（3番人気）
ワイド票数 計 865911 的中 �� 53809（3番人気）�� 38155（5番人気）�� 15311（13番人気）
3連複票数 計1997381 的中 ��� 42000（10番人気）
3連単票数 計2994109 的中 ��� 24364（12番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．6―12．3―12．4―13．0―12．7―12．0―11．8―12．0―12．3―12．4―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―24．0―35．6―47．9―1：00．3―1：13．3―1：26．0―1：38．0―1：49．8―2：01．8―2：14．1―2：26．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノグロワール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly デビュー 2017．12．23 阪神2着

2015．1．20生 牡3黒鹿 母 シャムロッカー 母母 Bohemian Blues 4戦2勝 賞金 15，300，000円
〔制裁〕 タガノヤグラ号の騎手藤懸貴志は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000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 ドラゴンダナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（30小倉2）第12日 9月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 192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
1，300，000円
19，110，000円
1，840，000円
24，880，000円
79，093，000円
5，204，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
572，843，900円
840，458，800円
306，867，300円
1，253，603，600円
558，575，600円
727，303，400円
1，837，007，100円
2，522，336，700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 8，618，996，400円

総入場人員 16，508名 （有料入場人員 14，465名）



平成30年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 1，927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
40，670，000円
220，870，000円
16，060，000円
271，900，000円
793，074，000円
54，835，800円
18，499，200円

勝馬投票券売得金
5，385，901，400円
7，313，930，700円
2，340，841，300円
11，344，686，500円
5，293，218，100円
6，631，885，900円
15，966，185，200円
24，002，722，200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 78，279，371，300円

総入場延人員 158，048名 （有料入場延人員 102，160名）
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