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２３１３３ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

７１３ オレニホレルナヨ 牡２栗 ５４ 和田 竜二 キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９４－ ４１：０９．３ ２．３

５９ プレシャスペスカ 牝２黒鹿５４ 北村 友一山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４５０± ０１：０９．５１ １２．３

５８ ケイアイユニコーン 牡２栗 ５４ 幸 英明 啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４６８＋ ６１：０９．７１ ３．４

１１ アクアブルーライト 牡２鹿 ５４
５２ △国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４７６－ ２１：１０．２３ ９．９

２３ オ リ ー ブ 牝２鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４２８－ ２１：１０．３クビ ３１３．２

４７ シゲルココナッツ 牡２栗 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 様似 スイートフアーム ４５６＋１０ 〃 ハナ ２２３．２

３５ シゲルマスカット 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４６２＋ ４１：１０．６２ １８８．２

７１２ ウェルトレインド 牡２鹿 ５４ 浜中 俊岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ８．２

８１４ カシノレインボー 牝２芦 ５４ 杉村 一樹柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４５２－１０１：１０．８１ ３５２．２
（荒尾）

３４ ユキノクンシラン 牡２黒鹿５４ 野元 昭嘉遠藤 宗義氏 梅内 忍 日高 川端 正博 ４６２± ０１：１０．９ ２８．２

８１５ ミッドワイフ 牝２鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平山上 和良氏 田島 良保 新ひだか 前川 勇 ４５０＋ ２１：１１．２１ ４２９．５

４６ ミ ス コ ク ラ 牝２芦 ５４
５１ ▲水口 優也西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４３８＋ ４１：１１．３ ２６１．７

６１０ ヤマニンファルバラ 牡２栗 ５４ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ６１：１２．７９ ２８４．３

２２ シゲルノイチゴ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 飯田 明弘 青森 野々宮牧場 ３９４＋ ６１：１２．８ ３７７．０

６１１ エイシンミネラル 牝２鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜平井 豊光氏 坂口 正則 様似 清水 誠一 B４３２－ ２１：１３．５４ ６．２

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９１５，２００円 複勝： １８，５８９，６００円 枠連： ９，８０９，９００円

馬連： ３０，５９１，１００円 馬単： ２３，５６８，５００円 ワイド： １３，７１７，９００円

３連複： ４４，１７１，４００円 ３連単： ７７，８７８，２００円 計： ２３１，２４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 ２３０円 複 勝 １２０円 ２７０円 １３０円 枠 連（５－７） ２３０円

馬 連 １，４６０円 馬 単 ２，３３０円

ワ イ ド ５４０円 １８０円 ５５０円

３ 連 複 １，２００円 ３ 連 単 ７，４９０円

票 数

単勝票数 計 １２９１５２ 的中 ４４３３５（１番人気）
複勝票数 計 １８５８９６ 的中 ５２９４０（１番人気） １１２０２（６番人気） ４６１４９（２番人気）
枠連票数 計 ９８０９９ 的中 （５－７） ３２１６０（１番人気）
馬連票数 計 ３０５９１１ 的中 １５４９８（８番人気）
馬単票数 計 ２３５６８５ 的中 ７４７８（１１番人気）
ワイド票数 計 １３７１７９ 的中 ５３９８（８番人気） ２４９７７（１番人気） ５２７５（９番人気）
３連複票数 計 ４４１７１４ 的中 ２７３７６（４番人気）
３連単票数 計 ７７８７８２ 的中 ７６７４（２３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１１．４―１１．５―１２．０

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００ １，０００
１２．３―２３．１―３４．４―４５．８―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレニホレルナヨ 父 サクラバクシンオー 母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．１３ 小倉３着
２００９．３．１１生 牡２栗 母 マチカネホレルナヨ 母母 Simply Gorgeous ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 エイシンミネラル号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンファルバラ号・シゲルノイチゴ号は，平成２３年１０月４日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３１３４ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）第１２日 第２競走 １，７００サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００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 エーシンメンフィス 牝３鹿 ５４ 小牧 太 栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ２１：４４．２ ５．７

８１６ シーズガレット 牝３栗 ５４
５２ △国分 優作橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５２－ ４１：４４．３ ３．８

２３ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 幸 英明 東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９４＋１０１：４５．１５ ４．０

２４ ラプスドール 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６０± ０１：４５．７３ １３．７

４８ マスコットウイング 牝３鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平 フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４３８－ ２１：４５．８ １６．６

５９ サニーデイサンデー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４＋１４１：４６．２２ ４．９

１１ プレシャスライン 牝３栗 ５４ 赤木高太郎下河 行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７６＋１８１：４６．４ １８．０

７１３ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 高田 潤今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４６８－ ８１：４６．６１ １６９．６

１２ レディーコロンブス 牝３栗 ５４
５１ ▲水口 優也岸田 勝宏氏 大根田裕之 新ひだか 佐竹 学 ４４０＋ ２１：４７．３４ ２１．８

５１０ ハイデルベーレ 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：４７．６１ １８．２

３６ マライアバローズ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦猪熊 広次氏 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８－ ４１：４７．９２ １９７．９

８１５ ガ ル ネ リ 牝３栗 ５４ 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０－ ２１：４８．３２ ５５．２

６１２ エメラルスカイ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介高橋 勉氏 小野 幸治 新ひだか 出羽牧場 ４３８± ０１：４８．６２ ２７５．８

４７ メイショウシモーヌ 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介松本 好 氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４８＋ ８１：４８．８１ ２６９．８

６１１ ラブデービット 牝３鹿 ５４ 鮫島 克也増田 陽一氏 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 ４４０＋ ４１：４９．６５ ５９８．９
（佐賀）

３５ マ ニ ク ー レ 牝３鹿 ５４ 武 豊藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６± ０１：５０．１３ ２６．８

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，１３５，８００円 複勝： ２５，２４５，６００円 枠連： １１，２６６，５００円

馬連： ３５，１５９，１００円 馬単： ２３，３４８，３００円 ワイド： １７，２９７，１００円

３連複： ５２，３６４，２００円 ３連単： ７７，２０７，０００円 計： ２５６，０２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 ５７０円 複 勝 ２１０円 １３０円 １４０円 枠 連（７－８） ９７０円

馬 連 １，０４０円 馬 単 ２，４２０円

ワ イ ド ４９０円 ６００円 ２９０円

３ 連 複 １，５７０円 ３ 連 単 ９，７００円

票 数

単勝票数 計 １４１３５８ 的中 １９６１５（４番人気）
複勝票数 計 ２５２４５６ 的中 ２５５４２（４番人気） ５９０５８（１番人気） ５０６２２（２番人気）
枠連票数 計 １１２６６５ 的中 （７－８） ８６０４（４番人気）
馬連票数 計 ３５１５９１ 的中 ２５１６３（３番人気）
馬単票数 計 ２３３４８３ 的中 ７１４３（８番人気）
ワイド票数 計 １７２９７１ 的中 ８４９９（４番人気） ６６５６（６番人気） １６３８０（１番人気）
３連複票数 計 ５２３６４２ 的中 ２４６６７（２番人気）
３連単票数 計 ７７２０７０ 的中 ５８７５（１４番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．８―１１．９―１３．６―１２．８―１２．２―１２．４―１１．６―１２．１

通過タイム
１００ ３００ ５００ ７００ ９００ １，１００ １，３００ １，５００
６．８―１７．６―２９．５―４３．１―５５．９―１：０８．１―１：２０．５―１：３２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンメンフィス 父 Medaglia d’Oro 母父 Pine Bluff デビュー ２０１１．６．１２ 阪神８着
２００８．４．２０生 牝３鹿 母 テネシーガール 母母 Java Magic ５戦１勝 賞金 ７，９００，０００円

〔制裁〕 プレシャスライン号の騎手赤木高太郎は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番・５番への進路
影響）

〔その他〕 ラブデービット号・マニクーレ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アドマイヤシェマカ号・ウインベルフラワー号・ウエスタンジェミー号・キューダスバンブー号・

スリーエレガント号・パイシーズ号・プレザントブルー号・ポレモス号・マイネクラレット号・ミセスボス号
（非抽選馬） １頭 ウォーターアース号
※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。

第４回　小倉競馬　第１２日



２３１３５ ９月４日 小雨 稍重 （２３小倉４）第１２日 第３競走 ��
��２，０００�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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

６１２ レッドシェリフ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２２：０１．０ ４．６�

２４ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 幸 英明小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８０＋ ８２：０１．１� ４．２�
４７ サンレイデューク 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５８± ０２：０１．３１ ３７．４�
２３ アスクドラゴン �３鹿 ５６ 小林慎一郎廣崎 利洋氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４２６＋ ２２：０１．７２� ３２．１�
４８ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４４４＋ ８２：０１．８� ３．８�
８１８ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４２８＋ ２ 〃 ハナ ５．３�
３６ アグネスネオ 牡３栗 ５６

５４ △国分 優作渡辺 孝男氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４４６－１２ 〃 ハナ ４２．２	
６１１ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５６ 杉村 一樹野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４２：０２．０１� １７．８


（荒尾）

１１ トムコウクン 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 B４７４＋ ６２：０２．２１	 １０６．５�
５９ レディオスソープ 牝３栗 ５４ 鮫島 克也大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０＋１２ 〃 クビ １２．１�

（佐賀）

８１７ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４７８＋ ６２：０３．０５ ２０．７
７１５ テイエムカミカゼ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５１８＋ ６２：０３．１� ３６３．４�
７１３ エリモロッソ 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志山本三津子氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４５８－ ８２：０３．６３ ７７．６�
８１６ トーワフライト 牝３鹿 ５４ 北村 友一齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４５８＋ ２２：０３．７� ２６５．７�
７１４ キングロンピーター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B４４２＋ ６２：０４．２３ ２１１．５�
５１０ ドラゴンベータ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７８－ ８２：０４．４１	 ８３．０�
３５ ロングスペシャル 牡３栗 ５６ 太宰 啓介本間 茂氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５１２＋ ４２：０５．３５ ２７４．７�
１２ ジャバルターリク 牡３黒鹿５６ 中村 将之 �キャロットファーム 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 ５１４－１０ （競走中止） ３６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，４１８，６００円 複勝： ２４，３６９，６００円 枠連： １１，４６６，６００円

馬連： ３４，３９５，３００円 馬単： ２３，８３９，０００円 ワイド： １６，８６１，３００円

３連複： ５２，４０１，２００円 ３連単： ７９，４８５，２００円 計： ２５６，２３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ７４０円 枠 連（２－６） ５７０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２，３１０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ２９，４２０円

票 数

単勝票数 計 １３４１８６ 的中 � ２３４７２（３番人気）
複勝票数 計 ２４３６９６ 的中 � ５２８１６（１番人気）� ４６２８４（２番人気）� ５７５２（１０番人気）
枠連票数 計 １１４６６６ 的中 （２－６） １４９５１（１番人気）
馬連票数 計 ３４３９５３ 的中 �� ３５３６３（１番人気）
馬単票数 計 ２３８３９０ 的中 �� １１９０３（２番人気）
ワイド票数 計 １６８６１３ 的中 �� １５８０９（１番人気）�� １６４０（２７番人気）�� ２２０８（２２番人気）
３連複票数 計 ５２４０１２ 的中 ��� ５５８６（２５番人気）
３連単票数 計 ７９４８５２ 的中 ��� １９９４（７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．８―４７．０―５９．２―１：１１．７―１：２４．３―１：３６．５―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
１
３
９（１２，１６）（４，１３）（１，８，１４）１０（２，３，６，１７）１１，７，１５－１８，５
９，１２（１，４，１６，８）１３（３，７，６，１０）（１１，１７）（１４，１８，１５）－２，５

２
４

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

レッドシェリフ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．９．２０ 阪神７着

２００８．５．８生 牡３栗 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling １０戦１勝 賞金 １１，２５０，０００円
〔発走状況〕 ドラゴンベータ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔競走中止〕 ジャバルターリク号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競

走中止。
〔調教再審査〕 ドラゴンベータ号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 サンライズアポロン号・ファランギース号
※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。

２３１３６ ９月４日 雨 重 （２３小倉４）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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００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 インペリアルピサ 牡３鹿 ５６ 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B５１２－ ２１：４３．４ １．６�

２３ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６ 幸 英明吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４４８＋ ２１：４３．５� ３．３�
１１ アドマイヤシケーダ 牝３青 ５４ 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４１２－ ２ 〃 アタマ ４０．２�
７１３ カネトシパシュート 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：４４．７７ １１４．２�
８１５ アーティクラフティ 牡３鹿 ５６ 田中 健吉田 和美氏 白井 寿昭 日高 待兼牧場 ５１６＋２０１：４４．９１� ３５．５�
４８ メイショウハウンド 牡３芦 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 B４３８－ ４１：４５．１１ ２８．０�
１２ アドマイヤリボー 牡３栗 ５６ 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 ４５４＋ ４１：４５．２� ３６．７	
６１１ ヤマカツエイト 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 日高 竹島 幸治 ４４０± ０ 〃 クビ ２６６．２

４７ ケイエスキセキ 牡３栗 ５６ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４８６＋ ４１：４５．７３ ２３７．３�
６１２ トーワゴールド 牡３青鹿５６ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ５８４．４
７１４ フ ロ ッ テ ィ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ４１：４５．８� ５３．４�
３５ イケオコリンボー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８８＋ ２１：４５．９� ６．８�
８１６ モンテモンド 牡３黒鹿５６ 鮫島 克也毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４５８－ ２１：４６．１１� ４０８．５�

（佐賀）

２４ キングリホリホ 牡３栗 ５６
５４ △国分 優作平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５８＋ ４１：４６．２� １３４．３�

３６ スズカルビコン 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 藤岡 範士 様似 様似共栄牧場 ４６２＋ ８ 〃 クビ ３４７．２�

５９ ウォーターメイ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４６０－２４１：４７．８１０ １０９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８３６，５００円 複勝： ６５，９２４，０００円 枠連： １０，５６３，７００円

馬連： ３５，７４０，３００円 馬単： ３５，３１３，４００円 ワイド： １８，０５０，０００円

３連複： ５２，９４５，４００円 ３連単： １１９，８２８，４００円 計： ３５９，２０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � ４６０円 枠 連（２－５） ２７０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ７００円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� ４，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２０８３６５ 的中 � １０５５６６（１番人気）
複勝票数 計 ６５９２４０ 的中 � ４８９１１４（１番人気）� ６９４２２（２番人気）� ８７５０（５番人気）
枠連票数 計 １０５６３７ 的中 （２－５） ２９４２９（１番人気）
馬連票数 計 ３５７４０３ 的中 �� １１１８９５（１番人気）
馬単票数 計 ３５３１３４ 的中 �� ７０１７１（１番人気）
ワイド票数 計 １８０５００ 的中 �� ４１４６３（１番人気）�� ５１９７（７番人気）�� ３１５３（１２番人気）
３連複票数 計 ５２９４５４ 的中 ��� ２１０３９（５番人気）
３連単票数 計１１９８２８４ 的中 ��� ２１０４１（９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．２―４２．０―５４．３―１：０６．４―１：１８．８―１：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

インペリアルピサ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．８．２２ 小倉５着

２００８．４．２２生 牡３鹿 母 ワーブリングベル 母母 ベ ル セ ゾ ン １２戦１勝 賞金 １７，４００，０００円
〔発走状況〕 ウォーターメイ号は，枠入り不良。
※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 タマモマーブル号
※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。



２３１３７ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）第１２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．９
１：４６．６

良

良

１１ キリシマトリオ 牡２黒鹿５４ 北村 友一西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４６６ ―１：５１．４ ７．６�

５５ ダンツフォワード 牡２栗 ５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 ４２４ ―１：５１．７２ ２．５�
２２ ヒデノビクトリア 牝２芦 ５４ 田中 健大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４３２ ―１：５１．９１� １７．１�
７８ ブライトライン 牡２青 ５４ 安藤 勝己�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６ ―１：５２．３２� ２．３�
７９ サ プ ラ イ ズ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 ４６８ ―１：５２．７２� ９．５�
４４ コウエイロックオン 牡２鹿 ５４ 酒井 学西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４６８ ―１：５３．１２� ６４．９�
３３ セイデスティニー 牝２栗 ５４ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 ４７８ ―１：５３．３１� ２３．６	
８１１ ビコークラウン 牡２栗 ５４ 佐久間寛志
レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４４２ ―１：５３．４クビ ３０．３�
６７ ナンヨーウゼン 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平中村 �也氏 山内 研二 浦河 三好牧場 ４２４ ―１：５４．１４ １０５．３�
８１０ リバーマンサーナ 牝２栗 ５４ 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 青森 諏訪牧場 ４４２ ―１：５４．３１ １７９．０

（１０頭）
６６ ユニヴァースシチー 牡２栗 ５４ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 日高 幾千世牧場 ４６０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，１０１，３００円 複勝： ２４，４３１，６００円 枠連： ８，６３７，５００円

馬連： ３２，４４４，４００円 馬単： ３０，３０６，３００円 ワイド： １４，１８０，０００円

３連複： ４４，０４２，７００円 ３連単： １０３，０３２，２００円 計： ２７３，１７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � ４５０円 枠 連（１－５） １，０１０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，１７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 ��� １９，０８０円

票 数

単勝票数 差引計 １６１０１３（返還計 １１２６） 的中 � １６７７０（３番人気）
複勝票数 差引計 ２４４３１６（返還計 １７７０） 的中 � ２０４３３（３番人気）� ７０２１１（２番人気）� １０５２６（５番人気）
枠連票数 差引計 ８６３７５（返還計 ９１） 的中 （１－５） ６３６２（４番人気）
馬連票数 差引計 ３２４４４４（返還計 ４８３９） 的中 �� ２６９２４（４番人気）
馬単票数 差引計 ３０３０６３（返還計 ３８６１） 的中 �� ９３２４（８番人気）
ワイド票数 差引計 １４１８００（返還計 ３２３３） 的中 �� １１２４０（３番人気）�� ２７５１（１３番人気）�� ６１０８（６番人気）
３連複票数 差引計 ４４０４２７（返還計 １３８６９） 的中 ��� ９９９０（８番人気）
３連単票数 差引計１０３０３２２（返還計 ２８３０５） 的中 ��� ３９８７（５７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．０―１２．８―１２．９―１２．８―１２．１―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．２―５０．０―１：０２．９―１：１５．７―１：２７．８―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．７
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キリシマトリオ �
�
父 ウインラディウス �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００９．４．６生 牡２黒鹿 母 ミレニアムクイーン 母母 ミヤマバイオレット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ユニヴァースシチー号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔競走除外〕 ユニヴァースシチー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。

２３１３８ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）第１２日 第６競走 ��
��１，２００�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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３５ サンライズイーグル 牡３黒鹿５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４６４－ ２１：０９．１ ２．４�

１１ � タツフラッシュ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century
Bloodstock ４８０－ ２１：０９．５２� ３．８�

４８ マルブツファントム 牡３黒鹿５６ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４８０± ０１：０９．６� ７．７�
５１０ メイショウキクヒメ 牝３黒鹿５４ 石橋 守松本 好�氏 河内 洋 浦河 斉藤英牧場 ４４８＋１０ 〃 クビ １０８．１�
３６ ビットエクスプレス 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新ひだか マークリ牧場 ４５４＋ ２１：０９．８１� １２５．１�
２４ レンヌルシャトー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：１０．２２� １９．２	
６１２ エカルラート 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６ 〃 クビ ４．２

６１１ ハローザロック 	３黒鹿５６ 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４５８－ ２１：１０．３� ６１．６�
４７ イサミスマイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４３０＋１０１：１０．９３� ７２．４�
８１７ アサヒチェリー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４７０＋１８１：１１．０クビ ３６．５
８１６ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５８＋ ８１：１１．２１ ２１８．３�
８１８ テラノイーグル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：１１．３� ２０．２�
１２ ウェイアウトバジー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介吉田 和子氏 清水 久詞 浦河 鎌田 正嗣 ４５０＋２７１：１１．４� ２９７．０�
２３ クーリドフレイズ 牝３栗 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４２６± ０１：１１．６１� ７３．９�
７１５ フェスタワールド 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４４６＋ ６１：１１．８１� ５３２．１�
７１４ アグネスメープル 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作渡辺 孝男氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：１２．０１� １４７．０�
７１３ デンジャーマネー 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ５１４＋１０１：１２．１
 ４１２．０�
５９ グランメモリー 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬林 千枝子氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 ４０６＋２６１：１２．２クビ ４９５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，２０５，８００円 複勝： ２４，２４５，３００円 枠連： １２，４４７，９００円

馬連： ４０，１８８，６００円 馬単： ２９，５４２，６００円 ワイド： １８，５１０，７００円

３連複： ５５，７５１，１００円 ３連単： １００，０５３，３００円 計： ２９６，９４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－３） ５４０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３７０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ４，５７０円

票 数

単勝票数 計 １６２０５８ 的中 � ５４０１０（１番人気）
複勝票数 計 ２４２４５３ 的中 � ６５４９９（１番人気）� ４２７５２（３番人気）� ３０１９８（４番人気）
枠連票数 計 １２４４７９ 的中 （１－３） １７０４７（２番人気）
馬連票数 計 ４０１８８６ 的中 �� ５３１７４（２番人気）
馬単票数 計 ２９５４２６ 的中 �� ２０５２４（２番人気）
ワイド票数 計 １８５１０７ 的中 �� １６４２２（２番人気）�� １２５６４（３番人気）�� ８４４２（７番人気）
３連複票数 計 ５５７５１１ 的中 ��� ２９７００（３番人気）
３連単票数 計１０００５３３ 的中 ��� １６１７９（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１１．６―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４５．５―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズイーグル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．５．２１ 新潟１２着

２００８．３．７生 牡３黒鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ ５戦１勝 賞金 ６，７２０，０００円
〔騎手変更〕 デンジャーマネー号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため赤木高太郎に変更。
〔その他〕 アグネスメープル号は，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〕 グランメモリー号は，平成２３年１０月４日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アグネスメープル号は，平成２３年１０月４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 インタクトラヴ号



２３１３９ ９月４日 曇 重 （２３小倉４）第１２日 第７競走 ��１，０００�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

４５ メイショウナナイロ 牝３栗 ５３ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４６８＋１０ ５７．５ １．８�

１１ エーシンパナギア 牝３青 ５３ 太宰 啓介�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５２０± ０ ５７．６� ３８．５�
３４ クランチタイム 牡３鹿 ５５ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ４９８－ ８ 〃 クビ ５．７�
７１２ マッキンリー 牡３鹿 ５５ 和田 竜二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 ５２２＋ ６ ５８．２３� ５．９�
５７ サマーラグーン 牝５青鹿 ５５

５３ △国分 優作セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ５５．６�
８１４ ニチドウレパード 牡３栗 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８４＋ ２ ５８．３� １３．０�
７１１ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎	ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ５００＋ ２ ５８．４クビ ７３．２

２２ ビップセンノセン 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲水口 優也鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４５２＋１０ 〃 クビ １３．６�
５８ ロイヤルネイチャー 牝３鹿 ５３

５２ ☆松山 弘平桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４１６± ０ 〃 ハナ ７２．０�
６１０� キクノベリータ 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４６４＋１６ ５８．６１� １１．４
４６ プライムパレス 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５７２＋ ４ ５９．１３ ６３４．６�
８１３� イエスマイダーリン 牝４鹿 ５５ 高橋 智大浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B５１０± ０ ５９．２� ４８．５�
３３ � ホクザンアロマ 牝４栗 ５５

５４ ☆高倉 稜木本 弘孝氏 境 直行 浦河 �原 敏明 ４６０＋ ８ ５９．６２� ２３６．２�
６９ � クリノワンチャンス 牝３芦 ５３

５０ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３２± ０ ５９．９２ ４２７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，８６９，０００円 複勝： ３７，３９１，３００円 枠連： １２，１０３，８００円

馬連： ５１，２０６，２００円 馬単： ３９，３８３，４００円 ワイド： ２２，６２５，５００円

３連複： ６７，５５３，９００円 ３連単： １２８，１２１，２００円 計： ３８１，２５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ６１０円 � １５０円 枠 連（１－４） ２，９４０円

馬 連 �� ３，３００円 馬 単 �� ４，５３０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ２３０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ３，５６０円 ３ 連 単 ��� １８，５００円

票 数

単勝票数 計 ２２８６９０ 的中 � １０４４９２（１番人気）
複勝票数 計 ３７３９１３ 的中 � １５３１９１（１番人気）� ８１３８（８番人気）� ６０６８３（２番人気）
枠連票数 計 １２１０３８ 的中 （１－４） ３０４２（１１番人気）
馬連票数 計 ５１２０６２ 的中 �� １１４５８（１１番人気）
馬単票数 計 ３９３８３４ 的中 �� ６４１８（１４番人気）
ワイド票数 計 ２２６２５５ 的中 �� ４９３９（１３番人気）�� ３１１９５（１番人気）�� ２９６４（１８番人気）
３連複票数 計 ６７５５３９ 的中 ��� １４０４１（９番人気）
３連単票数 計１２８１２１２ 的中 ��� ５１１２（５５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．７―３４．０―４５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウナナイロ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウインドストース デビュー ２０１１．５．２８ 京都２着

２００８．３．２２生 牝３栗 母 メイショウサンサン 母母 ミスイメージ ４戦２勝 賞金 １６，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ルーニー号
（非抽選馬） ２頭 ウルドサリエ号・タイセイマグナム号

２３１４０ ９月４日 曇 重 （２３小倉４）第１２日 第８競走 ��１，７００�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

８１５ メイショウスクラム 牡５鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４９４＋ ４１：４３．２ ２．０�

４８ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９０± ０１：４３．４１� ３．８�

５９ � タイガースラム �５栗 ５７
５６ ☆川須 栄彦吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５７０＋１６１：４３．７１� ９．１�

３６ � ナスムネタカ 牡４黒鹿５７ 幸 英明小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 B４４６± ０１：４４．０２ ２７６．０�
６１２ イマカツタイガー 牡６栗 ５７ 高田 潤今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４８６± ０１：４４．１クビ ８５．３�
２３ ジャマイカジョー 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３６± ０ 〃 クビ ６０．４�
３５ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５７

５６ ☆高倉 稜土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６８＋１８１：４４．２クビ ２０．９	
１２ パーフェクトバイオ 牡５黒鹿５７ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４６６＋ ４ 〃 クビ １５．７

２４ ヤマニンティグル 牡３鹿 ５４ 鮫島 克也土井 肇氏 橋田 満 新冠 錦岡牧場 ４８０－ ４１：４４．８３	 ７．５�

（佐賀）

４７ ジョーアポロン 牡３芦 ５４ 酒井 学上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ５０４＋２４１：４４．９	 ４１．８�

８１６� メイショウオルフェ 牡４黒鹿５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４９２± ０１：４５．０� ５１．３
１１ サンライズアバカス 牡３鹿 ５４ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８２＋ ６１：４５．１	 ２４．４�
５１０ ペガサスダンディー 牡４栗 ５７

５５ △国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９２＋２０１：４５．５２	 １７８．１�
７１４ シークロノス 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５２８＋ ６１：４５．６� ５１９．７�
６１１ ウイントランザム 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４６８＋ ２１：４６．９８ ２７６．９�
７１３ アサクサミツボシ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４９６＋ ６１：４８．２８ １４６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８５，７００円 複勝： ３１，７８１，５００円 枠連： １５，０１６，６００円

馬連： ５１，８１３，８００円 馬単： ３６，６０５，２００円 ワイド： ２２，７６０，８００円

３連複： ６９，９６８，４００円 ３連単： １２４，３２５，７００円 計： ３７４，７５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（４－８） ４２０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ３５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２２４８５７ 的中 � ９００９８（１番人気）
複勝票数 計 ３１７８１５ 的中 � ９５５４７（１番人気）� ７６３９６（２番人気）� ２７９８２（４番人気）
枠連票数 計 １５０１６６ 的中 （４－８） ２６８７１（１番人気）
馬連票数 計 ５１８１３８ 的中 �� １０２７８８（１番人気）
馬単票数 計 ３６６０５２ 的中 �� ４９６５５（１番人気）
ワイド票数 計 ２２７６０８ 的中 �� ３７３３１（１番人気）�� １５０７０（３番人気）�� １１９５４（５番人気）
３連複票数 計 ６９９６８４ 的中 ��� ４９３８９（２番人気）
３連単票数 計１２４３２５７ 的中 ��� ３６２８１（１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．４―１２．６―１２．４―１２．２―１２．３―１１．９―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．２―４１．８―５４．２―１：０６．４―１：１８．７―１：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．８
１
３
２，３（１０，１５）（６，１４，１６）１３－１２（８，９）－１（７，１１）５，４・（２，３）（１０，１５）６（１２，１６）（１４，１３）（８，９）（１，７）－（１１，４，５）

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

勝馬の
紹 介

メイショウスクラム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００９．１．２５ 京都４着

２００６．５．２１生 牡５鹿 母 マルターズブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ １９戦２勝 賞金 ２５，９８８，０００円
［他本会外：３戦１勝］

※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 コウセイベイビー号
※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。



２３１４１ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）第１２日 第９競走 ��１，８００�
と す

鳥 栖 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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４７ カルドブレッサ 牡３栗 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：４７．４ ４．１�

３６ フクラムサイフ 牡３鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９４＋ ２ 〃 アタマ １８．１�
５１０ デンコウジュピター 牡３鹿 ５４ 北村 友一田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５０２＋ ２ 〃 アタマ ８．６�
６１１ シーキングフェイム 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６２－ ８ 〃 アタマ ８．７�
８１６ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４７４－ ２１：４７．５� ３．５�
５９ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４３２－ ２１：４７．６クビ １８５．６	
２４ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５８± ０１：４７．７� ５．４

１２ ナイスミーチュー 牡４鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ４１：４７．９１� ６．１�
３５ マイネルヴァルム 牡３青鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ４０．６�
２３ トーセンケイトゥー 牡３栗 ５４ 鮫島 克也島川 哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：４８．４３ ２６．４�

（佐賀）

７１４ マージービート 牡４栗 ５７ 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 ４８８＋ ４ 〃 クビ １０５．７�
６１２ ホークウィンザー 牡６芦 ５７ 赤木高太郎小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４６２＋１４１：４８．５クビ ４３０．０�
４８ マイネクラレット 牝３栗 ５２ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 大典牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ ２６６．９�
８１５ ディアアプローズ 牝３鹿 ５２ 高倉 稜�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４± ０１：４８．９２� １９６．９�
１１ プリティスカイ 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４６２－ ４１：４９．１１ ６０７．４�
７１３ ネオイユドゥレーヌ 牝５黒鹿５５ 国分 恭介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ２６０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２０７，９００円 複勝： ４９，８４１，８００円 枠連： １９，２５２，１００円

馬連： ９４，３９８，１００円 馬単： ５２，５６５，８００円 ワイド： ３４，７０３，０００円

３連複： １１３，４９４，６００円 ３連単： ２０１，４１９，０００円 計： ５９３，８８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � ２１０円 � ５１０円 � ２６０円 枠 連（３－４） ２，３３０円

馬 連 �� ３，７７０円 馬 単 �� ５，４７０円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� ８５０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ９，３３０円 ３ 連 単 ��� ４２，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２８２０７９ 的中 � ５４９４７（２番人気）
複勝票数 計 ４９８４１８ 的中 � ７３４１３（３番人気）� ２１８８７（７番人気）� ５２０１９（５番人気）
枠連票数 計 １９２５２１ 的中 （３－４） ６１０９（１５番人気）
馬連票数 計 ９４３９８１ 的中 �� １８５２４（１８番人気）
馬単票数 計 ５２５６５８ 的中 �� ７０９５（３０番人気）
ワイド票数 計 ３４７０３０ 的中 �� ６３４４（１８番人気）�� １０３８７（１２番人気）�� ５４４８（２０番人気）
３連複票数 計１１３４９４６ 的中 ��� ８９８４（３２番人気）
３連単票数 計２０１４１９０ 的中 ��� ３５１９（１６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３５．８―４７．８―５９．８―１：１２．１―１：２３．６―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カルドブレッサ �
�
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 ２０１０．８．２８ 新潟３着

２００８．５．１３生 牡３栗 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット １０戦２勝 賞金 ２４，５６３，０００円
※マイネクラレット号は，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。

２３１４２ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）第１２日 第１０競走 ��
��１，２００�西日本スポーツ杯

発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．９．４以降２３．８．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

西日本新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５３ 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ２１：０８．５ １０．４�

１１ メイショウバレーヌ 牝７栗 ５２ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ １７．８�
８１８� タガノシビル 牝４栗 ５２ 浜中 俊八木 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 ４６２－ ６ 〃 アタマ １１．９�
８１６ チェリービスティー 牝３栗 ５１ 鮫島 良太備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ４１：０８．６クビ １８．６�
４８ ケイアイデイジー 牝４芦 ５６．５ 鮫島 克也 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５３６＋２４ 〃 クビ ８．４�

（佐賀）

６１２ バラードソング 牝３鹿 ５０ 飯田 祐史 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：０８．７クビ ３２．５�
５９ ビットスターダム 牡３芦 ５３ 国分 恭介馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ １０．５	
７１４� ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５５ 川須 栄彦水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４５８－ ８１：０８．９１� １５．５

２３ � シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５２ 熊沢 重文服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４６８＋ ２１：０９．０クビ １６６．９�
６１１ ニホンピログッデン �８鹿 ５３ 杉村 一樹小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７６± ０ 〃 ハナ １９８．７�

（荒尾）

１２ アディアフォーン 牝５黒鹿５２ 北村 友一�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－１２ 〃 ハナ ７７．８
５１０ ジュエルオブナイル 牝４鹿 ５５．５ 和田 竜二 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４２－ ４ 〃 ハナ １．９�
４７ アルーリングムーン 牡５鹿 ５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ２１：０９．２１� ２３．８�
７１３ ミスターマスタード 牡３鹿 ５３ 渡辺 薫彦薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４６０－ ４１：０９．３	 ５６．７�
３６ 
 エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５４ 太宰 啓介平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４８０－ ６ 〃 ハナ ４９．２�
７１５ テラノチェリー �６鹿 ５４ 高田 潤寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム B４７６＋ ２１：０９．４	 １０８．４�
３５ フェスティヴマロン 牝７鹿 ５１ 松山 弘平臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４８０＋ ６１：０９．６１� ２２２．８�
８１７� ハートランドノリカ 牝６黒鹿５０ 高倉 稜豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４７６＋１２１：０９．８１� ５８８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，７６０，６００円 複勝： ６０，２０７，７００円 枠連： ３１，９０３，６００円

馬連： １３０，５７４，７００円 馬単： ７２，２５１，６００円 ワイド： ４８，２７５，２００円

３連複： １７４，３４５，５００円 ３連単： ３０６，８６４，２００円 計： ８６５，１８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３３０円 � ４６０円 � ３３０円 枠 連（１－２） ５，０８０円

馬 連 �� ７，１７０円 馬 単 �� １５，２１０円

ワ イ ド �� ２，１２０円 �� １，６６０円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� ２７，４００円 ３ 連 単 ��� １７９，６００円

票 数

単勝票数 計 ４０７６０６ 的中 � ３０９８１（３番人気）
複勝票数 計 ６０２０７７ 的中 � ５００２５（３番人気）� ３２９１１（７番人気）� ５０７４２（２番人気）
枠連票数 計 ３１９０３６ 的中 （１－２） ４６３９（１８番人気）
馬連票数 計１３０５７４７ 的中 �� １３４５５（２８番人気）
馬単票数 計 ７２２５１６ 的中 �� ３５０８（５５番人気）
ワイド票数 計 ４８２７５２ 的中 �� ５６０１（２４番人気）�� ７２２０（１３番人気）�� ６０８４（１９番人気）
３連複票数 計１７４３４５５ 的中 ��� ４６９７（８５番人気）
３連単票数 計３０６８６４２ 的中 ��� １２６１（５１９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．９―１１．２―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．３―４４．５―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ノ ハ ノ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１３着

２００８．３．１０生 牡３鹿 母 プロミネントカット 母母 カッティングエッジ １２戦３勝 賞金 ３８，７４１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 テラノチェリー号の騎手高田潤は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１４番・１０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 マルカレガート号
※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。

１レース目



２３１４３ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）第１２日 第１１競走 ��
��１，２００�第３１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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００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

７１０ エピセアローム 牝２栃栗５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：０８．８ ３．９�

７１１ マコトリヴァーサル 牡２鹿 ５４ 武 豊尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ４９０± ０１：０９．０１� ２．３�
８１３ ハギノコメント 牡２鹿 ５４ 小牧 太日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ４１：０９．２１� ７６．４�
８１２ ヴェアデイロス 牡２鹿 ５４ 酒井 学�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２＋ ６１：０９．３� ３３．９�
４５ ゴーイングパワー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４８０＋ ８１：０９．７２� １０．３�
６９ メイショウダビンチ 牡２鹿 ５４ 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ４１．６�
２２ シゲルスダチ 牡２芦 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４０８＋ ４１：０９．８クビ １８．０	
５７ アイラブリリ 牝２黒鹿５４ 国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４３６＋１２１：０９．９� ４．８

５６ カノヤミノリ 牡２芦 ５４ 安藤 勝己神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５８＋ ８１：１０．１１� ２０．３�
６８ テイエムハエンカゼ 牡２栗 ５４ 石橋 守竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３６＋ ２１：１０．６３ ８２．４�
４４ キンシツーストン 牡２鹿 ５４ 幸 英明若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 ４７４＋１４１：１１．０２� ６８．２
１１ オウケンハナミズキ 牝２青 ５４ 川須 栄彦福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ４００＋１０１：１１．２１ ２４．５�
３３ カシノラピス 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４４０＋ ６１：１１．５１� ６１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９７，７９２，４００円 複勝： １１１，４８９，９００円 枠連： ７４，３６５，７００円

馬連： ３９５，４６９，９００円 馬単： ２１８，２４４，８００円 ワイド： １０８，２９０，６００円

３連複： ４８７，１８４，２００円 ３連単： １，０３７，６２８，０００円 計： ２，５３０，４６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １，０００円 枠 連（７－７） ５３０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ３，２５０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� １１，２００円 ３ 連 単 ��� ３６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ９７７９２４ 的中 � ２０２２５１（２番人気）
複勝票数 計１１１４８９９ 的中 � ２０５３６９（２番人気）� ３０１３３９（１番人気）� １７７７４（１２番人気）
枠連票数 計 ７４３６５７ 的中 （７－７） １０５２９４（２番人気）
馬連票数 計３９５４６９９ 的中 �� ５２８８９９（１番人気）
馬単票数 計２１８２４４８ 的中 �� １４４０５９（２番人気）
ワイド票数 計１０８２９０６ 的中 �� １４２５５４（１番人気）�� ７１８３（３９番人気）�� ８３７６（３４番人気）
３連複票数 計４８７１８４２ 的中 ��� ３２１０６（３８番人気）
３連単票数 計１０３７６２８０ 的中 ��� ２０８７７（１１０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．１―１１．６―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．４―４５．０―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピセアローム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１１．６．１９ 阪神２着

２００９．２．１生 牝２栃栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous ３戦２勝 賞金 ４０，２５５，０００円

２３１４４ ９月４日 曇 稍重 （２３小倉４）第１２日 第１２競走 ��
��２，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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

１１ アルジェンタム 牡３栗 ５４ 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８２－ ４２：４４．０ ４．４�

３５ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５４
５１ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５０６－ ２ 〃 ハナ ５．７�

８１５ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５０６＋ ６２：４４．８５ ６０．５�
６１２ メイショウクレモナ 牡４鹿 ５７ 酒井 学松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ７１．７�
２４ メリーポピンズ 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ １６２．６�
１２ ベ イ ル リ 牝５鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４６２± ０２：４５．０１ ２３．７	
８１６ スマートジェネシス 牡４青鹿５７ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ １．７

５１０� アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２２：４５．２１� １６．４�
６１１ ダイゴテンリュウ 牡３黒鹿５４ 熊沢 重文長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４６８＋１４２：４５．３� ２４８．８�
３６ グレートディール 牡３青鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５１６－ ６２：４５．５１	 ２０．５
４８ メイショウリバー 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４７２＋１８２：４５．７１� ２０．０�
５９ オーミリバティー 牡３黒鹿５４ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５０＋１２ 〃 ハナ ３８５．７�
２３ セルリアンタイガー 牡３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 ４７８－ ４２：４６．２３ ３４３．１�
７１４
 スペシャルドリーム 牡３鹿 ５４ 杉村 一樹廣松 一義氏 真島 元徳 浦河 冨岡 博一 ５０６± ０２：４６．９４ ２６２．８�

（佐賀） （荒尾）

７１３
 ダンシングサクラ 牝３芦 ５２ 鮫島 克也駒井 孝男氏 大島 静夫 新冠 浜口牧場 ４１０－ ７２：４７．５３� ３３６．４�
（佐賀） （佐賀）

４７ ニシノハピエン 牝３鹿 ５２
４９ ▲水口 優也西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B４２４＋ ６２：４８．５６ １４８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，４３８，７００円 複勝： ３６，０８３，６００円 枠連： ２９，３３９，６００円

馬連： １０１，３８５，４００円 馬単： ６９，９５４，９００円 ワイド： ３４，６３２，７００円

３連複： １２６，７２８，７００円 ３連単： ２８８，３４９，３００円 計： ７２３，９１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ７４０円 枠 連（１－３） ７４０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，９９０円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� １０，０３０円 ３ 連 単 ��� ３３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ３７４３８７ 的中 � ６７２８６（２番人気）
複勝票数 計 ３６０８３６ 的中 � ７４０８６（２番人気）� ５４９６７（３番人気）� ９１６８（８番人気）
枠連票数 計 ２９３３９６ 的中 （１－３） ２９５７３（３番人気）
馬連票数 計１０１３８５４ 的中 �� ７２０４１（３番人気）
馬単票数 計 ６９９５４９ 的中 �� ２６０２５（７番人気）
ワイド票数 計 ３４６３２７ 的中 �� ２３２６８（３番人気）�� ４０６３（２０番人気）�� ２９３７（２６番人気）
３連複票数 計１２６７２８７ 的中 ��� ９３２５（３０番人気）
３連単票数 計２８８３４９３ 的中 ��� ６３７５（９１番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．３―１３．２―１３．０―１３．１―１３．２―１３．６―１３．２―１２．４―１２．０―１１．４―１１．５―１１．８

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�
１３．３―２５．６―３８．８―５１．８―１：０４．９―１：１８．１―１：３１．７―１：４４．９―１：５７．３―２：０９．３―２：２０．７―２：３２．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アルジェンタム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．４．１０ 小倉１３着

２００８．２．６生 牡３栗 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon ７戦１勝 賞金 １３，９５０，０００円
〔騎手変更〕 セルリアンタイガー号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ホクセツタイガー号・ロゼブルー号・ロングコウテイ号
（非抽選馬） ５頭 オカノジョーカー号・カシノマイラヴ号・ハッピーティア号・パンドラクラウン号・レイメイフライト号
※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。

４レース目



（２３小倉４）第１２日 ９月４日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２１０，６９０，０００円
１，０９０，０００円
５，９１０，０００円
１，９４０，０００円
１９，９４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，８５０，５００円
５，０５７，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
３４３，１６７，５００円
５０９，６０１，５００円
２４６，１７３，５００円
１，０３３，３６６，９００円
６５４，９２３，８００円
３６９，９０４，８００円
１，３４０，９５１，３００円
２，６４４，１９１，７００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 ７，１４２，２８１，０００円

総入場人員 １２，８２１名 （有料入場人員 １１，４９７名）



平成２３年度 第４回小倉競馬 総計

競走回数 １４４回 出走延頭数 ２，０９４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

２，３６２，５５０，０００円
２４，６２０，０００円
１０５，０４０，０００円
１８，９６０，０００円
２２１，９２０，０００円

５８０，０００円
５８０，０００円

７１７，６１３，７５０円
６０，２５９，６００円
２０，７３０，６００円

勝馬投票券売得金
３，４０６，４２０，１００円
５，８２９，１０９，４００円
２，５０１，８４６，２００円
９，９３４，７６４，７００円
６，５８４，６３７，３００円
３，８２１，９２４，６００円
１３，２９６，７１８，３００円
２６，３８３，１７０，７００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 ７１，７５８，５９１，３００円

総入場延人員 １２１，２００名 （有料入場延人員 ８７，０２２名）


