
２３０８５ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

４６ エーティーランボー 牡２鹿 ５４ 幸 英明荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４４４＋ ２１：０８．８ ９．５�

８１３ グレートヴァリュー 牡２黒鹿５４ 和田 竜二小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４５６± ０１：０８．９� １．８�
５８ サカジロキング 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 目名太山口

牧場 ４３０＋ ４１：０９．２２ ４８．４�
６９ リバーロイヤル 牡２栗 ５４ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４４６± ０１：０９．５１� ５．７�
８１４ シゲルヒラシャイン 牝２鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４１８－１０ 〃 ハナ ７２．２�
４５ リッシンカッポレ 牡２黒鹿５４ 熊沢 重文小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 徳重 実幸 ４５４－ ２１：０９．６� ２１５．８�
２２ ダイゴテンリュウ 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 新冠 越湖牧場 ４５２－１２１：１０．１３ ３０９．８�
６１０ スプリングディナン 牡２鹿 ５４ 鷹野 宏史加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 ４４０－ ２ 〃 同着 １１７．３	
３３ シゲルソウトク 牡２栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 築紫 洋 ４２０－ ４１：１０．３１� １１７．４

１１ オウエイロブロイ 牡２芦 ５４ 浜中 俊大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社

大原ファーム ４６６＋ ２１：１０．４クビ ４．０�
３４ カリスマサンスカイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５００＋１０ 〃 ハナ １１．９�
７１２ シゲルマドギワゾク 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４２６－ ４ 〃 アタマ １５１．８
５７ カシノテンザン 牡２栗 ５４ 川島 信二柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 向後 栄治 ４１２＋ ６１：１０．７２ ３４９．５�
７１１ ミッキーソング 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎三木 久史氏 福島 信晴 青森 伊藤牧場 ４５６－１２１：１１．２３ １０６．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，１６９，５００円 複勝： ２６，３３８，９００円 枠連： ８，７６４，１００円

普通馬連： ３４，６２０，１００円 馬単： ３１，５０４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５７６，８００円

３連複： ５３，６８８，２００円 ３連単： ９７，８３５，０００円 計： ２８２，４９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ５９０円 枠 連（４－８） ５９０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，９３０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ４，６４０円 ３ 連 単 ��� ２６，３７０円

票 数

単勝票数 計 １３１６９５ 的中 � １１０２１（４番人気）
複勝票数 計 ２６３３８９ 的中 � ２６７９２（４番人気）� １１８９７１（１番人気）� ６１８２（６番人気）
枠連票数 計 ８７６４１ 的中 （４－８） １０９７８（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４６２０１ 的中 �� ４３７５５（３番人気）
馬単票数 計 ３１５０４０ 的中 �� １３２５２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５７６８ 的中 �� ２０７０５（２番人気）�� １８５６（１６番人気）�� ３６６０（１１番人気）
３連複票数 計 ５３６８８２ 的中 ��� ８５５１（１３番人気）
３連単票数 計 ９７８３５０ 的中 ��� ２７３９（７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．９―１１．６―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．２―４４．８―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーティーランボー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．８．１４ 小倉３着

２００８．４．４生 牡２鹿 母 ヒカルトルネード 母母 ダイナパツシヨン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２３０８６ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）第８日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１５ メイショウボヌス 牝３栗 ５４
５１ ▲高倉 稜松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７４－ ４１：４８．６ １６．５�

１２ マザーウェル 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太吉田 和美氏 平田 修 日高 シンコーファーム ４５８－ ８ 〃 ハナ １．４�
７１３ リエートフィーネ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２＋ ６１：４８．９２ ９．５�

５９ エリモマーヴェラス 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４０４－１２１：４９．１１� ７０．２�
１１ サクセスアイニー 牝３鹿 ５４ 北村 友一�嶋 哲氏 梅田 智之 新冠 タニグチ牧場 ４７４－１０１：４９．２� １２８．７�
７１４ ラフェクレール 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：４９．６２� ６．７�
３５ ピンクアリエス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４４６± ０１：５０．０２� ３９．８	
５１０ メイショウマナ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４３０± ０１：５０．１クビ ３００．１

２４ トップバゴチャン 牝３青鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 B４８２＋１０１：５０．６３ ６３．６�
３６ アグネスラグタイム 牝３鹿 ５４ 幸 英明渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４８０－１２１：５０．７� ４８．３�
８１６ プリティーピュティ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 グリーンファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５４＋１８１：５１．２３ １１．３�
４７ スズカシャングリラ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４０８ ―１：５１．４１� ３０３．０�
６１２ ワンダーチャーム 牝３黒鹿５４ 酒井 学山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４６８－ ８１：５１．７１� ３２５．８�
４８ プロスビート 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介門野 重雄氏 坪 憲章 日高 長谷川牧場 ４７８± ０１：５２．２３ ６６．７�
６１１ ウインドフォレスト 牝３青鹿５４ 松田 大作�下河辺牧場 中尾 秀正 日高 下河辺牧場 ４３２－ ４１：５２．７３ １１８．６�
２３ トワオンワード 牝３青鹿５４ 熊沢 重文樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４５２＋ ２１：５３．８７ ４４８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９１６，１００円 複勝： ５１，９６４，８００円 枠連： １３，６３６，６００円

普通馬連： ３４，６４６，０００円 馬単： ３２，３４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５６４，２００円

３連複： ５１，９６５，９００円 ３連単： ９８，８０５，２００円 計： ３１５，８４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－８） ３７０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ８５０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� １２，８９０円

票 数

単勝票数 計 １５９１６１ 的中 � ７６３４（５番人気）
複勝票数 計 ５１９６４８ 的中 � ２０４１１（４番人気）� ３７５３４０（１番人気）� ２９４７８（３番人気）
枠連票数 計 １３６３６６ 的中 （１－８） ２７７０５（２番人気）
普通馬連票数 計 ３４６４６０ 的中 �� ３６０６６（３番人気）
馬単票数 計 ３２３４５５ 的中 �� ９１３４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５６４２ 的中 �� １４７３４（３番人気）�� ４１１６（１１番人気）�� １８０４３（２番人気）
３連複票数 計 ５１９６５９ 的中 ��� ３０１１７（２番人気）
３連単票数 計 ９８８０５２ 的中 ��� ５６６０（３７番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．３―１３．６―１３．１―１２．２―１２．４―１２．８―１３．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．６―４４．２―５７．３―１：０９．５―１：２１．９―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３９．１
１
３
１６（５，８）（４，１０）（２，１１，１３）１５（６，１２，１４）－（１，９）－７－３・（１６，１４）（１０，２）－（５，１３，１５）（４，１１）（６，７）９（１，８）１２＝３

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

勝馬の
紹 介

メイショウボヌス �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１０．１．２４ 中山９着

２００７．４．１７生 牝３栗 母 メイショウガーベラ 母母 クールドフランス ９戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔制裁〕 ラフェクレール号の騎手浜中俊は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トワオンワード号は，平成２２年１１月５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アマノブラウニイー号・ジョーパフューム号・スクルード号



２３０８７ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）第８日 第３競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２４ デンコウアルセウス 牡３青鹿５６ 川田 将雅田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４８４－ ２２：００．６ ７．１�

８１６ ジャポニズム �３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４５４－１８２：００．９１� ４．６�

７１３ ファンドリアスカ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三水戸 富雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４６６± ０２：０１．７５ １７．９�
３５ クレバーオペラ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４１６－ ４２：０１．９１� １６．５�
８１７ シャイニーブラック 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６０＋１２２：０２．０� ４．１�
１１ ゲットアヘッド 牡３黒鹿５６ 中村 将之武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７２＋ ４２：０２．１クビ ４．１	
５１０ ウォーターシャープ 牡３青 ５６ 田中 克典山岡 正人氏 高橋 隆 浦河 高村牧場 B４７８＋ ６２：０２．３１� ２０５．３

４８ メイショウブソン 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４３４＋ ８ 〃 クビ １４．８�
７１４ メイショウビーナス 牝３鹿 ５４ 田中 健松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 ４５２＋ ６２：０２．４� ２３９．８�
３６ サーベルダンス 牡３栗 ５６ 浜中 俊吉田 照哉氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４２８＋１０２：０２．５� ７．２
６１１ ガ イ ー ヌ 牝３栗 ５４ 大下 智永田 和彦氏 坂口 正大 安平 ノーザンファーム ４３２＋１０ 〃 ハナ １７３．５�
２３ テーオーケンシン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 浦河 谷口牧場 ４６４－ ２２：０２．６� ３５．３�
６１２ マーティントゥルー 牝３青鹿５４ 鷹野 宏史大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 幌村牧場 ４６０＋ ２２：０２．７� ６５．３�
８１８ ブレードランナー 牡３栗 ５６ 幸 英明松本夫佐子氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 ４６８－１４２：０２．９１� １０５．１�
１２ フェスティヴハッピ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介臼井義太郎氏 野中 賢二 様似 様似堀牧場 ４４４ ―２：０４．８大差 １８５．７�
７１５ マウンテンサムオー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３８＋１０２：０４．９� ５１４．６�
５９ コンフィデンシャル 牝３青鹿５４ 小牧 太有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ６２：０８．８大差 １２６．５�
４７ トモロビッグバン 牡３鹿 ５６ 船曳 文士廣崎 智子氏 藤原 英昭 新冠 川上牧場 B４９０ ―２：１２．３大差 １１８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，３８４，９００円 複勝： ２２，７１８，８００円 枠連： １４，１５５，２００円

普通馬連： ３６，５０２，１００円 馬単： ２５，６２１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６２０，０００円

３連複： ５７，０５２，９００円 ３連単： ８１，５２６，５００円 計： ２６６，５８１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � ２３０円 � ４２０円 枠 連（２－８） ７００円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，０６０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ８，５８０円 ３ 連 単 ��� ４８，７６０円

票 数

単勝票数 計 １３３８４９ 的中 � １５０２３（４番人気）
複勝票数 計 ２２７１８８ 的中 � ２７５４１（５番人気）� ２８３３２（４番人気）� １２６７９（７番人気）
枠連票数 計 １４１５５２ 的中 （２－８） １５０２８（３番人気）
普通馬連票数 計 ３６５０２１ 的中 �� １３４４０（１０番人気）
馬単票数 計 ２５６２１１ 的中 �� ４８３１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６２００ 的中 �� ５６８８（８番人気）�� ３６０８（１４番人気）�� ２９３３（２１番人気）
３連複票数 計 ５７０５２９ 的中 ��� ４９１３（３９番人気）
３連単票数 計 ８１５２６５ 的中 ��� １２３４（１８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．４―５９．４―１：１１．７―１：２４．２―１：３６．３―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デンコウアルセウス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danzig デビュー ２００９．１２．１２ 阪神７着

２００７．５．１０生 牡３青鹿 母 ソ ネ ッ ト 母母 Michelle Mon Amour １０戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 デンコウアルセウス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 デンコウアルセウス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンフィデンシャル号・トモロビッグバン号は，平成２２年１０月５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） ４頭 サンレイランキング号・テイケイワイズ号・ビコーマティーニ号・メイショウクオーレ号



２３０８８ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

１１ オースミイージー 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６６ ―１：０９．５ １．９�

５７ パワフルキリシマ 牡２鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４０ ―１：０９．７１ １１．３�

４５ シゲルジョウム 牡２鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４８６ ―１：１０．０１� １５．０�
６１０ ペプチドサファイア 牝２黒鹿５４ 荻野 要沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６０ ― 〃 クビ ３０．９�
５８ ミッキーマスカット 牡２鹿 ５４ 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５５８ ―１：１０．４２� ８．２�
３３ � ヴァーチュスター 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太市川 義美氏 藤原 英昭 米 Yoshimi

Ichikawa ４６２ ―１：１０．５� ９．５�
７１２ エンジョイタイム 牡２鹿 ５４ 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４ ― 〃 ハナ ７．９	
６９ テイエムシルエット 牡２黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際セントラルスタッド ４５２ ― 〃 クビ ２２．９

４６ キンシゴールド 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社
松田牧場 ４６０ ―１：１０．９２� １５．８�

３４ ドクターコジロウ 牡２鹿 ５４ 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 浦河 上山牧場 ４３４ ―１：１１．１１ ７６．０�
２２ スカイホーク 牡２青鹿５４ 川田 将雅岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４４８ ―１：１１．２� ２４．７
８１４ ハクユウサンサン 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文伊藤 博文氏 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４７４ ―１：１１．４１� １９９．４�
７１１ カシノマイラヴ 牡２青鹿５４ 中村 将之柏木 務氏 谷 潔 新冠 平山牧場 ４５６ ―１：１１．８２� ２３０．１�
８１３ サクラミナクル 牡２青鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�さくらコマース羽月 友彦 新冠 川上牧場 ４２０ ―１：１３．４１０ １３３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７７５，３００円 複勝： ２０，８１９，９００円 枠連： １０，８９０，０００円

普通馬連： ３３，９５２，６００円 馬単： ２９，３２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５１９，５００円

３連複： ４７，６８３，０００円 ３連単： ８４，２３４，８００円 計： ２５６，２０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ３１０円 枠 連（１－５） ５００円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ６２０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ３，７１０円 ３ 連 単 ��� １２，０９０円

票 数

単勝票数 計 １４７７５３ 的中 � ６３６６３（１番人気）
複勝票数 計 ２０８１９９ 的中 � ７８０４９（１番人気）� ２０１９７（３番人気）� １１９７２（６番人気）
枠連票数 計 １０８９００ 的中 （１－５） １６２５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３３９５２６ 的中 �� ２３４９３（３番人気）
馬単票数 計 ２９３２９３ 的中 �� １４２３６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５１９５ 的中 �� ９３３４（３番人気）�� ５８０５（６番人気）�� ２３４１（１８番人気）
３連複票数 計 ４７６８３０ 的中 ��� ９５０２（１３番人気）
３連単票数 計 ８４２３４８ 的中 ��� ５１４６（２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．２―１１．４―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．８―４５．２―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミイージー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００８．４．３０生 牡２鹿 母 ナリタレインボウ 母母 オオシマルチア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２３０８９ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）第８日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

５１０ ブ ル ロ ッ ク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４６４＋ ２１：４６．６ ７．１�

７１３ トウショウセレクト 牡３鹿 ５６ 酒井 学トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０２＋ ２１：４６．７� ６．０�
２３ バトルアステア 牡３黒鹿５６ 和田 竜二宮川 秋信氏 野中 賢二 浦河 有限会社

吉田ファーム ５２８＋１２１：４６．８� ３．６�
８１６ サ ー ノ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ４１：４８．３９ ４．０�
６１１ ピサノアウローラ 牝３鹿 ５４ 小牧 太市川 義美氏 沖 芳夫 新ひだか フジワラフアーム ４８４＋ ２１：４８．４� １０．６�
５９ レジェンドヒーロー 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 ４４２－ ４１：４８．６１� １５９．４�
８１５ ナスムネタカ 牡３黒鹿５６ 石橋 守小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４４＋ ６１：４８．７クビ ２４．７	
１１ テンシノカフェ 牡３鹿 ５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 日高 千葉飯田牧場 B４６２－ ７１：４９．１２� ２３９．４

４７ テイエムゴッタマシ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４６０－ ２１：４９．２クビ ６８．５�
１２ ローレルクラシック 牡３栗 ５６ 赤木高太郎 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ １０２．４�
４８ ドラゴンイチロー 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史華山 龍一氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６６± ０１：４９．４１ １３．７
３６ シゲルノブツナ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜 秀昭 ４４６－ ８１：４９．６１ ２４４．６�
７１４ メイショウタイシャ 牡３栗 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 岡田牧場 ４５８－ ２１：５０．２３� ３８．３�
２４ ハワイアンドーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５３４ ―１：５０．５２ ４６．４�

３５ ミッキープリステン 牡３栗 ５６ 川田 将雅野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ５３４± ０１：５２．７大差 ７．８�
６１２ シンシンキエイ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４５８－ ２１：５５．３大差 ３３５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７５７，１００円 複勝： ２０，９９９，０００円 枠連： ９，６７４，９００円

普通馬連： ３９，４４３，０００円 馬単： ２６，２９２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９１４，５００円

３連複： ５４，３０４，５００円 ３連単： ８６，４０５，０００円 計： ２６５，７９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（５－７） １，３９０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ４２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 ��� １４，８００円

票 数

単勝票数 計 １２７５７１ 的中 � １４３１４（４番人気）
複勝票数 計 ２０９９９０ 的中 � ２８１５２（３番人気）� ２７０９６（４番人気）� ３９８８８（１番人気）
枠連票数 計 ９６７４９ 的中 （５－７） ５１５８（８番人気）
普通馬連票数 計 ３９４４３０ 的中 �� １４３８３（９番人気）
馬単票数 計 ２６２９２０ 的中 �� ４５４７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９１４５ 的中 �� ５５３３（９番人気）�� ９６４７（２番人気）�� ９３５１（３番人気）
３連複票数 計 ５４３０４５ 的中 ��� １９５９５（３番人気）
３連単票数 計 ８６４０５０ 的中 ��� ４３０９（３２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．０―４３．１―５５．９―１：０８．６―１：２１．３―１：３３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ロ ッ ク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．１０．１１ 京都７着

２００７．５．２１生 牡３鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore ６戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキープリステン号は，平成２２年１０月５日まで平地競走に出走できない。

シンシンキエイ号は，平成２２年１１月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ウインドスピード号・キョウワウィッシュ号



２３０９０ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）第８日 第６競走 ��１，２００�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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１６ シエラデルタ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５８＋ ２１：０８．９ １１．５�

５９ アラマサマンボウ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７６＋２６１：０９．１１� ３１．７�
８１７ タガノシビル 牝３栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４± ０１：０９．３１� ２．７�
７１４ メイショウダイアン 牝３栗 ５４ 飯田 祐史松本 好�氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４８＋ ６１：０９．４� ２５．５�
２４ マイルストーン 牝３栗 ５４ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 ４２８± ０１：０９．６１� ４．７	
８１８ ル ナ ピ ス タ 牝３青 ５４ 幸 英明�三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 ４２８－ ２ 〃 アタマ ４．２

７１３ サトノサクラ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介里見 治氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ １５．０�
２３ カシノアレグロ 牝３鹿 ５４ 加藤士津八柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４５６＋ ４１：０９．８１� ９６．９�
６１２ プラチナソング 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平スター・ホースメンズクラブ 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：０９．９� ５３．４
３６ テイエムヨカゲナ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４６６＋ ２１：１０．１１ ３４．８�
１１ コヴェンティナ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �キャロットファーム 清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ７ 〃 アタマ １２１．３�
４８ ウォーターリズム 牝３鹿 ５４ 石橋 守山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４５４－ ４１：１０．３１� ６９．７�
５１０ グラスフルール 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４６０－ ４１：１０．４クビ ２６１．１�
４７ メイショウフロリナ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４１０＋ ４１：１０．５� ２７０．６�
６１１ シーセラピス 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６０＋１２１：１０．６� ３１９．８�
１２ レ イ ニ ー タ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �ローレルレーシング 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４８４－ ６１：１１．１３ １４．２�
７１５ ヤ サ ワ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰�ターフ・スポート天間 昭一 新ひだか 松田 三千雄 ４４４＋ ６１：１１．３１� ２７．２�
３５ ナンゴクトップガン 牡３栗 ５６ 中村 将之渡 義光氏 武 宏平 青森 長谷地 義正 ４８２＋１２１：１１．４� ３００．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０６９，５００円 複勝： ２２，０８６，６００円 枠連： １６，０６９，５００円

普通馬連： ４２，０９６，１００円 馬単： ２９，８３３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９８１，４００円

３連複： ６１，４３７，４００円 ３連単： ９８，９８３，７００円 計： ３０４，５５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２９０円 � ６５０円 � １５０円 枠 連（５－８） １，６９０円

普通馬連 �� １３，５１０円 馬 単 �� ３０，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４１０円 �� ５６０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� １３，３８０円 ３ 連 単 ��� ９７，２８０円

票 数

単勝票数 計 １６０６９５ 的中 � １１０５９（４番人気）
複勝票数 計 ２２０８６６ 的中 � １７６９５（４番人気）� ６６７９（９番人気）� ５７１８３（１番人気）
枠連票数 計 １６０６９５ 的中 （５－８） ７０２４（６番人気）
普通馬連票数 計 ４２０９６１ 的中 �� ２３０１（３８番人気）
馬単票数 計 ２９８３３５ 的中 �� ７１１（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９８１４ 的中 �� ９５０（４０番人気）�� ８４７６（４番人気）�� ２９７６（１６番人気）
３連複票数 計 ６１４３７４ 的中 ��� ３３９１（３６番人気）
３連単票数 計 ９８９８３７ 的中 ��� ７５１（２５１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１１．０―１１．７―１１．９―１２．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シエラデルタ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．３．６ 阪神４着

２００７．３．２２生 牡３黒鹿 母 レモングラス 母母 ボ リ ー ン ６戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
※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） ４頭 ウォーターセオドア号・エイチエヌイーグル号・ノヴェルデザイン号・ラメラメ号
（非抽選馬） １頭 アキノローレル号



２３０９１ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）第８日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５８ アヤナルベルス 牝３鹿 ５３ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７８± ０ ５８．１ ３．１�

４６ グランスカイ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６０－ ４ ５８．７３� ４．４�
１１ サマーラグーン 牝４青鹿５５ 上野 翔セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４６４－ ２ ５８．８クビ １４．９�
７１１ ペプチドルパン 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４７０＋ ２ ５８．９� １０．８�
７１２ ウ イ ン ル ナ 牝４栗 ５５

５２ ▲高倉 稜�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４８４＋２４ 〃 クビ １９．３�
４５ シゲルソウウン �３栗 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ４８６± ０ ５９．０クビ ７．７�
２２ インタレスティング 牝３鹿 ５３ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４３４－ ２ ５９．５３ ７１．１	
５７ ブルーデライト 牝４栗 ５５ 幸 英明 �ブルーマネジメント服部 利之 三石 中村 和夫 ４４４－ ２ ５９．６� ６９．４

３４ ケイティマイヒメ 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介瀧本 和義氏 吉岡 八郎 浦河 桑田牧場 ４４４－ ２ ５９．７クビ ２４０．４�
６１０ ウインライラ 牝６鹿 ５５ 浜中 俊�ウイン 坂口 正大 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５４± ０ ５９．８� ５．１�
６９ ヤマニンフリアンド 牝３青鹿５３ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６０＋１０ 〃 ハナ １３７．４
８１３ シンボリルマン 牡３鹿 ５５ 川田 将雅シンボリ牧場 小崎 憲 日高 シンボリ牧場 ４８０－ ２ ５９．９� ９．７�
８１４ シゲカツワンダフル 牡３芦 ５５ 金折 知則�駒秀 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４６６± ０１：００．４３ ３１４．６�
３３ マルシゲヨカニセ 牡５栗 ５７

５６ ☆松山 弘平坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 ４９８－ ２１：０３．２大差 ５７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，０４１，６００円 複勝： ３３，５２７，１００円 枠連： １３，９９７，６００円

普通馬連： ５３，３６１，３００円 馬単： ３６，７１６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４００，５００円

３連複： ７０，９８０，６００円 ３連単： １２１，６３７，２００円 計： ３７１，６６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ３１０円 枠 連（４－５） ４１０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６４０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� １０，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２００４１６ 的中 � ５２２９６（１番人気）
複勝票数 計 ３３５２７１ 的中 � ８０４２０（１番人気）� ４７７７２（３番人気）� ２２４５４（７番人気）
枠連票数 計 １３９９７６ 的中 （４－５） ２５４２３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３３６１３ 的中 �� ４９６４１（２番人気）
馬単票数 計 ３６７１６２ 的中 �� １８３７１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４００５ 的中 �� １５６８６（２番人気）�� ８１５２（８番人気）�� ３７７９（１７番人気）
３連複票数 計 ７０９８０６ 的中 ��� １７８９８（１０番人気）
３連単票数 計１２１６３７２ 的中 ��� ８８９７（２０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．４―１１．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．４―３３．８―４５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヤナルベルス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Fairy King デビュー ２００９．９．１２ 阪神１０着

２００７．４．４生 牝３鹿 母 ア ワ シ ャ 母母 Foliage ７戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔その他〕 ウインライラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルシゲヨカニセ号は，平成２２年１０月５日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ウインライラ号は，平成２２年１０月５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アイファースペイン号・オーミフォレスト号



２３０９２ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）第８日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５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 ７，４００，０００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

５１０ オウケンマジック 牡４鹿 ５７
５４ ▲高倉 稜福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４６６± ０１：４６．３ ４．１�

５９ マーブルアロー 牡４栗 ５７ 浜中 俊下村 直氏 田所 秀孝 新ひだか 藤川フアーム ４８８＋ ６１：４６．５１� ９．２�
６１１ スマイルミッキー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４８８＋２２ 〃 アタマ ４．９�
３５ パーフェクトバイオ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４５０＋ ４ 〃 ハナ ８．３�
６１２ ヤマニンフリスキー 牡３青 ５４ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ６１：４６．７１� ６０．０�
３６ スターサイクル 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ５０．１�
２４ メイショウスクラム 牡４鹿 ５７ 松田 大作松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５５．１	
１２ エイシンダッシュ 牡４鹿 ５７ 幸 英明平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ １１．４

４８ ムーンライトソード 牡３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７２＋１０１：４６．８クビ １７．４�
２３ ムーンテンダー 牡３鹿 ５４ 小牧 太岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ４．２
４７ ダテノスイミー 牡３栗 ５４ 和田 竜二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５４＋１８１：４７．５４ ８６．１�
８１５ カリズマクレスト 牡４栗 ５７ 田中 健加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ５０２＋１２１：４７．６� １５．５�
７１４ メイスンファースト 牡５鹿 ５７ 北村 友一梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８８＋ ２１：４７．８１ １８．８�
７１３ クリスタルドア 牡５鹿 ５７ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５００＋１０ 〃 クビ １５６．７�
１１ ブイヘネシー 牡８栗 ５７ 安藤 光彰山田 博康氏 福島 信晴 浦河 日進牧場 ５１０－ １１：４９．４１０ ３２２．５�
８１６� デンコウムサシ 牡４鹿 ５７ 高橋 亮田中 康弘氏 高橋 隆 浦河 伏木田牧場 B４７８＋ ２１：５０．２５ ２１１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６３７，６００円 複勝： ３０，４３８，２００円 枠連： １７，３３４，５００円

普通馬連： ６０，９９５，３００円 馬単： ３８，６５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７１９，６００円

３連複： ８６，０２８，７００円 ３連単： １３９，９３２，３００円 計： ４１４，７４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（５－５） ２，３４０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 ��� １５，７６０円

票 数

単勝票数 計 １７６３７６ 的中 � ３４２９７（１番人気）
複勝票数 計 ３０４３８２ 的中 � ４６９６０（３番人気）� ２７２５１（５番人気）� ４８７７８（２番人気）
枠連票数 計 １７３３４５ 的中 （５－５） ５４７９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６０９９５３ 的中 �� ２２４２４（８番人気）
馬単票数 計 ３８６５８５ 的中 �� ７８２３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７１９６ 的中 �� ８９０８（８番人気）�� １５６５６（１番人気）�� ８２６９（９番人気）
３連複票数 計 ８６０２８７ 的中 ��� ２８４６９（２番人気）
３連単票数 計１３９９３２３ 的中 ��� ６５５３（２７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．３―３０．１―４２．５―５４．７―１：０７．０―１：１９．５―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンマジック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２００８．１２．１４ 阪神２着

２００６．５．１６生 牡４鹿 母 オウケンガール 母母 シスターソノ １８戦３勝 賞金 ３４，２００，０００円
〔制裁〕 マーブルアロー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 バイオレットピース号



２３０９３ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）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，２１．９．５以降２２．８．２９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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４７ キョウワマグナム 牡３鹿 ５４ 小牧 太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５４０＋ ８１：０７．８ ３．５�

７１３ ハッピープレゼント 牝５栗 ５４ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：０７．９� ４．４�
７１４ ホシシャトル 牡７黒鹿５４ 安藤 光彰永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２０± ０ 〃 クビ ３６．３�
３５ � エーシンブイムード 牝５青鹿５４ 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４５８－ ２１：０８．２２ ９．９�
１１ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５２ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４６８＋ ６ 〃 ハナ ３９．１�
５９ ヒカルジョディー 牡４栗 ５７ 浜中 俊�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ８１：０８．３クビ ５．０	
３６ リッピアピンク 牝４鹿 ５２ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １６．４

６１１ ビーチアイドル 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６ 〃 ハナ ９．３�
５１０ ホウライパレード 牝６黒鹿５１ 国分 恭介橋元 幸平氏 平田 修 門別 福満牧場 ４８６－１２ 〃 アタマ ５１．８�
８１５ メイショウルシェロ 牝５黒鹿５３ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４３２－ ２１：０８．４クビ ４５．６
８１６� シ テ ィ ボ ス 牡７鹿 ５３ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６４－ ２ 〃 クビ １３７．７�
２４ エ ト ピ リ カ 牝３黒鹿５１ 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４０＋ ２１：０８．５� １７．８�
４８ カシノマイケル 牡７青鹿５２ 加藤士津八柏木 務氏 田所 秀孝 新冠 小泉 学 ４５４± ０１：０８．７１ １３５．９�
１２ アグネスハッピー 牡８鹿 ５３ 熊沢 重文渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ９９．２�
２３ ラヴファンタジスタ 牡５鹿 ５４ 高倉 稜山本 英俊氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１６＋ ８ 〃 ハナ １０９．３�
６１２ マッキーコバルト 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４５０＋ ２１：０８．８	 １１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，００５，６００円 複勝： ４９，５５０，９００円 枠連： ２５，４４７，５００円

普通馬連： １１２，１８１，０００円 馬単： ６５，８０７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５９５，１００円

３連複： １４６，８４３，２００円 ３連単： ２６７，８８７，８００円 計： ７３２，３１８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ７６０円 枠 連（４－７） ７００円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２，３３０円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� １０，４８０円 ３ 連 単 ��� ４２，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２７００５６ 的中 � ６２０６８（１番人気）
複勝票数 計 ４９５５０９ 的中 � １１３９２８（１番人気）� ８７５８３（２番人気）� １１３９３（１０番人気）
枠連票数 計 ２５４４７５ 的中 （４－７） ２６８８１（１番人気）
普通馬連票数 計１１２１８１０ 的中 �� １０４１７７（１番人気）
馬単票数 計 ６５８０７３ 的中 �� ３８２６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５９５１ 的中 �� ３２７６１（１番人気）�� ３６７３（２６番人気）�� ３３００（２８番人気）
３連複票数 計１４６８４３２ 的中 ��� １０３５０（３２番人気）
３連単票数 計２６７８８７８ 的中 ��� ４６７６（１３０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．１―１１．３―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．６―３３．７―４５．０―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワマグナム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．２３ 小倉６着

２００７．２．１７生 牡３鹿 母 キョウワプラチナ 母母 グレンビーサマー ９戦３勝 賞金 ３３，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２３０９４ ９月５日 晴 良 （２２小倉２）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�第３０回小倉２歳ステークス（ＧⅢ）

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 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

４８ ブラウンワイルド 牡２鹿 ５４ 浜中 俊キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４４８－ ２１：０８．７ ３．６�

７１４ シゲルキョクチョウ 牡２鹿 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ４．２�
４７ スギノエンデバー 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３２＋ ４１：０８．８� ３０．０�
１２ トキノゲンジ 牡２鹿 ５４ 安藤 光彰中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４７６－ ２１：０９．２２� ３７．２�
３５ テイエムターゲット 牡２鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５０４＋ ２１：０９．３� １１．１�
８１７ バラードソング 牝２鹿 ５４ 小牧 太 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４３８＋ ８１：０９．４� １８．８�
５９ シゲルシャチョウ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ４１．７	
２３ モアグレイス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４３８＋ ８ 〃 クビ １３．５

２４ カノヤキャプテン 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ２５．１�
１１ タガノロックオン 牡２栗 ５４ 松田 大作八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８－ ４１：０９．６１ １６６．１�
８１６ ラバーフロー 牡２栗 ５４ 酒井 学 キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４０２－ ２１：０９．８１� ８４．３�
８１５ トーホウペッグ 牝２芦 ５４ 熊沢 重文東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５６± ０ 〃 クビ ４９．３�
７１３ ホーマンルッツ 牡２栗 ５４ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 B４３４－ ６１：０９．９クビ ４９．６�
５１０ ニシノフウウンジ 牡２栗 ５４ 国分 恭介西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １９５．９�
６１２ ドレッドノート 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７８＋１０１：１０．０� ５．９�
３６ ム ジ ョ ウ 牡２栗 ５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 西園 正都 浦河 有限会社

松田牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ３６．８�
６１１ ジンクアッシュ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５１４＋ ６ 〃 ハナ ７．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ９７，６１１，８００円 複勝： １２３，７８１，７００円 枠連： １００，９７７，７００円

普通馬連： ４６９，３３３，８００円 馬単： ２５０，１７８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２１，４０１，０００円

３連複： ５９７，１７８，０００円 ３連単： １，１８５，０９６，０００円 計： ２，９４５，５５８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ５４０円 枠 連（４－７） ６７０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，２４０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ６，３７０円 ３ 連 単 ��� ２３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ９７６１１８ 的中 � ２１７０７８（１番人気）
複勝票数 計１２３７８１７ 的中 � ２９３０３８（１番人気）� ２２１３５４（２番人気）� ４０８３１（９番人気）
枠連票数 計１００９７７７ 的中 （４－７） １１１６３２（２番人気）
普通馬連票数 計４６９３３３８ 的中 �� ４４２２３６（１番人気）
馬単票数 計２５０１７８４ 的中 �� １４２６４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２１４０１０ 的中 �� １１１１９４（１番人気）�� ２２５７７（１４番人気）�� １４７５１（２１番人気）
３連複票数 計５９７１７８０ 的中 ��� ６９１９０（１５番人気）
３連単票数 計１１８５０９６０ 的中 ��� ３７３２１（５２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１０．９―１１．６―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．２―３３．１―４４．７―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラウンワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ヤマニンゼファー デビュー ２０１０．７．１７ 小倉１着

２００８．６．１６生 牡２鹿 母 ブラウンシャイン 母母 マ ル カ ー ト ３戦２勝 賞金 ４６，０５７，０００円
〔制裁〕 テイエムターゲット号の騎手田嶋翔は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１番への進路影響）



２３０９５ ９月５日 曇 良 （２２小倉２）第８日 第１１競走 ��１，８００�
く に さ き

国 東 特 別
発走１６時１０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
１：４４．１

良

良

３５ タムロスカイ 牡３栗 ５４ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８０－ ２１：４７．８ ４．１�

７１３ フラッパーウィング 牝３鹿 ５２ 鮫島 良太畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４８＋ ４１：４７．９� ８．２�
８１６ メイショウカンパク 牡３黒鹿５４ 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４７４± ０１：４８．０� ３．８�
２４ � メイショウサミット 牡４鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５２＋ ４１：４８．５３ ５８．１�
１１ タガノイノセンス 牝３青 ５２ 赤木高太郎八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５１２＋１８ 〃 クビ ２１．１�
６１１ ワキノブライアン 牡４栗 ５７ 小牧 太脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４± ０１：４８．６クビ １０．４�
７１４� サクラシャイニー 牡４栗 ５７ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５６－２０ 〃 クビ ８．５	
４７ シンボリニース 牡３鹿 ５４ 熊沢 重文シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５１６＋ ２１：４８．７� ３０７．１

１２ ドリームマジシャン 牡３青鹿５４ 松山 弘平セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７４＋ ４１：４８．８クビ ２９．６�
５９ セフティファントム 牡４栗 ５７ 松田 大作池田 實氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 ４７８－ ２１：４９．０１� １９９．０�
３６ モ ー レ ツ 牡３栗 ５４ 国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５１２＋ ８１：４９．２１� １８．１
５１０ トップミノル 牡３青鹿５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋２０１：４９．３� ８６．９�
８１５� ラガーゴールデン 牡４鹿 ５７ 上野 翔奥村 啓二氏 田所 秀孝 静内 今 牧場 ４１２－ ６１：４９．４� １０６．２�
４８ タガノパルムドール 牝３栗 ５２ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６± ０ 〃 クビ ５．１�
２３ ヴァンクリマ 	４鹿 ５７ 安藤 光彰前田 幸治氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５１８－ ２ 〃 ハナ ４３．２�
６１２� サンライズアイ 牡５栗 ５７ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４８６＋ ３１：５０．０３� １４１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２５２，５００円 複勝： ４２，５５１，３００円 枠連： ２５，９６４，４００円

普通馬連： １０９，４８１，７００円 馬単： ６１，０６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５７５，７００円

３連複： １３２，８６５，８００円 ３連単： ２５１，７４７，８００円 計： ６８５，５０２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（３－７） ７２０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２８２５２５ 的中 � ５５６３０（２番人気）
複勝票数 計 ４２５５１３ 的中 � ９２３７６（１番人気）� ４２８４３（４番人気）� ７８３０５（２番人気）
枠連票数 計 ２５９６４４ 的中 （３－７） ２６８３８（３番人気）
普通馬連票数 計１０９４８１７ 的中 �� ５４２４１（５番人気）
馬単票数 計 ６１０６３５ 的中 �� １７３１１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５７５７ 的中 �� １４６９８（５番人気）�� ３３６９８（１番人気）�� １６２４８（４番人気）
３連複票数 計１３２８６５８ 的中 ��� ６０２３５（２番人気）
３連単票数 計２５１７４７８ 的中 ��� １９０８６（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．８―４８．９―１：００．９―１：１２．９―１：２４．５―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タムロスカイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 セ ク レ ト デビュー ２００９．１１．８ 京都２着

２００７．５．８生 牡３栗 母 タムロチェリー 母母 ミスグローリー １２戦２勝 賞金 ２８，３２３，０００円
〔制裁〕 タガノイノセンス号の騎手赤木高太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番・１５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ホークウィンザー号



２３０９６ ９月５日 曇 良 （２２小倉２）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

３６ ラッキーポケット 牡４鹿 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４９６± ０２：３９．５ ２．２�

１２ シルクランスロット 牡３栗 ５４ 川田 将雅有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ２．４�
７１３ マルカゴクウ 牡３鹿 ５４ 浜中 俊河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４６２± ０２：４０．５６ ６．２�
１１ � スペースオーバー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４６± ０２：４０．８１� １２８．７�
２４ � アースコンシャス 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 競優牧場 B５０２－ ２２：４１．１１� １７．５�
２３ ドングラシアス 牡６黒鹿５７ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１４＋ ４ 〃 ハナ ２０．８�
６１２ ヤマカツセイリュウ 牡３鹿 ５４ 酒井 学山田 博康氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 ４６４－ ２２：４２．１６ ６６．３	
３５ マルヘイサッカー 牡３鹿 ５４ 小林 久晃坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４７０＋ ６ 〃 クビ ２３２．７

４７ � ハナノカカリチョウ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜池田 實氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４６０－１４２：４２．２クビ ３６．２�
７１４ テンシノアスター 牡３栗 ５４ 中村 将之杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４６０＋１６２：４２．３	 ７１．４�
６１１ アグネスシグマ 牡６栗 ５７

５６ ☆国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１６＋ ２２：４２．５１	 ８２．９
５１０ ハマノオラトリオ 牡５栗 ５７ 難波 剛健浜井 弘至氏 服部 利之 静内 坂本 春信 ４８４－ ２２：４２．６クビ １３７．２�
４８ ビバクラシック 牡３芦 ５４ 野元 昭嘉池住 安信氏 野元 昭 日高 佐々木 直孝 ５４４－１０２：４２．８１ １２６．５�
８１５ ダイシンベール 牝３鹿 ５２ 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７０± ０２：４４．６大差 ５３．２�
８１６� カシノレオン 牡４黒鹿５７ 加藤士津八柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４２６－ ４２：４５．８７ ３３７．４�
５９ ツルマルトップワン 
３鹿 ５４ 赤木高太郎鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ４２：４９．１大差 １１４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６４１，７００円 複勝： ３５，００９，０００円 枠連： ２７，７６６，６００円

普通馬連： ９９，５５１，０００円 馬単： ７３，２２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６４８，５００円

３連複： １３３，９３０，３００円 ３連単： ３３７，８８４，７００円 計： ７６７，６５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－３） ２１０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ３９０円 ３ 連 単 ��� １，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２８６４１７ 的中 � １０２６５５（１番人気）
複勝票数 計 ３５００９０ 的中 � １２９５４２（１番人気）� ９５５８４（２番人気）� ３７３５４（３番人気）
枠連票数 計 ２７７６６６ 的中 （１－３） １００９２１（１番人気）
普通馬連票数 計 ９９５５１０ 的中 �� ３６２７５４（１番人気）
馬単票数 計 ７３２２４６ 的中 �� １３２４４０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６４８５ 的中 �� ８６４５９（１番人気）�� ３１５４８（２番人気）�� ２０９１７（３番人気）
３連複票数 計１３３９３０３ 的中 ��� ２５７８４４（１番人気）
３連単票数 計３３７８８４７ 的中 ��� ２３９６７９（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．１―１２．２―１２．３―１２．６―１２．７―１２．５―１２．０―１２．３―１２．４―１１．９―１２．１

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―４８．７―１：０１．０―１：１３．６―１：２６．３―１：３８．８―１：５０．８―２：０３．１―２：１５．５―２：２７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラッキーポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．３０ 京都６着

２００６．３．１８生 牡４鹿 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン １４戦３勝 賞金 ３５，１０１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイシンベール号・カシノレオン号・ツルマルトップワン号は，平成２２年１０月５日まで平地競走

に出走できない。
※マルヘイサッカー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２２小倉２）第８日 ９月５日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９１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

２１２，６００，０００円
１，２８０，０００円
６，０４０，０００円
１，９８０，０００円
２１，０４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，９４３，０００円
５，２５５，０００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
３０５，２６３，２００円
４７９，７８６，２００円
２８４，６７８，６００円
１，１２６，１６４，０００円
７００，５７３，９００円
３６６，５１６，８００円
１，４９３，９５８，５００円
２，８５１，９７６，０００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 ７，６０８，９１７，２００円

総入場人員 １５，５８５名 （有料入場人員 １４，２４７名）



平成２２年度 第２回小倉競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３４２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

１，５６９，１４０，０００円
２２，０５０，０００円
７６，８１０，０００円
１１，７７０，０００円
１４８，４３０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

４６６，１７２，０００円
３７，９４５，２００円
１３，２８５，８００円

勝馬投票券売得金
２，０６０，３１３，５００円
３，４２５，９７０，３００円
１，７６０，０１４，５００円
６，８００，３４１，９００円
４，６６８，６７１，６００円
２，３６５，６９７，７００円
９，０１３，０１９，５００円
１８，１１９，７９４，９００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 ４８，２１３，８２３，９００円

総入場延人員 ８５，８２１名 （有料入場延人員 ７７，８９３名）




