
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

23121 9月6日 曇 良 （26小倉2）第11日 第1競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：07．1良

67 � レッドキングダム 牡5鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋ 83：10．2 12．2�
22 カリスマミッキー 牡6栗 60 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 492＋ 23：10．3� 2．8�
11 ドリームセーリング 牡7栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 478＋ 23：10．72� 8．2�
79 マッキーバッハ 牡9鹿 60 植野 貴也薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 492＋ 23：10．8� 35．5�
710 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 61 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 470＋ 2 〃 ハナ 4．5�
811 ドリームチャージ 牡5鹿 60 黒岩 悠青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 468＋123：11．22� 18．1	
44 � タマモショパン 牡5鹿 60 林 満明タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 500－ 83：11．52 34．9

68 トウシンボルト 牡7黒鹿60 難波 剛健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 500＋ 43：11．71� 5．7�
56 ヤマニンアーマー 牡6鹿 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474＋ 83：11．8クビ 43．7�
33 シンワカントリー 牡6黒鹿61 小坂 忠士ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 エンドレス

ファーム 516＋ 63：12．01� 53．0
55 コウエイキング 	6鹿 61 平沢 健治西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 460＋103：12．31� 10．3�
812 カ ゼ カ オ ル 牡5鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 474－ 23：13．68 19．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 10，183，500円 複勝： 13，932，600円 枠連： 7，343，700円
馬連： 25，066，300円 馬単： 14，546，600円 ワイド： 12，818，700円
3連複： 36，994，400円 3連単： 53，448，400円 計： 174，334，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 310円 � 150円 � 250円 枠 連（2－6） 510円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，150円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 26，810円

票 数

単勝票数 計 101835 的中 � 6639（6番人気）
複勝票数 計 139326 的中 � 9715（6番人気）� 31933（1番人気）� 13026（4番人気）
枠連票数 計 73437 的中 （2－6） 11112（1番人気）
馬連票数 計 250663 的中 �� 11121（6番人気）
馬単票数 計 145466 的中 �� 2349（17番人気）
ワイド票数 計 128187 的中 �� 4967（5番人気）�� 2724（13番人気）�� 7085（3番人気）
3連複票数 計 369944 的中 ��� 7007（12番人気）
3連単票数 計 534484 的中 ��� 1445（86番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 50．4－3F 37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1＝6，10－（4，2）－（9，7）－3（11，5）8－12・（1，10，2）（4，7）（9，6）11－（3，8）5＝12

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

勝馬の
紹 介

�レッドキングダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill

2009．2．23生 牡5鹿 母 プラウドビューティー 母母 Honey Bun 障害：5戦2勝 賞金 21，800，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 トウシンボルト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 シシャモフレンド号

23122 9月6日 曇 良 （26小倉2）第11日 第2競走 1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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
1：47．9
1：45．9

良
良

33 タガノレグルス 牡2鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444－ 21：48．9 3．4�

66 ウインアーマー 牡2栗 54 武 豊�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442＋121：49．32� 1．8�
22 シゲルハナガサ 牝2栗 54 藤岡 佑介森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 426＋10 〃 ハナ 58．0�
89 アロハカウボーイ 牡2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 474＋ 41：49．72� 118．1�

810 ミッキーハピネス 牡2黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484± 01：49．8� 4．4�
78 ヤマカツボーイ 牡2黒鹿54 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448＋ 41：49．9クビ 27．9	
44 セイカフォルテシモ 牡2鹿 54 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 452－ 41：50．0� 16．6

55 コンフェッシオン 牝2栗 54 北村 友一有限会社シルク中竹 和也 安平 ノーザンファーム 472＋161：51．06 19．1�
77 カシノマッハ 牡2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462－121：51．21� 37．0�
11 シゲルジダイマツリ 牡2栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 広田牧場 480－ 21：51．51� 303．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 16，201，800円 複勝： 36，761，400円 枠連： 6，351，000円
馬連： 29，368，700円 馬単： 23，121，000円 ワイド： 16，080，900円
3連複： 40，104，700円 3連単： 88，985，900円 計： 256，975，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 490円 枠 連（3－6） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，590円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 計 162018 的中 � 37443（2番人気）
複勝票数 計 367614 的中 � 67493（2番人気）� 215041（1番人気）� 5109（8番人気）
枠連票数 計 63510 的中 （3－6） 19159（1番人気）
馬連票数 計 293687 的中 �� 83605（1番人気）
馬単票数 計 231210 的中 �� 29304（2番人気）
ワイド票数 計 160809 的中 �� 32417（1番人気）�� 2104（18番人気）�� 2720（15番人気）
3連複票数 計 401047 的中 ��� 8336（12番人気）
3連単票数 計 889859 的中 ��� 4860（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．0―12．1―12．1―11．8―12．0―12．7

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノレグルス �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．26 中京10着

2012．5．16生 牡2鹿 母 スターアルファ 母母 アンテイツクヴアリユー 3戦1勝 賞金 6，300，000円

第２回 小倉競馬 第11日

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 7日第 7競走）
〔その他〕　　ナムラサウザー号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



23123 9月6日 曇 重 （26小倉2）第11日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走11時05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
57．7
57．7

重
重

45 ブラックショコラ 牝2黒鹿54 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 466－ 8 59．1 11．7�
58 � デ ブ リ ン 牡2栗 54 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 502＋18 59．41� 2．9�
46 アサケカペラ 牡2鹿 54

51 ▲岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 414＋ 2 59．5� 28．1�
33 ハクサンフレンチ 牡2鹿 54 浜中 俊河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 478＋ 2 59．71� 1．9�
711 アイファーサラオー 牡2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 478± 0 〃 クビ 12．2�
34 ゼンノウラヌス 牡2黒鹿54 幸 英明大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 468－ 2 59．8� 22．5	
57 カイルアブルー 牝2芦 54 川須 栄彦山住 勲氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 400－ 41：00．54 174．0

814 イ チ ザ ラ ブ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 408－ 41：00．7� 41．4�
22 バ ニ ス タ ー 牡2青鹿54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 502± 01：00．8� 13．5�
69 フィールドスラッピ 牝2鹿 54 武 幸四郎 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 428± 0 〃 アタマ 23．2
813 シゲルオキヨマツリ 牝2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 438－ 21：00．9� 277．6�
11 プリンセスロジカル 牝2鹿 54 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：01．0� 382．8�
712 ゴールドバンカー 牡2栗 54

51 ▲松若 風馬磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 420－ 21：01．32 195．3�
610 カシノゼウス 牡2鹿 54 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 480－ 61：01．72� 455．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，098，400円 複勝： 26，810，900円 枠連： 9，132，100円
馬連： 34，984，700円 馬単： 24，549，700円 ワイド： 19，486，800円
3連複： 48，867，400円 3連単： 88，973，600円 計： 272，903，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 270円 � 170円 � 450円 枠 連（4－5） 1，250円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，600円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 49，610円

票 数

単勝票数 計 200984 的中 � 13672（3番人気）
複勝票数 計 268109 的中 � 24085（4番人気）� 50697（2番人気）� 12935（6番人気）
枠連票数 計 91321 的中 （4－5） 5646（4番人気）
馬連票数 計 349847 的中 �� 16690（5番人気）
馬単票数 計 245497 的中 �� 3813（17番人気）
ワイド票数 計 194868 的中 �� 8641（6番人気）�� 3021（19番人気）�� 4508（14番人気）
3連複票数 計 488674 的中 ��� 5215（24番人気）
3連単票数 計 889736 的中 ��� 1300（154番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックショコラ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．8．16 小倉4着

2012．3．16生 牝2黒鹿 母 ブラックカシミール 母母 リンダムヘール 2戦1勝 賞金 6，100，000円

23124 9月6日 曇 良 （26小倉2）第11日 第4競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：07．1良

11 � アマクサハイヤ 牡5青鹿60 難波 剛健奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 492－ 63：11．0 14．7�
22 アップトゥデイト 牡4芦 60 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 23：11．42� 5．0�
66 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 488± 03：12．14 6．4�
77 キュウシュウソダチ 牡4鹿 60 田村 太雅西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 452－ 2 〃 クビ 62．6�
33 ドリームハヤテ 牡4鹿 60 熊沢 重文セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 500＋ 63：12．41� 1．5�
44 	 メダリアビート 牡8黒鹿60 西谷 誠門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 470± 03：14．4大差 9．5	
55 メイショウホタル 牝3鹿 56 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 460＋ 63：16．2大差 28．3

88 ヤマノボンバー 牡3芦 58 植野 貴也澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 444－ 63：22．9大差 34．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 13，666，400円 複勝： 15，892，400円 枠連： 発売なし
馬連： 25，570，300円 馬単： 19，031，100円 ワイド： 11，122，300円
3連複： 28，832，600円 3連単： 73，465，300円 計： 187，580，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 290円 � 200円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 800円 �� 550円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 28，120円

票 数

単勝票数 計 136664 的中 � 7435（5番人気）
複勝票数 計 158924 的中 � 12675（5番人気）� 22487（2番人気）� 20796（3番人気）
馬連票数 計 255703 的中 �� 7845（10番人気）
馬単票数 計 190311 的中 �� 2210（21番人気）
ワイド票数 計 111223 的中 �� 3411（11番人気）�� 5164（6番人気）�� 6510（5番人気）
3連複票数 計 288326 的中 ��� 6657（11番人気）
3連単票数 計 734653 的中 ��� 1894（81番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 51．4－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
3－2－（6，1）－4，7＝5＝8・（3，2）（6，1）＝7－4＝5＝8

�
�
3，2（6，1）－4－7＝5＝8
2，3（6，1）＝7＝4＝5＝8

勝馬の
紹 介

�アマクサハイヤ �

父 ルールオブロー �


母父 Easy Goer

2009．3．15生 牡5青鹿 母 メイクアスメリー 母母 ダジルミージョリエ 障害：5戦1勝 賞金 8，100，000円
初出走 JRA



23125 9月6日 小雨 良 （26小倉2）第11日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 メイショウブイダン 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 460－ 41：08．6 10．9�
611 アサカファルコン 牡3鹿 56 和田 竜二�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 488± 01：08．91� 6．6�
818 グッドウェーブ 牡3栗 56 浜中 俊杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 442± 01：09．11� 10．0�
36 ナイトジャスミン 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 398± 01：09．41� 3．1�

59 キクノユニゾン 牡3鹿 56 藤岡 佑介菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 450＋ 21：09．5� 21．2	
24 モンスターバローズ 牡3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 B478－ 6 〃 クビ 6．8

817 シゲルリクチュウ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 444－ 21：09．6� 6．0�
12 スリーアルペン 牡3鹿 56 高倉 稜永井商事� 森田 直行 むかわ 新井牧場 498－101：09．81 142．6�
713 アグネスミライ 牝3鹿 54 藤懸 貴志渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 470＋ 21：09．9� 274．8
816 タガノウォーリア 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 430－ 41：10．22 7．1�
11 フェスティヴァーロ 牡3栗 56

53 ▲義 英真田上 雅春氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：10．3� 100．7�
48 ジ ャ コ ン ブ 牝3栗 54 小牧 太晴間 初栄氏 作田 誠二 日高 目黒牧場 460± 01：10．61� 99．4�
47 ウォーターブギウギ 牡3栗 56 D．ペロヴィッチ 山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 452－12 〃 クビ 45．1�

（伊）

714 アスタークレバー 牡3栗 56 岡田 祥嗣加藤 久枝氏 武田 博 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 468＋ 21：10．7クビ 119．5�

715 ベクターイメージ 牡3鹿 56 太宰 啓介小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 474± 01：11．33� 151．2�
23 ミリノペガサス 牡3黒鹿56 小坂 忠士榮 義則氏 森 秀行 浦河 有限会社

吉田ファーム 492－ 41：11．4� 319．1�
510 シ ン サ ン 牡3栗 56 幸 英明上野 直樹氏 森田 直行 新ひだか 三宅牧場 484 ―1：12．14 66．4�
612 ラプザントゥール 牝3鹿 54 北村 友一岡 浩二氏 小崎 憲 新冠 アラキフアーム 448＋ 61：12．42 203．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，833，400円 複勝： 30，449，600円 枠連： 16，306，500円
馬連： 40，279，700円 馬単： 23，285，100円 ワイド： 21，680，600円
3連複： 56，967，900円 3連単： 76，115，600円 計： 282，918，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 300円 � 270円 � 270円 枠 連（3－6） 1，130円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，410円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 11，550円 3 連 単 ��� 73，280円

票 数

単勝票数 計 178334 的中 � 13077（7番人気）
複勝票数 計 304496 的中 � 25585（7番人気）� 30118（5番人気）� 29842（6番人気）
枠連票数 計 163065 的中 （3－6） 11107（6番人気）
馬連票数 計 402797 的中 �� 7582（21番人気）
馬単票数 計 232851 的中 �� 2065（42番人気）
ワイド票数 計 216806 的中 �� 4298（19番人気）�� 3956（21番人気）�� 4152（20番人気）
3連複票数 計 569679 的中 ��� 3699（41番人気）
3連単票数 計 761156 的中 ��� 753（247番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．6―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウブイダン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．6．7 阪神7着

2011．5．6生 牡3鹿 母 エンジェルローブ 母母 サクラハゴロモ 4戦1勝 賞金 5，290，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンサン号・ラプザントゥール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヒロノメビウス号・メモリーファクト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23126 9月6日 雨 重 （26小倉2）第11日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 ハッピーエム 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 原田牧場 434－121：45．2 18．5�
11 シゲルハリマ 牡3栗 56 川田 将雅森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 41：46．05 13．7�
23 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 武 豊松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 452－ 21：46．21� 15．2�
714 アグネスユニコーン 牡3黒鹿56 高倉 稜渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 498－ 21：46．3� 11．6�
36 シゲルエチゴ 牡3芦 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 440± 01：46．5� 29．7�
816 ホッコーエイコウ 牡3鹿 56 幸 英明矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492－ 4 〃 クビ 1．6	
59 タマモホルン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 482－ 21：46．6クビ 5．8

35 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 494＋ 61：46．7� 42．9�
815 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 482－20 〃 クビ 22．1�
24 ミッキーサムソン 牡3鹿 56 川須 栄彦野田みづき氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－181：46．91� 98．1
611 センティグレード 牡3青鹿56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 21：47．22 34．9�
12 ウイニングフェイス 牡3黒鹿56 和田 竜二寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：47．41� 44．5�
510 ブレイズゴールド 牡3鹿 56 酒井 学 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B500－ 21：48．78 233．0�
713 カレンクリスティー 牝3鹿 54 �島 良太鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 518－ 61：49．55 432．5�
612 チュウワアピール 牝3青鹿54 武 幸四郎中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：50．24 138．3�
47 ダイショウバディ 牡3青鹿56 藤懸 貴志馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 加藤牧場 488－181：52．8大差 492．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，031，400円 複勝： 59，014，500円 枠連： 12，486，500円
馬連： 46，388，600円 馬単： 30，006，500円 ワイド： 24，562，600円
3連複： 58，777，400円 3連単： 94，674，400円 計： 352，941，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 750円 � 510円 � 640円 枠 連（1－4） 7，860円

馬 連 �� 10，690円 馬 単 �� 22，770円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 3，190円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 37，320円 3 連 単 ��� 246，900円

票 数

単勝票数 計 270314 的中 � 11659（6番人気）
複勝票数 計 590145 的中 � 20449（6番人気）� 31439（4番人気）� 24103（5番人気）
枠連票数 計 124865 的中 （1－4） 1230（24番人気）
馬連票数 計 463886 的中 �� 3362（28番人気）
馬単票数 計 300065 的中 �� 988（56番人気）
ワイド票数 計 245626 的中 �� 2806（24番人気）�� 1959（38番人気）�� 4408（16番人気）
3連複票数 計 587774 的中 ��� 1181（98番人気）
3連単票数 計 946744 的中 ��� 278（548番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．1―42．9―55．6―1：07．9―1：20．2―1：32．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ハッピーエム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．7．26 中京6着

2011．5．8生 牝3鹿 母 ナナヨーハッピー 母母 ナナヨーウイング 3戦1勝 賞金 5，290，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイショウバディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スリーヴェスタ号・ラガーギアチェンジ号



23127 9月6日 雨 良 （26小倉2）第11日 第7競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走13時25分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

36 タガノエトワール 牝3鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 22：00．5 4．2�

12 ワイドショー 牝3鹿 54 �島 良太安原 浩司氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 482－ 22：00．82 51．9�
24 シゲルオウミ 牝3鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 470＋ 22：00．9� 17．5�
59 フェミニンドレス 牝3栗 54

51 ▲義 英真村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 442－ 22：01．0� 8．5�
715 ディアフレンド 牝3栗 54 浜中 俊有限会社シルク千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 446± 02：01．32 8．1�
510 マスカレードマスク 牝3栗 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 416± 02：01．83 138．7	
11 ファーマティアラ 牝3鹿 54 酒井 学中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 434－102：01．9クビ 55．7

817 アロハエコモマイ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼名古屋友豊� 高野 友和 新冠 パカパカ
ファーム 480＋ 62：02．11� 196．3�

48 マニッシュコート 牝3栗 54 和田 竜二 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 420－ 8 〃 ハナ 32．7
35 キネオソレイユ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 448＋ 6 〃 ハナ 52．2�
612 スズカローラー 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452＋ 22：02．31 5．4�
713 ディパーテッド 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬市川 義美氏 今野 貞一 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 22：02．51� 4．5�
818 スマイルユニバンス 牝3黒鹿54 藤懸 貴志亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446± 02：02．71� 323．1�
23 ピンクシャドウ 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 480± 02：02．8クビ 12．0�
47 テイエムオドロキ 牝3栗 54 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 444± 0 〃 ハナ 227．0�
714 ブルーダイアモンド 牝3黒鹿54 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 438＋102：04．410 33．6�
816 ラ デ ィ ー ア 牝3鹿 54 松山 弘平有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 ハナ 10．6�
611 ミヤジマルゴ 牝3鹿 54 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 守矢牧場 552＋182：10．8大差 239．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，884，200円 複勝： 35，490，700円 枠連： 15，511，900円
馬連： 47，545，100円 馬単： 23，214，700円 ワイド： 24，924，400円
3連複： 61，214，000円 3連単： 79，572，000円 計： 308，357，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 1，020円 � 390円 枠 連（1－3） 5，910円

馬 連 �� 14，110円 馬 単 �� 16，900円

ワ イ ド �� 4，100円 �� 1，900円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 51，180円 3 連 単 ��� 224，470円

票 数

単勝票数 計 208842 的中 � 38882（1番人気）
複勝票数 計 354907 的中 � 58335（1番人気）� 7494（11番人気）� 22475（8番人気）
枠連票数 計 155119 的中 （1－3） 2033（20番人気）
馬連票数 計 475451 的中 �� 2611（39番人気）
馬単票数 計 232147 的中 �� 1030（60番人気）
ワイド票数 計 249244 的中 �� 1561（41番人気）�� 3440（24番人気）�� 1153（56番人気）
3連複票数 計 612140 的中 ��� 897（141番人気）
3連単票数 計 795720 的中 ��� 257（647番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．6―34．2―46．9―59．2―1：11．4―1：23．7―1：36．1―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノエトワール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．11 京都12着

2011．1．12生 牝3鹿 母 シーサイドブリーズ 母母 サマーベイブ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤジマルゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6日まで平地競走

に出走できない。

23128 9月6日 曇 重 （26小倉2）第11日 第8競走 1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

610 カ ジ キ 牡5鹿 57
54 ▲岩崎 翼幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 496－ 2 58．3 7．6�

813 ア サ ケ ゴ マ 牝4芦 55 太宰 啓介大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 470－ 6 58．62 10．9�
712 レゼトワール 牝4鹿 55 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 492± 0 58．7� 4．9�
58 マウントフジ 牝6鹿 55 浜中 俊 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 446＋ 6 59．02 8．5�
22 ヘリオドール 牝3青鹿 53

50 ▲松若 風馬�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444＋ 2 59．2� 39．4�

814 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 幸 英明横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 490＋ 4 59．3� 10．6	
46 ハ ッ シ ュ 牝3芦 53 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 4 59．4� 6．3

45 レ デ ィ ー 牝4鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 446＋24 59．61� 30．1�
11 カシノソラーレ 牝4栗 55 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 492－ 4 〃 アタマ 28．6�
33 ミキノグランプリ 牡3栗 55 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 452＋ 8 〃 ハナ 3．9
34 ローレルシャイニー 牡4黒鹿57 北村 友一 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 470＋10 59．7� 86．5�
69 テイエムヒーロー 牡4鹿 57

54 ▲義 英真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 486－14 59．91 13．3�
57 レイズオブザサン 牡5黒鹿57 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 444－161：00．21� 87．9�
711 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 B498－ 41：00．41� 89．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，470，400円 複勝： 39，247，100円 枠連： 14，595，400円
馬連： 55，118，400円 馬単： 29，032，900円 ワイド： 28，547，800円
3連複： 67，060，300円 3連単： 95，758，500円 計： 353，830，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 320円 � 180円 枠 連（6－8） 1，840円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 9，190円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 830円 �� 970円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 59，900円

票 数

単勝票数 計 244704 的中 � 25675（4番人気）
複勝票数 計 392471 的中 � 39184（6番人気）� 28605（7番人気）� 66024（1番人気）
枠連票数 計 145954 的中 （6－8） 6140（11番人気）
馬連票数 計 551184 的中 �� 7689（24番人気）
馬単票数 計 290329 的中 �� 2369（40番人気）
ワイド票数 計 285478 的中 �� 4009（23番人気）�� 9051（9番人気）�� 7601（11番人気）
3連複票数 計 670603 的中 ��� 6101（28番人気）
3連単票数 計 957585 的中 ��� 1159（213番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―23．2―34．9―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ジ キ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．7．31 小倉2着

2009．3．26生 牡5鹿 母 エターナルハピネス 母母 サンクレール 8戦2勝 賞金 21，500，000円
〔その他〕 カジキ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カジキ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年10月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンダーブロタール号
（非抽選馬） 4頭 キネオキャノン号・サーシスリーフ号・ダンシングバトー号・ヤマカツマーフィ号



23129 9月6日 曇 良 （26小倉2）第11日 第9競走 ��1，200�
や は た

八 幡 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55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 ラヴァーズポイント 牝4青鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 502＋181：08．4 4．9�
12 ベッラヴォーチェ 牝4鹿 55 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 21：08．61� 6．0�
715 ナ ン プ ー 牡4鹿 57 藤岡 佑介蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 486＋10 〃 ハナ 60．0�
818 ジェネシスロック 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 504＋141：08．81� 4．8�
817 グランプリナイト 牡4黒鹿57 和田 竜二�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 506＋ 6 〃 クビ 5．1�
24 サンキストロード 牡4鹿 57 浜中 俊 	社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 522＋101：08．9� 13．2

611 トウカイインパルス 牡4青鹿57 幸 英明内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 508－ 6 〃 クビ 15．1�
36 ケントヒーロー 牡4栗 57 高倉 稜田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 482± 01：09．0� 14．3�
816 オフェーリアシチー 牝3芦 53 田中 健 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 444＋ 21：09．21� 164．3
11 カゼニタツライオン 牡4栗 57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 512－ 61：09．3� 40．3�
47 テイエムナデューラ 牝3栗 53 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 434＋ 2 〃 クビ 102．8�
510 ヤマノハヤブサ 牡3黒鹿55 武 幸四郎山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 456± 01：09．4クビ 8．9�
23 ショウリュウバイオ 牡4栗 57 �島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 79．5�
59 レッドジャイヴ 牡4青鹿57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 462＋ 61：09．5クビ 93．3�
48 カシノランナウェイ 	4栗 57 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 500＋ 61：09．6
 25．6�
714� オーファメイ 牝5鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 120．5�
612� ベルエアメイダン 牝5鹿 55 D．ペロヴィッチ 榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson 464＋151：09．7� 164．0�
（伊）

35 � サウンドマンデュロ 牡5青鹿57 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford
Stud Ltd 462± 0 〃 クビ 34．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，396，300円 複勝： 43，245，400円 枠連： 20，890，200円
馬連： 69，157，600円 馬単： 33，139，600円 ワイド： 33，204，100円
3連複： 88，686，700円 3連単： 123，860，700円 計： 435，580，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 250円 � 1，490円 枠 連（1－7） 1，340円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 730円 �� 4，980円 �� 8，480円

3 連 複 ��� 40，090円 3 連 単 ��� 158，370円

票 数

単勝票数 計 233963 的中 � 37449（2番人気）
複勝票数 計 432454 的中 � 74345（1番人気）� 45736（5番人気）� 5783（12番人気）
枠連票数 計 208902 的中 （1－7） 12003（6番人気）
馬連票数 計 691576 的中 �� 31446（4番人気）
馬単票数 計 331396 的中 �� 7624（8番人気）
ワイド票数 計 332041 的中 �� 12506（4番人気）�� 1668（46番人気）�� 974（64番人気）
3連複票数 計 886867 的中 ��� 1659（114番人気）
3連単票数 計1238607 的中 ��� 567（474番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴァーズポイント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．8．18 小倉1着

2010．3．27生 牝4青鹿 母 ハートフルシフォン 母母 エンプレスシヨウワ 16戦3勝 賞金 51，407，000円
〔制裁〕 ベッラヴォーチェ号の騎手川島信二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トップルビー号・ボストンサクラ号
（非抽選馬） 4頭 アスターローズ号・グレイスフルデイズ号・ジャストザブレイン号・ミスネバー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23130 9月6日 曇 良 （26小倉2）第11日 第10競走 ��2，000�
げ ん か い

玄 海 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．31以降26．8．31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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

45 � エーシンマックス 牡4栗 54 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud 502－101：59．1 7．9�

813 トーホウジャッカル 牡3栗 53 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 486－ 4 〃 クビ 6．6�
68 タ ブ レ ッ ト 牡4鹿 55 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：59．2クビ 1．9�
69 � メイショウエゾフジ 牡4黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470＋ 81：59．3� 17．3�
22 ユキノサムライ 牡5栗 55 藤岡 佑介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 472＋ 61：59．72� 8．9�
57 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 53 	島 良太小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 470＋ 42：00．01� 190．7	
812 カ ー マ イ ン 牡6鹿 55 松山 弘平 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 62：00．74 47．0�
56 タイキプレミアム 牡5鹿 57 小牧 太
大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 478＋ 42：00．8クビ 19．0�
44 タニノシュヴァリエ 牡5青 56 国分 優作谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 482－ 62：01．33 203．5
710 スリーロブロイ 牡5鹿 54 岩崎 翼永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 442－ 6 〃 アタマ 155．2�
711� メイショウシレトコ 牡6鹿 51 高倉 稜松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 464－ 42：01．4クビ 143．3�
33 マトリックスコード 牡4栗 55 幸 英明 
社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 520－ 42：01．61� 5．3�
11 サンライズマルス 牡6栗 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：04．5大差 79．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，521，700円 複勝： 51，730，900円 枠連： 18，688，700円
馬連： 89，473，800円 馬単： 51，008，700円 ワイド： 34，834，100円
3連複： 98，973，300円 3連単： 196，073，200円 計： 576，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 170円 � 110円 枠 連（4－8） 3，170円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 790円 �� 420円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 355217 的中 � 35739（4番人気）
複勝票数 計 517309 的中 � 44208（5番人気）� 63309（3番人気）� 195084（1番人気）
枠連票数 計 186887 的中 （4－8） 4569（11番人気）
馬連票数 計 894738 的中 �� 26205（11番人気）
馬単票数 計 510087 的中 �� 6019（24番人気）
ワイド票数 計 348341 的中 �� 10245（12番人気）�� 20948（4番人気）�� 33081（2番人気）
3連複票数 計 989733 的中 ��� 38828（5番人気）
3連単票数 計1960732 的中 ��� 7036（69番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．2―12．3―12．1―12．0―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．9―47．1―59．4―1：11．5―1：23．5―1：35．3―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマックス �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Acatenango デビュー 2012．9．9 阪神3着

2010．2．14生 牡4栗 母 Midnight Angel 母母 Midnight Fever 14戦4勝 賞金 47，027，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズマルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6日まで平地

競走に出走できない。



23131 9月6日 曇 良 （26小倉2）第11日 第11競走 ��1，200�
きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．8．31以降26．8．31まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

北九州市長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 ニ ザ エ モ ン 牡6黒鹿55 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 468＋ 61：07．8 4．8�
48 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 53 藤岡 佑介セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 472＋101：08．11� 9．5�
714� マイネルエテルネル 牡4栗 57．5 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 480＋ 2 〃 ハナ 3．0�

12 レ ム ミ ラ ス 牝3鹿 52 和田 竜二�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 442＋ 21：08．42 6．8�
11 オレニホレルナヨ 牡5栗 53 高倉 稜 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 504＋ 6 〃 ハナ 42．8	
23 ロードガルーダ 牡5青 55 小牧 太 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 2 〃 ハナ 6．6

612 メイショウハガクレ 牡5鹿 53 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458－ 2 〃 アタマ 24．4�
611 マッキーコバルト 牡8鹿 54 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B476＋ 6 〃 ハナ 106．7�
59 ニコールバローズ 牝5黒鹿52 松山 弘平猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 464－ 2 〃 ハナ 57．7
24 シルクオフィサー 牡6鹿 55 国分 優作有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：08．61 58．1�
36 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿55 川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506± 01：08．7� 51．3�
816 スピークソフトリー 牝5鹿 52 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 2 〃 クビ 32．9�
47 シゲルスダチ 牡5芦 56 幸 英明森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 438＋ 4 〃 ハナ 35．6�
815 ビキニブロンド 牝5黒鹿53 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B452＋141：08．91� 29．8�
35 カシノエルフ 牡5栗 50 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 486－ 81：09．0� 180．9�
713 エルカミーノレアル 牡3鹿 53 武 豊広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 B476＋ 21：09．21� 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，852，300円 複勝： 86，946，900円 枠連： 44，550，600円
馬連： 195，857，300円 馬単： 90，556，000円 ワイド： 79，760，400円
3連複： 279，359，400円 3連単： 429，042，300円 計： 1，258，925，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 270円 � 140円 枠 連（4－5） 2，080円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 930円 �� 370円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 528523 的中 � 86632（2番人気）
複勝票数 計 869469 的中 � 123380（2番人気）� 66072（5番人気）� 193880（1番人気）
枠連票数 計 445506 的中 （4－5） 16568（9番人気）
馬連票数 計1958573 的中 �� 58858（9番人気）
馬単票数 計 905560 的中 �� 14626（16番人気）
ワイド票数 計 797604 的中 �� 20817（8番人気）�� 59950（1番人気）�� 27421（6番人気）
3連複票数 計2793594 的中 ��� 67387（4番人気）
3連単票数 計4290423 的中 ��� 14560（39番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．4―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．4―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．8
3 ・（10，14）（8，9）（1，3，13）2（11，7，15）（4，12，16）（6，5） 4 10，14（8，9，13）3（1，2，15）（11，7）（4，12，16）6，5

勝馬の
紹 介

ニ ザ エ モ ン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ス タ ー マ ン デビュー 2011．5．22 新潟3着

2008．4．11生 牡6黒鹿 母 ナ ゾ 母母 シベルレディー 16戦4勝 賞金 48，802，000円
〔その他〕 サマールナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サマールナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年10月6日まで出走できない。

23132 9月6日 曇 重 （26小倉2）第11日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

611 クレスコモア 牡4黒鹿 57
54 ▲松若 風馬堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 518± 01：44．2 7．2�

59 キタサンウンゲツ 牡3鹿 54
51 ▲岩崎 翼�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 502－ 2 〃 クビ 3．2�

816� エーシンエポナ 牝4鹿 55 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

492＋ 81：45．37 3．3�
24 マルイチワンダー 牡4栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 444＋ 61：46．15 36．2�
713 モ ズ ス タ ー 牡3鹿 54 北村 友一北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 宮内牧場 478＋ 61：46．3� 7．1	
11 タニノセレナーデ 牝4黒鹿55 太宰 啓介谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 442＋ 41：46．4� 92．7

12 ゼンノスサノヲ 牡3栗 54 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 476＋ 81：46．5� 52．5�
36 バイオレットアロー 牡4鹿 57 岡田 祥嗣池田 實氏 目野 哲也 新ひだか 山口 忠彦 456± 0 〃 クビ 87．9�
612 アロウィーバイオ 牡4鹿 57 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 B484± 01：46．71� 130．3
23 デンコウリョウ 	6芦 57 酒井 学田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 476＋ 41：47．12� 140．6�
510 レッドメイヴ 牝3鹿 52 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472＋ 81：47．42 11．6�
815
 レーザービーム 牡4栗 57 高田 潤畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 折手牧場 454＋ 31：47．6� 369．9�
48 ゼンノロンゴ 牡3鹿 54 武 豊大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 488± 01：47．7� 7．3�
714 バンブーデルピエロ 牡4鹿 57 松山 弘平�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 496＋ 41：48．23 70．1�
47 トリックデック 牡3栗 54 川島 信二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋181：48．3� 59．1�
35 ブリスコーラ 牡5鹿 57 小牧 太山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 516± 01：48．83 31．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，910，800円 複勝： 55，813，700円 枠連： 26，949，800円
馬連： 103，176，300円 馬単： 49，266，400円 ワイド： 44，372，200円
3連複： 123，520，600円 3連単： 204，424，100円 計： 642，433，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 130円 � 130円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 320円 �� 410円 �� 240円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 349108 的中 � 38294（4番人気）
複勝票数 計 558137 的中 � 70048（3番人気）� 125275（1番人気）� 111640（2番人気）
枠連票数 計 269498 的中 （5－6） 28985（2番人気）
馬連票数 計1031763 的中 �� 82860（2番人気）
馬単票数 計 492664 的中 �� 15051（5番人気）
ワイド票数 計 443722 的中 �� 34125（2番人気）�� 25193（3番人気）�� 51967（1番人気）
3連複票数 計1235206 的中 ��� 93574（1番人気）
3連単票数 計2044241 的中 ��� 19946（9番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．7―13．0―12．4―12．2―12．1―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．6―42．6―55．0―1：07．2―1：19．3―1：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

クレスコモア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．7．15 中京5着

2010．2．25生 牡4黒鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 19戦3勝 賞金 40，600，000円
〔制裁〕 キタサンウンゲツ号の騎手岩崎翼は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タンスチョキン号
（非抽選馬） 1頭 アスターフレンチ号



（26小倉2）第11日 9月6日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

190，060，000円
2，080，000円
6，240，000円
1，650，000円
16，800，000円
64，148，000円
5，662，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
297，050，600円
495，336，100円
192，806，400円
761，986，800円
410，758，300円
351，394，900円
989，358，700円
1，604，394，000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 5，103，085，800円

総入場人員 7，495名 （有料入場人員 6，387名）
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