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23133 9月7日 曇 良 （26小倉2）第12日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

713 シゲルアオイマツリ 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 452± 01：09．5 5．0�
24 デンコウハシャ 牡2青鹿54 浜中 俊田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 428＋ 21：09．6� 1．4�
714 アグネスレイア 牝2栗 54 高倉 稜渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 456－ 21：09．81� 73．5�
36 ツジスーパーサクラ 牝2芦 54 丸野 勝虎辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 448－ 2 〃 アタマ 10．9�

（愛知）

816 ワンダーグロワール 牡2鹿 54 	島 良太山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468± 01：10．01� 104．1�
48 カシノランド 牡2黒鹿54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462－ 61：10．1クビ 119．0�
47 シ ュ ン イ キ 牡2栗 54

51 ▲松若 風馬石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 482＋ 2 〃 クビ 70．8	
510 ハマノマーキュリー 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 420± 0 〃 ハナ 19．1

611 シゲルエイサー 牡2栗 54 国分 恭介森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 456＋161：10．2クビ 332．2�
35 メイショウカンベエ 牡2鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 438± 0 〃 アタマ 10．3�
11 
 テ ル ヌ ー ヴ 牝2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 米 Tony Holmes &

Tim Thornton 476＋ 41：10．62� 51．3
59 タガノディナー 牝2黒鹿54 太宰 啓介八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 418－ 2 〃 クビ 18．9�
612 イ チ ゴ ッ チ 牝2鹿 54 筒井 勇介合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 442＋141：10．81 282．0�

（笠松）

12 テイエムトナカイ 牝2栗 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム
牧場株式会社 432－ 41：11．11� 476．1�

815 ヒミノナデシコ 牝2栗 54
51 ▲義 英真佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 458＋ 4 〃 アタマ 225．7�

23 カシノアムール 牝2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新ひだか 池田牧場 482－ 81：11．52� 181．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，700，900円 複勝： 52，259，400円 枠連： 10，370，600円
馬連： 34，914，300円 馬単： 25，327，200円 ワイド： 18，998，300円
3連複： 49，353，000円 3連単： 90，269，500円 計： 296，193，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 110円 � 730円 枠 連（2－7） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，760円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 147009 的中 � 23471（2番人気）
複勝票数 計 522594 的中 � 47274（2番人気）� 380419（1番人気）� 3706（9番人気）
枠連票数 計 103706 的中 （2－7） 31469（1番人気）
馬連票数 計 349143 的中 �� 93957（1番人気）
馬単票数 計 253272 的中 �� 22208（2番人気）
ワイド票数 計 189983 的中 �� 39732（1番人気）�� 2207（20番人気）�� 3561（13番人気）
3連複票数 計 493530 的中 ��� 11983（10番人気）
3連単票数 計 902695 的中 ��� 4578（38番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．7―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルアオイマツリ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．17 小倉2着

2012．4．2生 牡2黒鹿 母 ディープキッス 母母 メジロカンムリ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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7日 曇 良 （26小倉2）第12日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：44．1
1：43．9

良
良

714 フラッシュバイオ 牝3鹿 54 浜中 俊バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：48．2 3．8�
713 ヤマニンエルフィン 牝3鹿 54 丸野 勝虎土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 458＋ 6 〃 クビ 16．3�

（愛知）

12 メイショウエフワン 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 464＋ 41：48．3クビ 10．2�

815 ノ ー ビ リ ス 牝3青鹿54 川須 栄彦�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486± 01：48．51� 7．1�

35 ランガージュ 牡3鹿 56 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 61：48．92� 6．1�

23 プレスアテンション 牡3栗 56 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516－ 21：49．0� 2．5	

24 カシマフェニックス �3鹿 56 和田 竜二鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 486－ 61：49．1� 19．5

611 ハイランドリュウセ 牝3鹿 54 川島 信二小林 久義氏 牧浦 充徳 えりも エクセルマネジメント 468－ 4 〃 クビ 385．4�
816 エーティーペガサス 牡3栗 56 酒井 学荒木 徹氏 木原 一良 日高 正和山本牧場 458＋ 41：49．41� 131．5�
11 スズカアポロ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 474± 01：49．5� 25．3
510 ニュープロローグ 牝3鹿 54 小牧 太 �サンデーレーシング 羽月 友彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 81：49．92� 77．1�
36 メイショウライウン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 442－ 61：50．0� 132．7�
612 フ ラ ン 牡3芦 56 武 幸四郎一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 444－ 61：50．21 231．3�
47 ヤマカツキャプテン 牡3鹿 56 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 61：50．41� 343．0�
48 リーブイットゥミー 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 444－ 21：51．14 300．7�
59 リゼコーフィー 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼飯田 訓大氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 494＋ 61：51．2クビ 236．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，308，300円 複勝： 28，252，600円 枠連： 10，385，100円
馬連： 41，721，400円 馬単： 25，383，200円 ワイド： 21，169，800円
3連複： 55，310，400円 3連単： 85，731，900円 計： 286，262，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 450円 � 330円 枠 連（7－7） 2，530円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 970円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 56，910円

票 数

単勝票数 計 183083 的中 � 37785（2番人気）
複勝票数 計 282526 的中 � 51554（2番人気）� 14008（7番人気）� 20678（5番人気）
枠連票数 計 103851 的中 （7－7） 3179（10番人気）
馬連票数 計 417214 的中 �� 10087（11番人気）
馬単票数 計 253832 的中 �� 4055（18番人気）
ワイド票数 計 211698 的中 �� 4500（14番人気）�� 5723（11番人気）�� 2084（24番人気）
3連複票数 計 553104 的中 ��� 3484（35番人気）
3連単票数 計 857319 的中 ��� 1092（165番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．3―12．6―12．2―11．5―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．8―48．4―1：00．6―1：12．1―1：24．0―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．1
1
3
・（2，6）9，7（8，15）（4，13）16（11，5）（14，12）（1，3）－10
2（9，15，16）（13，5）（6，14，12）（7，4，1，3）8，11－10

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

勝馬の
紹 介

フラッシュバイオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．12．21 阪神6着

2011．2．18生 牝3鹿 母 シアリアスバイオ 母母 コミニュケーション 7戦1勝 賞金 9，750，000円
※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２回 小倉競馬 第12日



23135 9月7日 晴 稍重 （26小倉2）第12日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11時00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
56．9
56．9

重
重

814 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468－ 2 58．4 1．4�
45 パーカーズミル 牝3鹿 54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 58．71� 21．1�
33 タイガーティアラ 牝3黒鹿54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 446＋ 4 59．44 6．7�
57 ヒロノスイート 牝3鹿 54 小坂 忠士守内ひろ子氏 境 直行 浦河 �川 啓一 414± 01：00．03� 25．8�
46 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 464＋121：00．21� 6．1�
610 パ オ リ ー ナ 牝3鹿 54 D．ペロヴィッチ 門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか 原口牧場 456＋ 2 〃 クビ 78．3�

（伊）

69 サマーパーティ 牡3鹿 56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋ 41：00．3クビ 78．2	

34 パフュームスター 牝3栗 54
51 ▲義 英真松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 484－16 〃 ハナ 211．8


712 アルブスメロディー 牝3芦 54 太宰 啓介大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 490＋121：00．93� 74．1�
22 パープルセブン 	3鹿 56 田村 太雅中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 21：01．0� 436．6�
11 シ ゲ ル イ ガ 牡3栗 56 熊沢 重文森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 494＋101：01．1� 31．7
58 メイショウサンキチ 牡3栗 56 北村 友一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 504＋ 4 〃 クビ 13．0�
813 バニラスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 464＋121：02．05 497．0�
711 オグリブライアン 牡3栗 56 丸野 勝虎小栗 孝一氏 高橋 康之 新ひだか 野表 篤夫 448＋241：02．31� 192．1�

（愛知）

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，431，000円 複勝： 72，471，900円 枠連： 11，717，400円
馬連： 41，054，300円 馬単： 29，469，800円 ワイド： 24，110，000円
3連複： 55，717，600円 3連単： 107，132，500円 計： 364，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 290円 � 140円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 560円 �� 210円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 224310 的中 � 124012（1番人気）
複勝票数 計 724719 的中 � 531975（1番人気）� 15064（6番人気）� 53618（2番人気）
枠連票数 計 117174 的中 （4－8） 27402（1番人気）
馬連票数 計 410543 的中 �� 23906（5番人気）
馬単票数 計 294698 的中 �� 12966（7番人気）
ワイド票数 計 241100 的中 �� 10117（6番人気）�� 35731（1番人気）�� 4908（13番人気）
3連複票数 計 557176 的中 ��� 20970（8番人気）
3連単票数 計1071325 的中 ��� 9940（21番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．6―33．9―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンランパダ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．12．14 阪神5着

2011．4．11生 牝3鹿 母 ミヤコサンライズ 母母 ダイナコマネチ 9戦1勝 賞金 10，340，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

23136 9月7日 晴 良 （26小倉2）第12日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 バトルムーングロウ 牝3栗 54
51 ▲岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 478－ 21：08．2 6．0�

36 ワキノハクリュウ 牝3芦 54 国分 恭介脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 442± 01：08．3� 24．2�
611 ヴ ィ ラ 牝3鹿 54 小牧 太窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 17．9�
816 ルールビクトリア 牝3栗 54 北村 友一儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 472＋ 4 〃 クビ 17．0�
714 キュークッキング 牝3黒鹿54 酒井 学栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 468－ 6 〃 ハナ 11．7�
47 ティップトップ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 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－ 21：08．4� 21．5�

48 エイコーンウィル 牝3黒鹿54 浜中 俊 	ローレルレーシング 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 442－ 21：08．71� 1．6

12 メイショウワザクラ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 454＋101：08．91� 127．6�
817 スリーアロー 牝3黒鹿54 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486＋141：09．11� 27．7�
612 サクラハナフブキ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 446－ 21：09．2� 298．7
11 フィラデルフィア 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 	ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 398－181：09．3� 87．5�
715 スカイファンタジー 牝3栗 54 太宰 啓介�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 476＋ 21：09．4� 28．7�
24 シセイタマテ 牝3鹿 54 幸 英明猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 白井牧場 448＋ 2 〃 クビ 246．2�
59 サーレムフォレスト 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �社台レースホース橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 81：09．5クビ 185．7�
23 タマモテンカラット 牝3栗 54 松山 弘平タマモ	 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 480＋ 61：09．81� 30．3�
35 スターレット 牝3鹿 54 丸野 勝虎�谷川牧場 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 442－ 61：10．22� 435．9�

（愛知）

713 プリミティブラブ 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬 	グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 460－121：10．3� 17．3�
818 ウイングパラダイス 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二 	ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 81：10．61� 205．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，591，900円 複勝： 48，523，700円 枠連： 14，330，500円
馬連： 46，354，800円 馬単： 31，899，100円 ワイド： 29，583，500円
3連複： 65，455，800円 3連単： 99，964，500円 計： 362，703，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 280円 � 470円 � 490円 枠 連（3－5） 6，000円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，470円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 20，300円 3 連 単 ��� 98，200円

票 数

単勝票数 計 265919 的中 � 34904（2番人気）
複勝票数 計 485237 的中 � 50138（2番人気）� 25656（3番人気）� 24809（4番人気）
枠連票数 計 143305 的中 （3－5） 1851（19番人気）
馬連票数 計 463548 的中 �� 7424（14番人気）
馬単票数 計 318991 的中 �� 2856（23番人気）
ワイド票数 計 295835 的中 �� 5757（14番人気）�� 5232（16番人気）�� 2071（41番人気）
3連複票数 計 654558 的中 ��� 2418（64番人気）
3連単票数 計 999645 的中 ��� 738（273番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．8―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．0―44．4―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 8，10（3，16）（6，17，15）（14，18）11（4，12，13）（7，5）（1，9）－2 4 8，10（3，6，16）17（11，14，15）－12（4，18）（7，13）（1，5）9，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトルムーングロウ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．27生 牝3栗 母 ポ リ リ ズ ム 母母 スプリットザナイト 9戦1勝 賞金 10，700，000円
〔制裁〕 サーレムフォレスト号の騎手藤懸貴志は，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）

サーレムフォレスト号の騎手藤懸貴志は，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10，000円。（被害馬：13
番）
バトルムーングロウ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

※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 アップカレント号
（非抽選馬） 2頭 サンバレッスン号・ハワイアンリズ号
※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7日 晴 良 （26小倉2）第12日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．9
1：45．9

良
良

55 ク レ ス ト 牡2青鹿 54
51 ▲松若 風馬前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ―1：49．8 7．0�
11 オ デ ッ タ 牝2黒鹿54 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 448 ―1：49．9� 4．3�
22 イチザサムライ 牡2栗 54

51 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 456 ―1：50．32� 29．1�
33 フェブカリエンテ 牡2青鹿54 太宰 啓介釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 508 ―1：51．04 57．5�
44 アイファーマグオー 牡2栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 504 ― 〃 クビ 46．9�
77 シルバーソード 牡2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492 ―1：51．74 7．3	
89 ティーエスバラ 牡2鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494 ―1：51．91� 13．8

810 セルリアンセレーノ 牡2栗 54 小牧 太�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 500 ―1：52．75 2．9�
78 ミスタービッグ 牡2鹿 54

53 ☆中井 裕二田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 444 ―1：53．01	 121．4
66 
 サウンドクラフト 牡2鹿 54 武 豊増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 454 ― 〃 クビ 4．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，730，400円 複勝： 21，787，600円 枠連： 7，903，600円
馬連： 35，989，600円 馬単： 22，799，800円 ワイド： 16，058，700円
3連複： 43，804，400円 3連単： 83，391，900円 計： 252，466，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 190円 � 450円 枠 連（1－5） 1，480円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，770円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 8，850円 3 連 単 ��� 47，680円

票 数

単勝票数 計 207304 的中 � 23386（4番人気）
複勝票数 計 217876 的中 � 23572（5番人気）� 35281（3番人気）� 10491（7番人気）
枠連票数 計 79036 的中 （1－5） 4125（8番人気）
馬連票数 計 359896 的中 �� 17196（8番人気）
馬単票数 計 227998 的中 �� 4551（18番人気）
ワイド票数 計 160587 的中 �� 7278（6番人気）�� 2251（21番人気）�� 3336（16番人気）
3連複票数 計 438044 的中 ��� 3711（30番人気）
3連単票数 計 833919 的中 ��� 1268（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．4―49．8―1：01．8―1：14．4―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4
1
3
2（5，6，10）－1，7，4，9，3，8
2（5，7）（1，9）4（6，10）3－8

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

勝馬の
紹 介

ク レ ス ト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Darshaan 初出走

2012．2．15生 牡2青鹿 母 キュンティア 母母 One Life 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 イチザサムライ号の調教師坪憲章は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

23138 9月7日 晴 良 （26小倉2）第12日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

23 ニシノチャステティ 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 442－ 82：01．2 18．6�
11 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 466＋ 62：01．51� 2．3�
48 エクストレミティー 牡3鹿 56 幸 英明 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B492＋ 62：01．71� 5．5�
817 スズカビスタ 牡3鹿 56 国分 優作永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 462－ 42：02．01� 24．8�
35 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 	島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 B456± 02：02．1
 45．6�
818 トウケイアロー 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 468－ 6 〃 クビ 44．4�
715 ザトゥルーエアー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 474± 0 〃 アタマ 14．7

12 スリーキーパー 牝3栗 54 D．ペロヴィッチ 永井商事	 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 438± 02：02．2
 63．8�

（伊）

611 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56 酒井 学サンエイ開発	 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 452－ 22：02．41 73．6�

714 ロードプライド 牡3黒鹿56 浜中 俊 	ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 518＋28 〃 クビ 4．5
713 モ ナ ル カ 牡3栗 56 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 442＋ 62：02．61� 282．7�
36 ウォーヘッド 牡3黒鹿56 川須 栄彦	G1レーシング 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 22：02．81� 127．5�
510 レッドルーメン 牡3鹿 56 和田 竜二 	東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478± 02：03．01� 9．0�
59 グレイトハスラー 牡3栗 56 北村 友一小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 470＋ 2 〃 ハナ 48．3�
24 アイファーソーニョ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 470－ 22：03．42
 398．6�
47 トウカイバランス 牡3黒鹿56 松山 弘平内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 438－ 62：03．72 181．5�
612 ショウナンバレッタ 牝3鹿 54 川島 信二�湘南 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 42：03．8クビ 32．1�
816 メイショウフクジュ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 490－182：05．18 248．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，573，100円 複勝： 33，817，400円 枠連： 14，843，200円
馬連： 47，100，000円 馬単： 26，129，800円 ワイド： 26，942，000円
3連複： 61，779，200円 3連単： 88，429，800円 計： 322，614，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 320円 � 140円 � 190円 枠 連（1－2） 1，640円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，050円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 25，770円

票 数

単勝票数 計 235731 的中 � 10102（6番人気）
複勝票数 計 338174 的中 � 21047（6番人気）� 78177（1番人気）� 44961（3番人気）
枠連票数 計 148432 的中 （1－2） 6995（7番人気）
馬連票数 計 471000 的中 �� 19227（6番人気）
馬単票数 計 261298 的中 �� 3311（20番人気）
ワイド票数 計 269420 的中 �� 10995（5番人気）�� 6015（11番人気）�� 23833（1番人気）
3連複票数 計 617792 的中 ��� 17372（4番人気）
3連単票数 計 884298 的中 ��� 2487（66番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．1―12．8―12．3―11．9―12．1―12．3―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．7―48．5―1：00．8―1：12．7―1：24．8―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4
1
3

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

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

ニシノチャステティ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．7．13 中京10着

2011．3．19生 牝3栗 母 パープルストック 母母 パープルホワイト 17戦1勝 賞金 9，790，000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） 3頭 ジョウノソフィア号・バトルスパート号・ヤマカツスピード号
※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。



23139 9月7日 晴 稍重 （26小倉2）第12日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000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

59 サクセスグローリー 牡3黒鹿54 藤岡 佑介髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 538－121：44．9 1．5�

815 メイショウヒコボシ 牡3鹿 54
53 ☆中井 裕二松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 516－ 21：46．28 35．8�

23 チュウワストライク 牡5鹿 57 国分 優作中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 504± 01：46．62� 186．6�
714 サンライズワールド �4栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 446＋ 21：46．7� 5．5�
816 ミッキークリスエス 牡5黒鹿57 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528± 0 〃 ハナ 32．8�
35 � ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460－ 4 〃 アタマ 18．9�
510 ボストンリョウマ 牡6青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480＋ 41：47．33� 78．1

612 ダンツトゥルース 牡3鹿 54

51 ▲松若 風馬山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B462－ 21：47．62 29．7�
11 メイショウアサアケ 牡5黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 486－141：47．92 7．4�
12 � ノーザンレディー 牝4栗 55 高倉 稜松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 486＋ 41：48．0� 108．4
24 オ ル ド リ ン 牡3黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450＋101：48．21	 15．4�
713 キーブランド 牡5鹿 57 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 526＋ 4 〃 ハナ 59．8�
48 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 丸野 勝虎小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 450＋181：48．3� 367．3�

（愛知）

47 メイショウイッシン 牡6黒鹿 57
54 ▲義 英真松本 和子氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 510－ 21：49．04 328．1�

36 ラフィネシチー 牝3青鹿52 幸 英明 	友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 B446＋ 21：49．42� 56．5�
611 マイアリエス 牡3鹿 54 酒井 学	アカデミー 作田 誠二 新冠 清水 弘昭 500＋121：52．1大差 254．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，065，300円 複勝： 59，366，900円 枠連： 16，995，700円
馬連： 58，235，600円 馬単： 40，414，100円 ワイド： 31，863，200円
3連複： 76，849，200円 3連単： 134，630，800円 計： 451，420，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 500円 � 1，200円 枠 連（5－8） 760円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 3，560円 �� 20，420円

3 連 複 ��� 61，180円 3 連 単 ��� 163，220円

票 数

単勝票数 計 330653 的中 � 173027（1番人気）
複勝票数 計 593669 的中 � 311738（1番人気）� 16162（8番人気）� 6132（12番人気）
枠連票数 計 169957 的中 （5－8） 17195（3番人気）
馬連票数 計 582356 的中 �� 18328（8番人気）
馬単票数 計 404141 的中 �� 10053（9番人気）
ワイド票数 計 318632 的中 �� 7992（10番人気）�� 2282（33番人気）�� 391（82番人気）
3連複票数 計 768492 的中 ��� 942（119番人気）
3連単票数 計1346308 的中 ��� 598（359番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―12．5―12．3―12．0―12．3―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―42．3―54．6―1：06．6―1：18．9―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクセスグローリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．15 京都1着

2011．4．7生 牡3黒鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス 6戦2勝 賞金 20，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイアリエス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月7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。
（非当選馬） 2頭 クリノアマダブラム号・ナムララオウ号
（非抽選馬） 1頭 グロシュラライト号
※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。

23140 9月7日 晴 良 （26小倉2）第12日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，300，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 エーシンエムディー 牝5黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 476＋161：08．0 5．0�
12 セ シ リ ア 牝5栗 55 川須 栄彦田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 452＋ 21：08．21� 7．0�
612 スピリットレイク 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508＋101：08．41� 40．7�

48 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 国分 優作笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 508＋ 8 〃 クビ 124．7�
59 ア ブ ニ ー ル 牝3鹿 53 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 41：08．5クビ 33．9�
816 ユウキファイン 牝3栗 53 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 480＋121：08．6� 19．8	
24 クラウンアイリス 牝3栗 53 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 408＋18 〃 クビ 14．9

713 ハッピーアビラ 牝5鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 4．3�
817 ヨッテウタッテ 牝3鹿 53

50 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 462＋ 8 〃 ハナ 22．2�
714 ネオヴィクトリア 牝4黒鹿55 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 458－ 21：08．7� 19．0
36 チェネレントラ 牝4鹿 55 高倉 稜 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 41：09．01� 15．4�
11 	 アートアロング 牝4栗 55 小牧 太寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 432－131：09．32 52．3�
35 	 ケージーサクランボ 牝4黒鹿55 丸野 勝虎川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 450＋201：09．51� 135．2�

（愛知）

23 レッドレイチェル 牝3鹿 53 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 460－ 41：09．71� 6．6�
611 オールオブナイト 牝3黒鹿53 武 豊市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 428＋121：10．02 11．4�
715 パイレートクイーン 牝3鹿 53

50 ▲義 英真 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 428＋ 8 〃 クビ 72．0�
47 ドナエテルニテ 牝3鹿 53 藤岡 佑介山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 462＋161：10．21� 30．3�
818 ドラゴンサクラ 牝4青鹿 55

54 ☆中井 裕二大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428－ 2 （競走中止） 35．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，550，400円 複勝： 46，461，300円 枠連： 19，512，900円
馬連： 72，589，600円 馬単： 32，587，000円 ワイド： 35，263，800円
3連複： 91，204，200円 3連単： 121，167，300円 計： 444，336，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 260円 � 1，020円 枠 連（1－5） 2，120円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 4，200円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 36，770円 3 連 単 ��� 177，820円

票 数

単勝票数 計 255504 的中 � 40321（2番人気）
複勝票数 計 464613 的中 � 71524（2番人気）� 48946（4番人気）� 9425（14番人気）
枠連票数 計 195129 的中 （1－5） 7116（11番人気）
馬連票数 計 725896 的中 �� 25903（5番人気）
馬単票数 計 325870 的中 �� 6588（8番人気）
ワイド票数 計 352638 的中 �� 12451（4番人気）�� 2106（51番人気）�� 1464（69番人気）
3連複票数 計 912042 的中 ��� 1860（117番人気）
3連単票数 計1211673 的中 ��� 494（572番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．9―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―32．9―44．4―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 2，7（15，16）9（12，17）10，14（6，4，13）（1，5，18）（8，11）3 4 2，16（7，10，17）9（12，15，14）13（6，4）（8，11）（1，5）3

勝馬の
紹 介

エーシンエムディー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．6．26 阪神3着

2009．4．3生 牝5黒鹿 母 エイシンルーデンス 母母 エイシングレシャス 22戦2勝 賞金 40，483，000円
〔競走中止〕 ドラゴンサクラ号は，4コーナーで，外側に斜行した「ハッピーアビラ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ヨッテウタッテ号の騎手松若風馬は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

エーシンエムディー号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
ハッピーアビラ号の騎手浜中俊は，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：18番・11番・3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 ハイキートーン号
（非抽選馬） 1頭 ウメ号
※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7日 晴 良 （26小倉2）第12日 第9競走 ��1，800�
わ か と お お は し

若 戸 大 橋 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

48 キングストーン 牡3鹿 54 武 豊寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 496± 01：47．2 3．3�
11 フロリダパンサー 牡3青鹿54 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478＋ 81：47．51� 6．7�
714 ピエールドリュヌ 牝3黒鹿52 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 474＋ 4 〃 クビ 17．8�
24 クールオープニング 牡3青鹿54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 01：47．71� 5．8�
816 ビオラフォーエバー 牡3栗 54 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 2 〃 ハナ 10．9�
611 メイショウラバンド 牝3鹿 52 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 450＋ 4 〃 ハナ 22．5	
713 テーオービックバン 牡3栗 54 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 8 〃 クビ 9．0

12 スカイキューティー 牝4黒鹿55 松山 弘平杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 480± 0 〃 ハナ 27．7�
612 ワクワクカンヲ 牡3鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464＋ 61：47．91� 5．4�
36 � モンテエクリプス 牡5鹿 57 国分 優作毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 448－151：48．11� 31．5
47 フェイマスエンド 牡3栗 54 川須 栄彦有限会社シルク	島 一歩 新冠 中村農場 466＋ 2 〃 ハナ 116．3�
510 フォルシャー 牡3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466＋ 6 〃 アタマ 72．3�
23 ノアオーカン 牡4黒鹿57 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 476＋ 4 〃 アタマ 32．4�
35 ナリタプリムローズ 牝5鹿 55 国分 恭介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 460＋ 81：48．31 208．6�
59 ディオーサシチー 牝4鹿 55 岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 468＋ 41：48．4
 65．5�
815� ビコーワンダフル 牝5栗 55 佐久間寛志�レジェンド 田所 秀孝 新ひだか 山口 修二 432＋101：50．1大差 554．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，773，200円 複勝： 50，150，500円 枠連： 22，851，200円
馬連： 87，982，800円 馬単： 42，907，600円 ワイド： 40，500，000円
3連複： 109，610，200円 3連単： 157，824，300円 計： 542，599，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 210円 � 450円 枠 連（1－4） 1，250円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，320円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 24，570円

票 数

単勝票数 計 307732 的中 � 73721（1番人気）
複勝票数 計 501505 的中 � 91414（1番人気）� 65784（3番人気）� 23022（7番人気）
枠連票数 計 228512 的中 （1－4） 14160（8番人気）
馬連票数 計 879828 的中 �� 51208（2番人気）
馬単票数 計 429076 的中 �� 14850（2番人気）
ワイド票数 計 405000 的中 �� 16355（5番人気）�� 7785（13番人気）�� 5222（25番人気）
3連複票数 計1096102 的中 ��� 10635（22番人気）
3連単票数 計1578243 的中 ��� 4657（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．3―48．4―1：00．2―1：11．9―1：23．5―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
8，1，16（9，11）－14（10，13）（2，6）12，4（3，15）（5，7）
8（1，16）（9，10）11，14（13，12）2（3，6）4（5，7，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングストーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．24 京都3着

2011．3．6生 牡3鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー 5戦2勝 賞金 19，076，000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。
（非抽選馬） 3頭 ダノンドリーム号・テイエムレンジャー号・デンコウリキ号

23142 9月7日 晴 稍重 （26小倉2）第12日 第10競走 ��
��1，700�西日本スポーツ杯

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

西日本新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

35 � サカジロスイセイ 牡5鹿 57 幸 英明ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 514－ 21：45．3 35．2�
816 アクションバイオ 牡4黒鹿57 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 492－ 6 〃 ハナ 18．1�
24 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 41：46．04 3．7�
714 ペガサスフォース 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 81：46．32 33．2�
12 ツルマルスピリット 牡7青鹿57 北村 友一鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 506± 01：46．4	 33．8�
36 ショウナンラムジ 牡5鹿 57 D．ペロヴィッチ 国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 490－10 〃 クビ 44．6	

（伊）

713 ワンダーコロアール 牡5黒鹿57 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 480＋101：46．5クビ 6．2

510 ロスヴァイセ 牝3黒鹿52 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：46．71
 7．2�
59 タガノラルフ 牡4青鹿57 和田 竜二八木 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 488＋101：47．02 8．4
23 ポメグラネイト 牡3栗 54 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 548＋ 2 〃 クビ 23．0�
11 マルカファイン 牡5栗 57 高倉 稜河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 506＋10 〃 ハナ 5．3�
611� メイショウオトコギ �5栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 480＋ 61：47．31� 169．6�
47 キクノレジーナ 牝6青 55 丸野 勝虎菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 472＋ 21：47．51	 376．7�

（愛知）

48 テイエムボッケモン 牡3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 490＋ 51：47．82 57．1�
612 プルーフポジティブ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 476＋ 61：48．0� 44．2�
815 フローズンロープ 牡3黒鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 21：49．7大差 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，552，500円 複勝： 51，980，800円 枠連： 30，907，800円
馬連： 130，606，200円 馬単： 56，053，300円 ワイド： 46，567，300円
3連複： 148，238，500円 3連単： 223，961，100円 計： 723，867，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 820円 � 640円 � 180円 枠 連（3－8） 6，890円

馬 連 �� 33，250円 馬 単 �� 71，740円

ワ イ ド �� 7，440円 �� 1，520円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 32，650円 3 連 単 ��� 378，480円

票 数

単勝票数 計 355525 的中 � 8059（11番人気）
複勝票数 計 519808 的中 � 13819（11番人気）� 18365（8番人気）� 100391（1番人気）
枠連票数 計 309078 的中 （3－8） 3473（23番人気）
馬連票数 計1306062 的中 �� 3044（67番人気）
馬単票数 計 560533 的中 �� 586（137番人気）
ワイド票数 計 465673 的中 �� 1570（70番人気）�� 8009（19番人気）�� 8643（15番人気）
3連複票数 計1482385 的中 ��� 3405（101番人気）
3連単票数 計2239611 的中 ��� 429（941番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．1―13．1―12．3―11．9―12．4―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．9―43．0―55．3―1：07．2―1：19．6―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�サカジロスイセイ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ヘクタープロテクター

2009．3．29生 牡5鹿 母 タガノビーム 母母 ダイナビーム 32戦3勝 賞金 49，034，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ペガサスフォース号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ペガサスフォース号は，平成26年9月8日から平成26年9月28日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 オウケンゴールド号・トップオブザヘヴン号・ブロッケン号・メイショウソラーレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



23143 9月7日 晴 良 （26小倉2）第12日 第11競走 ��
��1，200�第34回小倉2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 30，000，000円 12，000，000円 7，500，000円 4，500，000円 3，000，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

48 オーミアリス 牝2黒鹿54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 440－ 21：08．4 120．2�
816 レオパルディナ 牝2鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 412± 0 〃 ハナ 3．3�
713 スノーエンジェル 牝2芦 54 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 450＋ 81：08．5� 4．3�
24 ゼンノイザナギ 牡2栗 54 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 470－ 4 〃 アタマ 5．6�
23 リッパーザウィン 牡2栗 54 D．ペロヴィッチ�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490± 01：08．6クビ 34．7	
（伊）

611 タガノアザガル 牡2黒鹿54 藤岡 佑介八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434± 01：09．02� 20．1


715 セカンドテーブル 牡2栗 54 義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 448± 01：09．1クビ 15．7�
612 タガノヴェルリー 牝2鹿 54 武 幸四郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 4 〃 ハナ 10．7�
714 デイドリーム 牝2栗 54 国分 恭介三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 474＋ 41：09．2� 35．3
35 ダンツメガヒット 牡2栗 54 川須 栄彦山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 476＋12 〃 アタマ 176．7�
12 クリノヤクマン 牡2鹿 54 熊沢 重文栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 474－ 41：09．3� 104．8�
817 オメガタックスマン 牡2鹿 54 浜中 俊原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 7．6�
818 クールホタルビ 牝2栗 54 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 426＋ 61：09．5� 18．5�
510 ノーブルルージュ 牝2黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 456＋ 4 〃 ハナ 33．6�
11 メイショウマサカゼ 牡2黒鹿54 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 500－ 6 〃 アタマ 46．9�
36 ロ ッ ト リ ー 牝2鹿 54 藤懸 貴志青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 410＋ 81：09．82 50．6�
59 ヒマラヤテンカ 牝2青 54 岩崎 翼辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 464－ 21：10．22� 258．3�

（17頭）
47 タムロダイチ 牡2鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 492－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 104，101，800円 複勝： 134，049，200円 枠連： 117，832，000円
馬連： 386，548，100円 馬単： 170，401，100円 ワイド： 128，053，700円
3連複： 518，503，600円 3連単： 837，152，300円 計： 2，396，641，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，020円 複 勝 � 1，960円 � 150円 � 180円 枠 連（4－8） 2，580円

馬 連 �� 21，630円 馬 単 �� 64，410円

ワ イ ド �� 6，250円 �� 8，890円 �� 410円

3 連 複 ��� 38，210円 3 連 単 ��� 472，690円

票 数

単勝票数 差引計1041018（返還計 34260） 的中 � 6927（15番人気）
複勝票数 差引計1340492（返還計 55300） 的中 � 11676（15番人気）� 291254（1番人気）� 212511（2番人気）
枠連票数 差引計1178320（返還計 2224） 的中 （4－8） 35281（9番人気）
馬連票数 差引計3865481（返還計286688） 的中 �� 13846（55番人気）
馬単票数 差引計1704011（返還計121970） 的中 �� 1984（128番人気）
ワイド票数 差引計1280537（返還計120238） 的中 �� 4940（57番人気）�� 3463（75番人気）�� 90595（1番人気）
3連複票数 差引計5185036（返還計721296） 的中 ��� 10177（111番人気）
3連単票数 差引計8371523（返還計1026161） 的中 ��� 1284（1046番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．0―44．4―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーミアリス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Royal Academy デビュー 2014．8．2 小倉1着

2012．4．12生 牝2黒鹿 母 ポットアカデミー 母母 ベ ー シ イ ド 2戦2勝 賞金 35，530，000円
〔競走除外〕 タムロダイチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後球節部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻7分遅延。
〔制裁〕 オーミアリス号の騎手国分優作は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タムロダイチ号は，平成26年9月8日から平成26年10月7日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔調教再審査〕 メイショウマサカゼ号は，発走後に内側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウィッシュハピネス号・シゲルチャグチャグ号・ブラッククローバー号
※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。

23144 9月7日 晴 良 （26小倉2）第12日 第12競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000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
2：38．1
2：37．3

良
良

714 マハロチケット 牡3鹿 54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 466＋ 42：39．7 3．5�

47 ペンタトニック 牡3栗 54 武 豊吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 4．3�
59 ロ ゼ ラ ニ 牝4鹿 55 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 478－ 42：40．01� 34．1�
510 マルクナッテ 牝3栗 52

49 ▲義 英真小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 416＋102：40．21 6．8�
11 マッチボックス 牡3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 512＋ 8 〃 アタマ 6．9�
35 レッドシェリフ 牡6栗 57

54 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496－ 42：40．3	 18．4	
611 ピースメーカー 牡3鹿 54 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 8 〃 クビ 16．1

713 サンライズジャパン 牡3鹿 54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 514－ 22：40．93	 47．1�
612 プランスペスカ 牡4鹿 57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 454－ 42：41．53	 4．7�
24 メイショウダンロ 牡3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442＋ 82：42．13	 102．0
816 ベストガーディアン 牝3鹿 52 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 534± 02：42．31	 51．3�
23 
 ビーチブレイブ 牡4芦 57 和田 竜二谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496± 02：43．25 37．5�
815 ベラドンナリリー 牝3黒鹿52 川島 信二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 446± 0 〃 クビ 279．1�
48 � ゴールドソレイユ 牝3栗 52 丸野 勝虎合同会社JPN技研 山中 輝久 日高 ナカノファーム 428－ 52：43．51� 308．6�

（笠松） （愛知）

36 ハワイアンローズ 牝3鹿 52 藤懸 貴志吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 402－ 22：46．6大差 145．0�
12 � キャニオンシャイン 牝3鹿 52 筒井 勇介小栗 孝一氏 山中 輝久 浦河 谷川牧場 448－ 42：48．8大差 333．9�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，926，400円 複勝： 61，461，000円 枠連： 34，315，700円
馬連： 141，324，700円 馬単： 66，508，400円 ワイド： 56，064，800円
3連複： 178，048，400円 3連単： 309，563，500円 計： 896，212，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 170円 � 590円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，830円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 26，250円

票 数

単勝票数 計 489264 的中 � 109766（1番人気）
複勝票数 計 614610 的中 � 125769（1番人気）� 100868（3番人気）� 19011（8番人気）
枠連票数 計 343157 的中 （4－7） 30477（4番人気）
馬連票数 計1413247 的中 �� 139866（1番人気）
馬単票数 計 665084 的中 �� 28736（2番人気）
ワイド票数 計 560648 的中 �� 52245（1番人気）�� 7284（20番人気）�� 6737（22番人気）
3連複票数 計1780484 的中 ��� 18449（21番人気）
3連単票数 計3095635 的中 ��� 8549（80番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―12．4―12．3―13．1―13．0―12．3―12．0―11．8―12．0―12．0―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�
12．7―24．0―36．2―48．6―1：00．9―1：14．0―1：27．0―1：39．3―1：51．3―2：03．1―2：15．1―2：27．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マハロチケット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2014．2．23 小倉1着

2011．3．29生 牡3鹿 母 ホッテストチケット 母母 リザーブシート 4戦2勝 賞金 17，362，000円
〔騎手変更〕 ハワイアンローズ号の騎手酒井学は，第11競走の発馬機内での負傷のため藤懸貴志に変更。
〔制裁〕 プランスペスカ号の調教師松永昌博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハワイアンローズ号・キャニオンシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年10月7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） 1頭 ランズデール号
（非抽選馬） 1頭 ロコモーション号
※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



（26小倉2）第12日 9月7日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 191頭 本 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

203，410，000円
7，700，000円
2，100，000円
18，370，000円
70，167，000円
5，255，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
404，305，200円
660，582，300円
311，965，700円
1，124，421，400円
569，880，400円
475，175，100円
1，453，874，500円
2，339，219，400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 7，339，424，000円

総入場人員 14，853名 （有料入場人員 12，792名）



平成26年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，059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

2，339，750，000円
6，240，000円
106，860，000円
18，540，000円
207，500，000円
760，475，000円
59，501，200円
19，766，400円

勝馬投票券売得金
4，056，690，900円
6，523，889，300円
2，605，794，000円
10，667，899，600円
5，869，155，800円
4，683，489，500円
13，835，812，000円
24，240，903，800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 72，483，634，900円

総入場延人員 123，585名 （有料入場延人員 97，710名）
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