
２４０８５ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

７９ トーコーブロンコ 牡２青鹿５４ 武 豊森田 藤治氏 湯窪 幸雄 むかわ 市川牧場 ４７０＋ ４１：０９．３ ２．１�

６８ バンダムクラウス 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４８－ ２１：０９．５１� ４．７�
１１ フライトハーン 牡２栗 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４７４－１０１：１０．０３ １２．９�
８１２ ヤマニンガーゴイル 牡２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４５４＋ ８１：１０．１� １４．８�
５６ マイネルガヴロシュ 牡２青鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 ４６２－ ２１：１０．２� ９．１�
７１０ アイファーハイカラ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５０＋ ２１：１０．４� ２８．３	
２２ テイエムバイタル 牡２青鹿５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 ４９０－ ６１：１０．６１� ４０．１

５５ シャイニーベスト 牡２鹿 ５４ 田嶋 翔小林 昌志氏 小島 貞博 平取 雅 牧場 ４４６＋ ６１：１０．７� ３２０．１�
４４ ミヤジシェンロン 牡２鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４３２＋１２１：１０．８クビ ４．１�
３３ ベルスマーレ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦岸田 勝宏氏 服部 利之 新冠 ハクツ牧場 ４２８± ０１：１１．２２� ６５８．９
６７ カシノイワイザケ 牡２鹿 ５４ 鈴来 直人柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 鵜木 唯義 ４５６± ０１：１２．０５ ２３７．８�
８１１ イッツオンリーラブ 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ３９０＋ ８１：１２．１クビ ２５５．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，１４０，０００円 複勝： ２６，９８３，３００円 枠連： １０，５４８，７００円

普通馬連： ３８，９６５，３００円 馬単： ３５，４６２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６２７，４００円

３連複： ５５，３４２，１００円 ３連単： ９６，８７４，７００円 計： ２９７，９４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ５４０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ４，８９０円

票 数

単勝票数 計 １７１４００ 的中 � ６４６２２（１番人気）
複勝票数 計 ２６９８３３ 的中 � ８４４８２（１番人気）� ５４２４５（２番人気）� １９８３６（５番人気）
枠連票数 計 １０５４８７ 的中 （６－７） １４６２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８９６５３ 的中 �� ４６７４７（１番人気）
馬単票数 計 ３５４６２３ 的中 �� ２４９８５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６２７４ 的中 �� １８４２７（１番人気）�� ８０８２（８番人気）�� ７６５６（９番人気）
３連複票数 計 ５５３４２１ 的中 ��� ２７７８９（４番人気）
３連単票数 計 ９６８７４７ 的中 ��� １４６３２（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．２―１１．７―１２．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３３．９―４５．６―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーコーブロンコ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００９．８．１５ 小倉２着

２００７．５．３０生 牡２青鹿 母 シビルスイート 母母 シビルフオルテイー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



２４０８６ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

４５ ウ イ ン ル ナ 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 恭介�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４６８＋２２ ５９．２ ３．４�

５７ レインボースター 牡３青鹿５６ 鮫島 克也前田 幸治氏 坪 憲章 様似 猿倉牧場 B４９４＋ ２ ５９．４１� ２．７�
（佐賀）

７１１ アイファージャンボ 牡３青鹿５６ 浜中 俊中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５２０－２４ ５９．７１� １６．１�
３３ エリモフリーダム 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４５２＋ ４１：００．０１� ６．９�
８１４ オートクチュール 牝３栗 ５４ 福永 祐一�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６２＋ ６１：００．２１� ５．１�
７１２ エリモトゥデイ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平山本 慎一氏 池添 兼雄 えりも エクセルマネジメント ４８２＋ ６１：００．５１� ９１．８	
４６ クリスビート 牡３栗 ５６ 中村 将之加藤 久枝氏 武田 博 様似 林 時春 ４４０＋１８１：００．７１� ３７５．３

３４ リ キ ド ー 牡３鹿 ５６ 武 豊醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 ４３６－ ２１：００．８クビ １３．９�
８１３	 カゼノジュエリー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太深井 孟氏 鮫島 一歩 米 Jean Hai-

malas ４４４± ０１：００．９� １２．４�
５８ ドンプルーフ 牡３芦 ５６ 鈴来 直人大内 景子氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 B４８６－ ８１：０１．６４ ２５０．８
６９ クリエイティブラブ 牡３芦 ５６

５３ ▲大下 智越田 英喜氏 坪 憲章 静内 越田牧場 ５１２＋１６１：０１．９１� ４４９．０�
１１ ロングゴーン 牡３栗 ５６ 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 新冠 ハクツ牧場 ４３２－１０１：０２．１１� ７６．６�
６１０ ココロクバリ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４３８＋ ４１：０２．４１� ２５７．１�
２２ パープルオージ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 上山牧場 ４８０ ―１：０４．０１０ ３６３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，０４６，６００円 複勝： １８，５４３，６００円 枠連： １１，７２３，８００円

普通馬連： ３４，９８５，０００円 馬単： ２８，７２９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３００，６００円

３連複： ４５，９１３，５００円 ３連単： ７７，４５８，９００円 計： ２４３，７０１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ３６０円 枠 連（４－５） ６８０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，０９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １３，３９０円

票 数

単勝票数 計 １３０４６６ 的中 � ３０４４３（２番人気）
複勝票数 計 １８５４３６ 的中 � ２１６１７（４番人気）� ５４７５２（１番人気）� ９８３８（７番人気）
枠連票数 計 １１７２３８ 的中 （４－５） １２７４７（４番人気）
普通馬連票数 計 ３４９８５０ 的中 �� ４６１２９（１番人気）
馬単票数 計 ２８７２９９ 的中 �� １７２２１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３００６ 的中 �� １１５５１（３番人気）�� ２７５５（１７番人気）�� ５１８８（９番人気）
３連複票数 計 ４５９１３５ 的中 ��� １２２４３（１１番人気）
３連単票数 計 ７７４５８９ 的中 ��� ４２７１（４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ イ ン ル ナ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００９．３．７ 阪神１１着

２００６．４．５生 牝３栗 母 ウインディアナ 母母 ニ ヤ ー ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルオージ号は，平成２１年１０月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 コパノカチーノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０８７ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

８１６ マルセイユシチー 牝３栗 ５４ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４４２＋ ６１：０８．８ ２．７�

１１ エアガルニエ 牝３青鹿５４ 武 豊 �ラッキーフィールド松永 幹夫 平取 稲原牧場 ４６０－ ４１：０９．０１�＋クビ ６．３�
５１０ ピサノヴァロン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新冠 松浦牧場 ４４２－ ４１：０９．１クビ １０．９�
７１５ コアレスランナー �３鹿 ５６

５４ △田中 健小林 昌志氏 野村 彰彦 平取 コアレススタッド ４３８± ０１：０９．３１� １８．９�
１２ アスターローズ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４３６＋ ２ （降着） ４．９�
３６ マジカルレッド 牝３鹿 ５４ 福永 祐一海谷 幸司氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４４８＋ ８ 〃 クビ １１．０�
３５ テイエムダイアナ 牝３鹿 ５４ 幸 英明竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４４２－ ４１：０９．４クビ ３９．８	
５９ モスキャンピオン 牝３青鹿５４ 和田 竜二
辻牧場 岩元 市三 浦河 辻 牧場 ４９４＋１０ 〃 クビ ３６．４�
２４ サンレイフレンド 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４５４＋１２１：０９．５� ４７．３�
６１１ テイエムテキーラ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４５４＋ ４ 〃 アタマ １１．３
４７ メメミルキッシュ 牝３栗 ５４ 橋本 美純本谷 惠氏 藤沢 則雄 日高 藤本 友則 ４２６＋ ２１：０９．６� ２５３．２�
８１８ キングヴァント 牡３栗 ５６ 太宰 啓介
桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７２＋ ４１：０９．８１� １１．１�
７１４ メイショウアルテア 牝３栗 ５４ 鮫島 良太松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ４１：０９．９� ３３１．７�
２３ ブ ル ー レ イ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋ ６ 〃 アタマ ４０．８�

６１２ ホーザンアテナ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎神田 通博氏 佐藤 全弘 青森 諏訪牧場 ４４０＋ ２１：１０．６４ ３９６．１�
７１３ ロングワイズ 牡３栗 ５６ 安藤 光彰中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ４２１．２�
４８ ク リ ノ ニ ケ 牝３黒鹿５４ 石橋 守栗本 守氏 田所 秀孝 浦河 駿河牧場 ４２４＋ ４１：１０．７� ４２８．３�
８１７ シルクシグナル 牡３栗 ５６ 高野 容輔有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４９８－ ８１：１０．８クビ ４１０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０３３，０００円 複勝： ２４，４８８，２００円 枠連： １８，０９８，２００円

普通馬連： ４４，６００，２００円 馬単： ３２，７６６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５１１，０００円

３連複： ６３，２３２，７００円 ３連単： ９７，６６６，６００円 計： ３１５，３９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（１－８） ３５０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ４００円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� ９，２４０円

票 数

単勝票数 計 １６０３３０ 的中 � ４６８６４（１番人気）
複勝票数 計 ２４４８８２ 的中 � ６２９９９（１番人気）� ２８２１３（３番人気）� ２３３４５（４番人気）
枠連票数 計 １８０９８２ 的中 （１－８） ３８８５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４６００２ 的中 �� ２９６８９（３番人気）
馬単票数 計 ３２７６６１ 的中 �� １４４４８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５１１０ 的中 �� ９５８２（３番人気）�� １２３３１（１番人気）�� ４６２１（１０番人気）
３連複票数 計 ６３２３２７ 的中 ��� １９９１６（３番人気）
３連単票数 計 ９７６６６６ 的中 ��� ７８０９（６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．９―１１．２―１２．０―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルセイユシチー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．７．１３ 阪神１０着

２００６．４．１生 牝３栗 母 アデレードシチー 母母 ヤンゲストシチー １３戦１勝 賞金 １３，５５０，０００円
〔降着〕 アスターローズ号は，２位〔タイム１分０９秒０，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ピサノヴァロン」号および「コアレスランナー」号の走行を妨害したため５着に降着。
〔制裁〕 アスターローズ号の騎手角田晃一は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２１年９月１２日から

平成２１年９月２０日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 オードリーアン号



２４０８８ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

７１２� アグネスティンクル 牡２栗 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-
ham Stud ４４０ ―１：０９．８ １．８�

５８ ケイエスケイト 牡２鹿 ５４ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４５２ ―１：１０．０１� １０．９�
７１３ アスカクリチャン 牡２鹿 ５４ 酒井 学上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４６０ ―１：１０．２１� ５９．３�
８１４ ユキノヒーロー 牡２芦 ５４ 太宰 啓介遠藤 宗義氏 本田 優 日高 川端 正博 ４７０ ―１：１０．３� ３．０�
３４ ライブリフライト 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三加藤 哲郎氏 木原 一良 浦河 高村牧場 ４６４ ―１：１０．４� １６．４�
４７ カシノミニパイン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５６ ―１：１０．８２� ３５．９�
５９ ドントキリシマ 牡２鹿 ５４ 小牧 太西村新一郎氏 村山 明 むかわ 貞広 賢治 ４４２ ―１：１１．１２ ３３．３	
４６ ハマノツーステップ 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４４６ ―１：１１．２� １８１．８

２２ オーナーズアイ 牝２黒鹿５４ 金折 知則佐々木実子氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４２０ ― 〃 クビ ３６８．６�
６１０ メイショウオルフェ 牡２黒鹿５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４６４ ―１：１１．４１� １４２．３�
２３ ア ン ム ー ト 牝２栗 ５４ 浜中 俊北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４６２ ―１：１１．５� ３８．１
３５ トゥルーゴールド 牝２栗 ５４

５１ ▲松山 弘平 �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 ４７２ ― 〃 ハナ １４．０�

８１５ リバーツバサ 牝２栗 ５４ 福永 祐一河越 武治氏 須貝 彦三 新ひだか 飯岡牧場 ４２６ ―１：１１．８１	 １３８．８�
１１ テイエムハクリュウ 牡２芦 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５５０ ―１：１２．５４ １１９．８�
６１１ テイエムタップダン 牡２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 城地 清満 ４３４ ―１：１３．３５ １７９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，１６４，２００円 複勝： １９，６２０，６００円 枠連： １３，２３９，８００円

普通馬連： ３７，３２４，７００円 馬単： ３７，４６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４９７，０００円

３連複： ４９，８０８，４００円 ３連単： ９８，１０６，３００円 計： ２８８，２２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ７８０円 枠 連（５－７） ５７０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，２７０円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 ��� １３，８８０円

票 数

単勝票数 計 １７１６４２ 的中 � ７７１７４（１番人気）
複勝票数 計 １９６２０６ 的中 � ７０９５１（１番人気）� １９２６８（３番人気）� ４０４５（９番人気）
枠連票数 計 １３２３９８ 的中 （５－７） １７２６８（３番人気）
普通馬連票数 計 ３７３２４７ 的中 �� ３７７５２（２番人気）
馬単票数 計 ３７４６２５ 的中 �� ２８００６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４９７０ 的中 �� １０６３７（２番人気）�� ２８８８（１３番人気）�� １０７１（２９番人気）
３連複票数 計 ４９８０８４ 的中 ��� ７０４１（１３番人気）
３連単票数 計 ９８１０６３ 的中 ��� ５２２０（３５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１１．６―１２．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．２―４５．８―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アグネスティンクル �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Affirmed 初出走

２００７．３．７生 牡２栗 母 Morning Devotion 母母 Morning Has Broken １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２４０８９ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ アドマイヤレッド 牝３栗 ５４ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋ ４１：４７．８ １２．８�

２４ ファーストタッチ 牝３黒鹿５４ 鮫島 克也 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４２８＋ ４ 〃 クビ １２．２�
（佐賀）

８１５ ランズエッジ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：４７．９クビ １３．４�
５９ ハギノウタヒメ 牝３栗 ５４ 福永 祐一日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３０－ ４１：４８．０� ７．３�
６１２ オカゲサマデ 牝３鹿 ５４ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５６± ０１：４８．１� ５．０�
４８ イナズマチーター 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 �ローレルレーシング 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４１０＋ ６１：４８．２クビ ２１．２	
２３ グラッドストック 牝３栗 ５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B４９８＋ ８１：４８．４１� ７３．６

７１４ シャーペンエッジ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ４ 〃 ハナ ８．８�
３６ メイショウサーバル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平松本 好�氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３６＋ ４１：４８．５� ５．０
７１３ レ デ ィ ゾ ロ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太太田 美實氏 友道 康夫 新ひだか 藤原牧場 ４４６ ―１：４８．８１� ２４．２�
５１０ ア ウ ロ ー ラ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太吉田 和子氏 村山 明 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０＋ ２ 〃 クビ １１８．９�
６１１ ダッパーユウ 牝３栗 ５４ 高山 太郎北所 直人氏 佐藤 全弘 むかわ 上水牧場 ４３６＋ ２１：４８．９クビ ３２７．６�
４７ サンライズゴールド 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４６２＋ ２１：４９．３２� ３８０．０�
１２ カノヤグッドラック 牝３黒鹿 ５４

５２ △田中 健神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４３２＋ ２１：５０．３６ ４．９�
８１６ サワヤカトウショウ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８８＋ ２１：５０．４� １６４．１�
３５ テイエムユメノコ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４７８＋１２１：５０．６１ １９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９６９，２００円 複勝： １９，８７１，９００円 枠連： １２，６８６，０００円

普通馬連： ３９，１８１，１００円 馬単： ２７，４６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１６９，０００円

３連複： ５５，４５８，２００円 ３連単： ８３，９２７，３００円 計： ２６７，７３１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ４１０円 � ４００円 � ５４０円 枠 連（１－２） １，７４０円

普通馬連 �� ５，４９０円 馬 単 �� １２，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� ３，８９０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ６５，９１０円 ３ 連 単 ��� ３９２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １２９６９２ 的中 � ８０４０（７番人気）
複勝票数 計 １９８７１９ 的中 � １３０４１（７番人気）� １３６７６（６番人気）� ９４８９（８番人気）
枠連票数 計 １２６８６０ 的中 （１－２） ５４１１（９番人気）
普通馬連票数 計 ３９１８１１ 的中 �� ５２７３（２４番人気）
馬単票数 計 ２７４６８３ 的中 �� １６５０（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１６９０ 的中 �� １７４８（３２番人気）�� １０１９（４５番人気）�� ８５９（４７番人気）
３連複票数 計 ５５４５８２ 的中 ��� ６２１（１５５番人気）
３連単票数 計 ８３９２７３ 的中 ��� １５８（９０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．０―４７．９―５９．５―１：１１．３―１：２３．４―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤレッド �
�
父 Stravinsky �

�
母父 Hansel デビュー ２００９．５．１７ 京都５着

２００６．５．３生 牝３栗 母 プリンシピウム 母母 Nazoo ５戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔制裁〕 ハギノウタヒメ号の騎手福永祐一は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 コーヒーゼリー号・スエヒロブリリアン号・マイプレファランス号・メイショウホオズキ号・レナプリンセス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０９０ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時１５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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２３ ダンシングラプター 牡３青鹿５６ 小牧 太吉田 勝己氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ４２：０１．０ ２．５�

３５ ファンドリリーダー 牡３鹿 ５６
５４ △田中 健水戸 富雄氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４４４＋ ２２：０１．２１� １５．６�

１１ シ ュ ン リ キ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４７６－１０２：０１．６２� ２．８�
７１３ カシノスフィンクス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６４＋ ２２：０１．７� １６８．０�
４７ サンライズウィル 牡３鹿 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４７２－ ４２：０２．０１� １１．１�
８１７ ガーデンクォーツ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５２８＋ ６２：０２．３１� ３８０．６�
２４ ロングプレジデント 牡３青 ５６ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７２＋ ４２：０２．５１ ３６３．４�
５９ マチカネゲンペイ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太細川 益男氏 池江 泰郎 日高 待兼牧場 ４７２＋１８２：０２．８２ １５．３	
３６ メイショウテノール 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３４＋ ２２：０３．０１� １１４．６

７１５ ヒシピラルクー 牡３青鹿５６ 田中 克典阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５１２＋ ２２：０３．４２� ２１４．３�
４８ シルクプリヴェイル 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平有限会社シルク領家 政蔵 新冠 若林牧場 ４６４－１４ 〃 ハナ １００．１�
８１６ キャシャリン 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人畠山牧場 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４４＋ ２ 〃 ハナ ４４６．４�
１２ サルヴェイション 牡３鹿 ５６ 浜中 俊吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６４＋ ４２：０３．５� ８６．１�
５１０ ジャングルスマイル 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文 社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４ 〃 ハナ ５８．５�
８１８ ラブリーカール 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰冨沢 敦子氏 田所 清広 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４２６＋ ２２：０３．７１ ２９８．７�
７１４ マルサンマウジー 牡３鹿 ５６ 中村 将之松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 富岡 廣光 ４５６－ ４２：０４．８７ ２６０．７�
６１１ ユ ウ リ ョ ク 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�アイテツ 田中 章博 安平 �橋本牧場 ４３４－ ８２：０５．１１� ３９．０�
６１２ タイキユイマール 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大樹ファーム 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２２：０５．８４ ５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，３７０，８００円 複勝： ２１，９３５，１００円 枠連： １５，２０９，９００円

普通馬連： ４５，４１９，８００円 馬単： ４０，０２１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２２５，６００円

３連複： ６３，３４０，５００円 ３連単： １２２，８４１，８００円 計： ３４３，３６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２４０円 � １２０円 枠 連（２－３） １，４３０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １７０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ６，３２０円

票 数

単勝票数 計 １６３７０８ 的中 � ５２６０２（１番人気）
複勝票数 計 ２１９３５１ 的中 � ６４３１０（１番人気）� １５５４２（５番人気）� ５４３６２（２番人気）
枠連票数 計 １５２０９９ 的中 （２－３） ７８７８（６番人気）
普通馬連票数 計 ４５４１９８ 的中 �� ２１３８４（６番人気）
馬単票数 計 ４００２１４ 的中 �� １４４４３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２２５６ 的中 �� ６８８９（７番人気）�� ３５８１６（１番人気）�� ７２８５（６番人気）
３連複票数 計 ６３３４０５ 的中 ��� ４９３００（３番人気）
３連単票数 計１２２８４１８ 的中 ��� １４３５８（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．５―１２．３―１２．２―１２．３―１２．３―１２．３―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３４．８―４７．１―５９．３―１：１１．６―１：２３．９―１：３６．２―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．１
１
３

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

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

ダンシングラプター �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．８ 小倉５着

２００６．２．８生 牡３青鹿 母 ベストダンシング 母母 ダンシンインザレイン ３戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 タイキユイマール号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 シルクプリヴェイル号の騎手松山弘平は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）
〔調教再審査〕 タイキユイマール号は，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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アグネスエイプリル号・グレートダンサー号・シュペルブロマネ号・シルクエリタージュ号・シースピアー号・

ディアチェンジ号・ビクトリーレディー号
（非抽選馬） １頭 レッドファング号



２４０９１ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時５０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
１：４１．７

不良

不良

７１４ ジョーシンドバッド 牡３黒鹿５６ 武 豊上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５０４＋ ４１：４６．８ ２．４�

２３ リリープレジャー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 ４９２＋ ４１：４７．２２� １２．９�
６１２ サザンオーカン 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４９６－１２１：４７．４１� ９９．０�
８１６ テイケイメルベイユ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 北光牧場 ５００± ０ 〃 クビ ３５．５�
６１１ キャラバンシチー 牡３鹿 ５６ 生野 賢一 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 日高 幾千世牧場 ４７０＋１０１：４７．６１ ３３１．４�
２４ タガノブリガデイロ 牡３青鹿５６ 小牧 太八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２± ０１：４８．０２� ９．３�
５９ シルクフェイブル 牡３栗 ５６ 鮫島 克也有限会社シルク坂口 正則 新冠 オリエント牧場 ４５２＋ ２１：４８．１� ４９．４	

（佐賀）

８１５ マイネルカルツェ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 信岡牧場 ５３４＋ ２１：４８．２� ３．２


３６ ネヴァオバマ 牡３芦 ５６ 鮫島 良太�ティーエイチ 藤原 英昭 新冠 川上 悦夫 ５０８＋ ２ 〃 ハナ ２８６．７�
７１３ ミシュランシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４６６＋ ４１：４８．３クビ ６．５�
３５ ヤマイチコマンド 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４５４± ０１：４８．８３ １８．４
１１ クロジシジョー 牡３黒鹿５６ 中村 将之河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５２８＋１２１：４９．８６ ５３８．０�
５１０ チュウワバロン 牡３栗 ５６ 和田 竜二中西 忍氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ２５．９�
４７ レジェンドヘヴン 牡３栗 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ５１０＋ ５１：５０．３３ ２７８．９�
４８ パープルパッセージ �３鹿 ５６ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４６－ ８１：５１．７９ １７５．４�
１２ エルクラシコ 牡３芦 ５６ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム ４９６ ―１：５２．５５ ７４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１１８，４００円 複勝： ３５，３４３，３００円 枠連： １７，３５０，０００円

普通馬連： ５８，４６１，２００円 馬単： ４５，２２６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６７７，４００円

３連複： ７４，２４７，７００円 ３連単： １４２，３３４，１００円 計： ４１７，７５８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � １，１００円 枠 連（２－７） ４９０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３，０３０円 �� ７，８５０円

３ 連 複 ��� ２５，３５０円 ３ 連 単 ��� ８４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２１１８４ 的中 � ７５１４０（１番人気）
複勝票数 計 ３５３４３３ 的中 � １４５７６５（１番人気）� ２３２１６（４番人気）� ４８９５（１０番人気）
枠連票数 計 １７３５００ 的中 （２－７） ２６３０３（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８４６１２ 的中 �� ３２１８１（４番人気）
馬単票数 計 ４５２２６８ 的中 �� １６６８３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６７７４ 的中 �� １２４２４（４番人気）�� １７６５（２６番人気）�� ６７１（４２番人気）
３連複票数 計 ７４２４７７ 的中 ��� ２１６２（５９番人気）
３連単票数 計１４２３３４１ 的中 ��� １２３７（２１５番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．７―１１．４―１３．２―１２．８―１２．５―１２．５―１３．３―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．４―２８．８―４２．０―５４．８―１：０７．３―１：１９．８―１：３３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ジョーシンドバッド �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．７．２７ 小倉２着

２００６．４．８生 牡３黒鹿 母 ジョーロングラン 母母 ジョーシャルマン ９戦１勝 賞金 １４，９００，０００円
〔その他〕 チュウワバロン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルクラシコ号は，平成２１年１０月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ヤマニンラシャス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０９２ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第８競走 ��１，８００�
く に さ き

国 東 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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６１２� マルイチシンゲキ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 B４６４－ ２１：４７．８ ８７．１�

２４ マチカネカミカゼ 牡４栗 ５７ 武 豊細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ １．８�
１１ ヴ ィ ジ レ 牡４青 ５７ 角田 晃一藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ８１：４８．０１� ２０．２�
３５ ローズリパブリック 牡３芦 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：４８．１クビ １０．５�
４７ トムウィンズ 牡４芦 ５７ 浜中 俊半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４６４± ０ 〃 ハナ ２３．６�
４８ � ファンドリキセキ 牡４青鹿５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 佐々木 恵一 ４８８＋ ８ 〃 ハナ １６．９�
６１１� ミヤノオードリー 牡３芦 ５４ 鮫島 克也宮副 敏明氏 東 眞市 新冠 ハクツ牧場 B４４４－ ２１：４８．３１� １０９．３	

（佐賀） （佐賀）

２３ サワノパンサー 牡３鹿 ５４ 福永 祐一澤田 
子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５３２－ ２１：４８．４クビ ３．３�
５１０ トヨサンハッピー 牝５栗 ５５ 藤岡 康太豊田 一致氏 平田 修 浦河 小椋 智 ４８２－ ４１：４８．８２� １６．１�
８１５� マーチインパクト 牡４鹿 ５７ 田村 太雅名古屋友豊 作田 誠二 門別 白井牧場 ４９８－ ７ 〃 ハナ ３３７．３�
８１６ マイネルオール 牡４青鹿５７ 熊沢 重文 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４８０－ ６１：４９．０１� １７４．９�
５９ � オグリメイク 牝３鹿 ５２ 佐藤 友則小栗 孝一氏 鈴木 良文 様似 様似堀牧場 ４２２－ ８１：４９．２１ ２７６．５�

（笠松） （笠松）

７１３� メイシーズパレード 牝４青鹿５５ 鈴来 直人西見 徹也氏 小島 茂之 門別 下河辺牧場 B４４０＋ ６ 〃 クビ ３３４．３�
１２ ソラヲカケル 牡３鹿 ５４ 安藤 光彰�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４９６＋２２１：４９．３クビ ４７．３�
７１４ マイネルヴルメリオ 牡５黒鹿５７ 松山 弘平 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坪 憲章 三石 田上 稔 ５３８± ０１：５１．５大差 １４７．１�

（１５頭）
３６ サプライズユー 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，９２５，４００円 複勝： ５５，５１５，５００円 枠連： ２３，２９８，８００円

普通馬連： ６９，５６７，１００円 馬単： ６２，２８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６１２，２００円

３連複： ８２，１３５，１００円 ３連単： １８３，１５９，５００円 計： ５２６，５００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，７１０円 複 勝 � １，１３０円 � １１０円 � ３９０円 枠 連（２－６） ２，４９０円

普通馬連 �� ６，４５０円 馬 単 �� ３０，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８１０円 �� ８，８２０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２５，２７０円 ３ 連 単 ��� ２９３，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３９２５４（返還計 ９８８５） 的中 � ２１６７（９番人気）
複勝票数 差引計 ５５５１５５（返還計 １９１３１） 的中 � ５６８４（９番人気）� ３２３７３６（１番人気）� １９５０５（６番人気）
枠連票数 差引計 ２３２９８８（返還計 ２１７６） 的中 （２－６） ６９３０（７番人気）
普通馬連票数 差引計 ６９５６７１（返還計 ９６６４１） 的中 �� ７９６１（１３番人気）
馬単票数 差引計 ６２２８６４（返還計 ７３０６２） 的中 �� １４９５（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２６６１２２（返還計 ３３９１４） 的中 �� ３５４３（１５番人気）�� ７０２（４２番人気）�� １２５４１（５番人気）
３連複票数 差引計 ８２１３５１（返還計２２３８８９） 的中 ��� ２３９９（５２番人気）
３連単票数 差引計１８３１５９５（返還計５０５８３２） 的中 ��� ４６０（３８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．６―４８．８―１：００．８―１：１２．６―１：２４．２―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マルイチシンゲキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 カ ー ネ ギ ー

２００５．５．９生 牡４鹿 母 カズノマーベラス 母母 ミスマーベラス １１戦１勝 賞金 １６，８４８，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔競走除外〕 サプライズユー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 マイネルレギメント号
（非抽選馬） ３頭 マイアイビギニング号・マーブルアロー号・メイショウメモリア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０９３ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第９競走 ��
��１，２００�

や は た

八 幡 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．９．６以降２１．８．３０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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１３ エーシンビーセルズ 牡３黒鹿５３ 鮫島 克也�栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４７４＋ ２１：０８．６ ７．８�
（佐賀）

８１４ グッドルッキング 牝３芦 ５２ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ６ 〃 ハナ ３．１�

６１０ ニホンピロシェリー 牝５鹿 ５３ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４７８＋ ２１：０８．７� １５．０�
４６ � シ テ ィ ボ ス 牡６鹿 ５４ 小牧 太服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４７０＋ ４１：０８．９１� ４．２�
１１ ヴ ェ ン テ ィ 牝４栗 ５２ 鮫島 良太 �ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９２＋ ６ 〃 クビ １７．２�
４５ マイネルプルート 牡５黒鹿５３ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４６８＋ ２１：０９．０クビ ３４．１	
３３ カシノマイケル 牡６青鹿５４ 松山 弘平柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４５６－ ２１：０９．２１� ２７．５

５７ 	 リッターヴォルト 牡５鹿 ５７ 福永 祐一石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou

Farm ４９２－ ４ 〃 ハナ ６．３�
３４ メイショウバレーヌ 牝５栗 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６２＋ ４１：０９．４１� ４３．２�
５８ ウ ス イ 牝６鹿 ５０ 中村 将之中村 政勝氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ １２０．５
２２ コーヒーゼリー 牝３鹿 ５０ 国分 恭介小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １０２．２�
７１１ トッケンショウブ 牡６黒鹿５２ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５１６＋ ８１：０９．５
 ５８．１�
７１２ ス ワ ン 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４７２＋１８ 〃 アタマ ６．５�
６９ エーティーホーオー 牡７鹿 ５４ 浜中 俊荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４３２＋ ４１：０９．８１
 ８７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，１９０，５００円 複勝： ４０，３５０，３００円 枠連： ２５，７１９，２００円

普通馬連： １１１，８６６，１００円 馬単： ６７，３４１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，００４，６００円

３連複： １３５，６４７，３００円 ３連単： ２５６，７９０，９００円 計： ６９８，９１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（８－８） １，２２０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，５９０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ５，２１０円 ３ 連 単 ��� ３１，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２７１９０５ 的中 � ２７７５６（５番人気）
複勝票数 計 ４０３５０３ 的中 � ３９０７５（４番人気）� ８９８７５（１番人気）� ２７８４２（６番人気）
枠連票数 計 ２５７１９２ 的中 （８－８） １５５８１（５番人気）
普通馬連票数 計１１１８６６１ 的中 �� ６９８０１（４番人気）
馬単票数 計 ６７３４１９ 的中 �� １６８６９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４００４６ 的中 �� １８１７３（３番人気）�� ４９７９（２０番人気）�� １００７８（１０番人気）
３連複票数 計１３５６４７３ 的中 ��� １９２３３（１６番人気）
３連単票数 計２５６７９０９ 的中 ��� ６０５７（９８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．４―１１．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．２―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビーセルズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．９．２８ 阪神３着

２００６．４．３生 牡３黒鹿 母 エイシンカトリーヌ 母母 ヒ ダ ク ロ ス １４戦３勝 賞金 ４１，７５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※コーヒーゼリー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０９４ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�第２９回小倉２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，０００，０００
４，０００，０００

円
円

付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０７．８

良

良

７１３ ジュエルオブナイル 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４２＋ ８１：０９．０ ３．６�

８１４ ダッシャーゴーゴー 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５１４＋１２ 〃 クビ １２．６�
２２ オレンジティアラ 牝２栗 ５４ 小牧 太 �グリーンファーム 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：０９．４２� ８．２�
６１０ パリスドール 牝２鹿 ５４ 浜中 俊釘田 秀一氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４５６± ０１：０９．５� ２３．５�
６１１ サ リ エ ル 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７０－ ２ 〃 同着 ３．６	
３４ メイショウウズシオ 牡２黒鹿５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ８１：０９．７１ １３．５

４６ ベ ネ ラ 牝２栗 ５４ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４５２± ０１：０９．８� ４３．１�
５８ ダンツミラション 牝２鹿 ５４ 国分 恭介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 田上 稔 ４３２＋ ８１：０９．９� ７７．３�
５９ フェブスカイ 牡２鹿 ５４ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４３４－ ４１：１０．０� ３９．８
４７ セイインディア 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４７６＋ ６１：１０．２１	 １１６．３�
３５ マイネルカリバーン 牡２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ４７４－ ４１：１０．３� １４．５�
８１５ コスモディエス 牡２栗 ５４ 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 豊浦 飯原牧場 ４６２－ ８１：１０．４クビ １２５．５�
２３ メイショウヘミング 牝２黒鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３４－ ４１：１１．１４ ５．２�
１１ シ ャ イ ン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ２０．１�

（１４頭）
７１２ タガノジョーカー 牝２栗 ５４ 鮫島 克也八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ― （出走取消）

（佐賀）

売 得 金

単勝： ７９，５４７，８００円 複勝： ９２，１３４，９００円 枠連： ８４，０７９，６００円

普通馬連： ４６１，２９３，０００円 馬単： ２５０，２５１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９６，５３４，９００円

３連複： ５２６，４７２，８００円 ３連単： １，１２６，２３８，９００円 計： ２，７１６，５５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ２，４１０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ７５０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ８，６７０円 ３ 連 単 ��� ４２，４５０円

票 数

単勝票数 差引計 ７９５４７８（返還計 ７１８） 的中 � １７４６６９（２番人気）
複勝票数 差引計 ９２１３４９（返還計 ６９２） 的中 � １６２６７１（２番人気）� ５５１４３（７番人気）� ８９９７８（４番人気）
枠連票数 差引計 ８４０７９６（返還計 ６０６） 的中 （７－８） ２５８２２（１２番人気）
普通馬連票数 差引計４６１２９３０（返還計 ７９０４） 的中 �� １１７６６９（１３番人気）
馬単票数 差引計２５０２５１２（返還計 ４５１７） 的中 �� ３９７２２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ９６５３４９（返還計 ２９５８） 的中 �� ２２２３０（１４番人気）�� ３３０７３（６番人気）�� １２７８７（２４番人気）
３連複票数 差引計５２６４７２８（返還計 ２０２２５） 的中 ��� ４４８２４（３１番人気）
３連単票数 差引計１１２６２３８９（返還計 ３７１５７） 的中 ��� １９５８２（１２７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１１．５―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４５．３―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルオブナイル �
�
父 デュランダル �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００９．８．１ 小倉２着

２００７．１．２５生 牝２鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze ３戦２勝 賞金 ４０，３５３，０００円
〔出走取消〕 タガノジョーカー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 サリエル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分遅延。
〔調教再審査〕 サリエル号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０９５ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第１１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１６ エンシャントアーツ 牝４栗 ５５
５２ ▲松山 弘平岡田 牧雄氏 飯田 雄三 静内 大典牧場 ４７２＋ ６１：４６．３ １０．７�

８１５ ミ コ ノ ス 牝４芦 ５５
５３ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４５０＋ ２１：４６．７２� ４．１�

６１２ ワンダースル 牝３青鹿５２ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４５０－ ２１：４６．８クビ １０８．３�
５９ オークヒルズ 牝４黒鹿５５ 武 豊後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ４．５�
３６ アマゾネスバイオ 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ２１：４７．０１� ３．１�
７１３ パープルスター 牝３鹿 ５２ 安藤 光彰松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４９６＋ ４ 〃 ハナ １９．７�
５１０ ホクトスワン 牝３黒鹿５２ 鮫島 良太布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４５６＋ ２ 〃 クビ １８．６	
１１ � クリノソーニャ 牝４鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４６２＋ ６１：４７．１クビ ３４．３

２４ ウォーターリング 牝４黒鹿５５ 福永 祐一山岡 正人氏 須貝 尚介 門別 豊洋牧場 ４６２＋ ８１：４７．３１� ８．４�
１２ � キャナレット 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 ４６２＋ ６１：４７．４� １６４．９�
４７ � キラメキパスワード 牝６栗 ５５ 鮫島 克也ディアレスト 福島 信晴 静内 佐竹 学 ４４４＋ ４１：４７．６１� ２４６．５

（佐賀）

２３ プリンセスペスカ 牝３栗 ５２ 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５８＋ ２１：４７．７� ３６．６�
７１４� オーミメリッサ 牝５青 ５５ 和田 竜二岩� 僖澄氏 田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４４４－ ４ 〃 クビ ３７．８�
６１１ ワキノキルシェ 牝４青鹿５５ 橋本 美純脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８８＋ ２１：４８．０１� １２９．４�
３５ ファッショナブル 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介藤本 直弘氏 加用 正 日高 藤本 直弘 ４６２＋ ９１：４８．８５ ６２．０�
４８ メルシーヨーク 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３６＋１０１：４９．７５ ４８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，８１２，３００円 複勝： ４８，０９６，９００円 枠連： ３２，３７５，７００円

普通馬連： １２１，０９８，７００円 馬単： ７５，３１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，３９０，８００円

３連複： １５１，６０７，０００円 ３連単： ２９２，６６９，４００円 計： ７９１，３６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ４４０円 � １８０円 � ２，０３０円 枠 連（８－８） ２，１１０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� １４，９５０円 �� ５，０４０円

３ 連 複 ��� ６７，９００円 ３ 連 単 ��� ２８２，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３１８１２３ 的中 � ２３５９７（５番人気）
複勝票数 計 ４８０９６９ 的中 � ２６６６１（５番人気）� ９４４６４（２番人気）� ４８８５（１３番人気）
枠連票数 計 ３２３７５７ 的中 （８－８） １１３６３（９番人気）
普通馬連票数 計１２１０９８７ 的中 �� ４０３２７（８番人気）
馬単票数 計 ７５３１２３ 的中 �� １０９８７（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８３９０８ 的中 �� １０２３１（８番人気）�� ６１４（８３番人気）�� １８４０（４４番人気）
３連複票数 計１５１６０７０ 的中 ��� １６４８（１３９番人気）
３連単票数 計２９２６６９４ 的中 ��� ７６５（６１５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―３０．０―４３．７―５６．９―１：０９．６―１：２１．８―１：３３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンシャントアーツ �
�
父 Maria’s Mon �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．１．２６ 京都１１着

２００５．２．６生 牝４栗 母 エンシャントゴールド 母母 Ocean Cat １４戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時１５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ラストダンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０９６ ９月６日 晴 良 （２１小倉３）第８日 第１２競走 ��
��２，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時５０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３８．２
２：３７．４

良

良

５９ ロ ザ リ オ 牡４鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４２－ ４２：４０．６ ２．９�

８１６ シゲルアンビシャス 牡４栗 ５７
５６ ☆藤岡 康太森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４８４± ０２：４０．８１� １４．７�

５１０ ジョウノワンダー 牡３鹿 ５４ 幸 英明小川 義勝氏 平田 修 門別 三城牧場 B４９２＋ ８２：４１．０１� ４．７�
７１３ グ リ フ ィ ス 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２２：４１．１� ３５．０�
４８ ラムタムタガー 牡３黒鹿５４ 浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９４－ ４２：４１．５２� ７．７�
２４ テ ツ キ セ キ 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３６± ０ 〃 アタマ ２５．９�
７１４ テンシノマズル 牡３鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４０＋ ４２：４１．７	 １２．２	
１１ ウインボールド 牡５鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平
ウイン 山内 研二 静内 静内白井牧場 ４９４－ ８２：４２．０１	 ２３．０�
１２ スペシャルアリーナ 牡６栗 ５７

５４ ▲国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ６２：４２．２１� ９１．４�
６１１ フェルヴィード 牡５青 ５７ 鮫島 克也前田 幸治氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９２＋ ２２：４２．４１� １７．４

（佐賀）

６１２
 スプリングバレル 牡４黒鹿５７ 小牧 太加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４８４－ ８２：４２．６１ ５．３�
３５ ダノンフーバフーバ 牡３黒鹿５４ 和田 竜二
ダノックス 池江 泰寿 三石 折手牧場 ５００± ０２：４２．９１	 ４３．８�
２３ フォーシーズンゴー 牡３黒鹿５４ 熊沢 重文 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 ４９４＋ ６２：４３．５３� １２５．５�
８１５ ワンダーグローリー 牝６栗 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 フクダファーム ４４２± ０２：４３．９２� ３５９．４�
４７ ワンダーアサールト 牡３黒鹿 ５４

５２ △田中 健山本 信行氏 野元 昭 新ひだか 米田牧場 ４８８＋１２２：４４．９６ １４７．０�
３６ 
 エーシンタウォーズ 牡３栗 ５４ 佐藤 友則河越 武治氏 作田 誠二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６４－ ２２：５０．０大差 ２００．８�
（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５１７，５００円 複勝： ４５，４５３，５００円 枠連： ３５，０５８，３００円

普通馬連： １２３，７７６，６００円 馬単： ７４，７９１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，６８１，６００円

３連複： １４９，４３８，７００円 ３連単： ３１３，４０７，２００円 計： ８１３，１２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ３３０円 � ２００円 枠 連（５－８） １，５３０円

普通馬連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ４，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ３８０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ４，８１０円 ３ 連 単 ��� ２５，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３４５１７５ 的中 � ９６５３２（１番人気）
複勝票数 計 ４５４５３５ 的中 � １０１５０７（１番人気）� ２８２８９（６番人気）� ６０９９８（３番人気）
枠連票数 計 ３５０５８３ 的中 （５－８） １６９１４（６番人気）
普通馬連票数 計１２３７７６６ 的中 �� ３２８７２（１０番人気）
馬単票数 計 ７４７９１４ 的中 �� １３１８５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６６８１６ 的中 �� １０８２７（８番人気）�� ２６４５９（１番人気）�� ６１０２（１７番人気）
３連複票数 計１４９４３８７ 的中 ��� ２２９５８（１１番人気）
３連単票数 計３１３４０７２ 的中 ��� ８９２７（６２番人気）

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

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�
１３．０―２４．１―３６．３―４７．９―５９．８―１：１２．３―１：２５．７―１：３８．３―１：５０．８―２：０３．４―２：１５．６―２：２８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．８―３F３７．２
１
�

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

勝馬の
紹 介

ロ ザ リ オ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Lyphard デビュー ２００８．２．１７ 京都４着

２００５．２．２３生 牡４鹿 母 ロ ー ザ ネ イ 母母 Riviere Doree １４戦２勝 賞金 ２３，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンタウォーズ号は，平成２１年１０月６日まで平地競走に出走できない。
※ワンダーアサールト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２１小倉３）第８日 ９月６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 １８４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０８，０１０，０００円
１，７１０，０００円
７，６１０，０００円
１，８９０，０００円
２１，２５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８１７，５００円
４，９９６，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
３１１，８３５，７００円
４４８，３３７，１００円
２９９，３８８，０００円
１，１８６，５３８，８００円
７７７，１２０，５００円
３５３，２３２，１００円
１，４５２，６４４，０００円
２，８９１，４７５，６００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，７２０，５７１，８００円

総入場人員 １６，７３６名 （有料入場人員 １４，６４０名）



平成２１年度 第３回小倉競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３９５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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，５５８，９４０，０００円
２０，８９０，０００円
８４，７００，０００円
１２，７３０，０００円
１５０，１６０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

４９２，２５３，０００円
３９，２８２，６００円
１３，８１０，５００円

勝馬投票券売得金
２，０９６，１９６，２００円
３，３５９，５９９，２００円
２，００３，８８３，９００円
７，５８１，２８２，７００円
５，２６２，９６７，２００円
２，４００，０６０，３００円
９，４４６，６３９，０００円
１９，３４０，２２１，９００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 ５１，４９０，８５０，４００円

総入場延人員 ９０，３９３名 （有料入場延人員 ８０，６８９名）




