
22133 9月6日 曇 重 （27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

714 タンギモウジア 牝2鹿 54 岩田 康誠桑畑 �信氏 橋口弘次郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 21：09．3 3．2�
48 マーブルフレンテ 牝2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 488＋101：09．51� 7．5�
611 キンシロケット 牡2鹿 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 464＋ 6 〃 クビ 19．7�
510 スナークスカイ 牡2鹿 54 	島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 448－ 6 〃 ハナ 43．6�
818 ロ ッ ク オ ン 牡2栗 54 浜中 俊石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 442－ 4 〃 ハナ 8．9�
713 サイタスリーレッド 牡2鹿 54 太宰 啓介西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 472－ 41：09．6
 124．7	
816 ラファールフォー 牡2鹿 54 北村 友一森本 悳男氏 清水 久詞 日高 モリナガファーム 444－ 21：09．7クビ 6．4

23 ショーストーム 牡2鹿 54 和田 竜二吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 464± 01：09．8� 17．2�
12 アンデンモント 牡2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 452＋ 2 〃 アタマ 41．7�
612 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 442＋ 81：10．01� 46．2
24 タガノミシュラン 牡2鹿 54

51 ▲	島 克駿八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456± 01：10．1
 25．2�

715 テゾーロミノル 牡2鹿 54 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 464－ 8 〃 アタマ 15．4�
817 チョウキタイ 牝2青鹿54 武 豊丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 438＋ 21：10．42 6．1�
35 フ ラ ッ ク ス 牝2栗 54 岡田 祥嗣山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 424－121：10．5� 277．3�
36 チャーミングリリ 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 418－ 6 〃 アタマ 138．1�
11 ゴールデンリバー 牡2栗 54 大下 智河越 武治氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 410－10 〃 ハナ 85．2�
47 アイファーチェリー 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 400± 01：10．92� 273．2�
59 カシノナイト 牡2鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 464－ 21：11．11� 259．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，041，900円 複勝： 26，303，400円 枠連： 14，283，100円
馬連： 41，379，100円 馬単： 21，296，800円 ワイド： 25，324，200円
3連複： 66，578，800円 3連単： 75，232，300円 計： 288，439，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 200円 � 460円 枠 連（4－7） 1，060円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，200円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 22，220円

票 数

単勝票数 計 180419 的中 � 45846（1番人気）
複勝票数 計 263034 的中 � 55178（1番人気）� 34074（3番人気）� 11234（8番人気）
枠連票数 計 142831 的中 （4－7） 10361（4番人気）
馬連票数 計 413791 的中 �� 27266（2番人気）
馬単票数 計 212968 的中 �� 7687（3番人気）
ワイド票数 計 253242 的中 �� 14297（1番人気）�� 5265（13番人気）�� 4519（19番人気）
3連複票数 計 665788 的中 ��� 7985（16番人気）
3連単票数 計 752323 的中 ��� 2454（57番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．6―11．9―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンギモウジア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Belong to Me デビュー 2015．7．5 中京4着

2013．2．28生 牝2鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 タガノミシュラン号の騎手	島克駿は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・6番）

22134 9月6日 曇 重 （27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

24 プレミオテーラー 牝3黒鹿54 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 480± 01：47．8 1．9�
611 シャイニングスター 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 B492＋ 41：48．22� 6．5�
510 メルドオール 牡3鹿 56 �島 良太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 434＋ 41：48．3	 5．8�
11 
 ヌーヴェルレーヌ 牝3栗 54 武 豊青山 洋一氏 笹田 和秀 愛 Sunderland

Holdings Inc 434± 01：48．4	 46．2�
47 グディーズタイガー 牡3黒鹿56 松山 弘平田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 452＋ 61：49．46 13．7�
815 パイオニアステップ 牡3鹿 56 C．ルメール 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：49．61� 4．9

48 
 シウダニーニャ 牝3栗 54 和田 竜二一村 哲也氏 森 秀行 米 Diamond A

Racing Corp. 450－ 41：49．7	 407．3�
59 メイショウメイザン 牡3鹿 56 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 476＋101：49．8クビ 89．1�
12 マンテンスマイル 牡3鹿 56 佐久間寛志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 482± 0 〃 アタマ 142．2
713 フェイマスワーズ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人 	サンデーレーシング 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 クビ 218．0�
36 ブーケオブローズ 牝3栃栗54 北村 友一岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：50．33 42．6�
23 メイショウヤマザト 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 478＋ 61：50．4� 300．0�
714 モーントバーン 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 434－ 4 〃 アタマ 281．6�

816 ゴールデンレコード 牝3青鹿54 川須 栄彦吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 478＋ 81：50．71	 38．9�
612 ル サ リ エ 牝3鹿 54 幸 英明飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 410－ 6 〃 クビ 22．7�
35 ウォーターマグレブ �3鹿 56 畑端 省吾山岡 良一氏 �島 一歩 浦河 畔高牧場 B510－181：51．44 302．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，231，800円 複勝： 34，164，600円 枠連： 10，683，200円
馬連： 40，404，600円 馬単： 25，824，400円 ワイド： 22，711，600円
3連複： 59，692，000円 3連単： 93，264，100円 計： 307，976，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（2－6） 350円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 200円 �� 280円 �� 470円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 2，850円

票 数

単勝票数 計 212318 的中 � 84985（1番人気）
複勝票数 計 341646 的中 � 152158（1番人気）� 44961（2番人気）� 32082（4番人気）
枠連票数 計 106832 的中 （2－6） 23249（1番人気）
馬連票数 計 404046 的中 �� 67242（1番人気）
馬単票数 計 258244 的中 �� 29483（1番人気）
ワイド票数 計 227116 的中 �� 33251（1番人気）�� 20262（3番人気）�� 10605（6番人気）
3連複票数 計 596920 的中 ��� 47633（2番人気）
3連単票数 計 932641 的中 ��� 23724（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．5―12．2―11．8―11．7―11．7―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．5―48．7―1：00．5―1：12．2―1：23．9―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレミオテーラー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．5．23 京都4着

2012．2．18生 牝3黒鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 6戦1勝 賞金 8，350，000円
※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 サダムジャポン号

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

第２回 小倉競馬 第12日



22135 9月6日 曇 不良 （27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

69 メイショウボノム 牡3鹿 56
55 ☆松若 風馬松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458± 0 58．0 2．6�

58 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 岩田 康誠松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 478－ 4 58．21� 4．4�
34 クランデール 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448± 0 58．41� 12．2�
45 モズアリュール 牝3栗 54 川須 栄彦 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 B454－ 6 58．5クビ 30．8�
814 デンコウコハク 牝3栗 54 幸 英明田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 444± 0 58．81� 19．6	
813 ノーブルコスマー 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 456－ 2 58．9� 17．4


711 イッツマイン 牝3鹿 54
51 ▲�島 克駿 �キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 472＋ 4 59．11� 4．5�

11 カネトシステータス 牝3鹿 54 太宰 啓介兼松 忠男氏 沖 芳夫 新冠 新冠橋本牧場 494± 0 59．73� 101．3�
46 スリーアンゼラ 牝3栗 54 高倉 稜永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 428＋ 2 〃 ハナ 351．3
712 リ ノ サ ン ス 牡3栗 56 和田 竜二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 476＋30 〃 アタマ 6．2�
610 ツルミスカイ 牝3栗 54 川島 信二�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 462－181：00．12� 233．6�
57 オグリバード 牡3鹿 56 国分 優作小栗 孝一氏 柴田 政見 浦河 鳥井 征士 482 ―1：00．41� 209．1�
22 アドマイヤゼン 牡3芦 56 松山 弘平近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：00．5� 196．3�
33 フ ェ テ ィ ア 牡3黒鹿56 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 492＋ 61：02．5大差 53．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，367，600円 複勝： 28，493，100円 枠連： 10，562，200円
馬連： 40，353，300円 馬単： 23，493，800円 ワイド： 22，659，700円
3連複： 53，379，000円 3連単： 80，719，100円 計： 283，027，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 570円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 5，390円

票 数

単勝票数 計 233676 的中 � 70828（1番人気）
複勝票数 計 284931 的中 � 94921（1番人気）� 48933（2番人気）� 19456（6番人気）
枠連票数 計 105622 的中 （5－6） 14760（2番人気）
馬連票数 計 403533 的中 �� 62338（1番人気）
馬単票数 計 234938 的中 �� 20578（1番人気）
ワイド票数 計 226597 的中 �� 35324（1番人気）�� 9198（6番人気）�� 6565（10番人気）
3連複票数 計 533790 的中 ��� 25246（4番人気）
3連単票数 計 807191 的中 ��� 10843（8番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．7―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウボノム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．29 京都2着

2012．4．7生 牡3鹿 母 テンザンストーム 母母 Rythmical 11戦1勝 賞金 18，990，000円
〔制裁〕 カネトシステータス号の調教師沖芳夫は，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〕 フェティア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイキャンベット号・アスクティターン号・ブレイジング号・マイアトラクション号

22136 9月6日 曇 稍重 （27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）
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

23 アドマイヤジャズ 牡3青鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：08．6 3．0�
36 スカイパッション 牝3栗 54 藤懸 貴志小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 462－ 2 〃 クビ 91．8�
48 � エイシンパライソ 牡3栗 56 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B508－ 41：08．7� 7．2�
817 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 500－ 61：09．01	 3．5�
11 ティーエスナイン 牡3栗 56 幸 英明田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B452± 0 〃 アタマ 6．8�
715 メイケイヘリオス 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬名古屋競馬� 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 528＋ 41：09．1	 25．5	
713� マイグリュック 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 
シルクレーシング 吉村 圭司 英 Watership
Down Stud 474＋ 6 〃 ハナ 42．0�

611 フェリシダーデス 牝3鹿 54 中井 裕二名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 432＋ 2 〃 クビ 214．5�
510 キングカーティス 牡3鹿 56 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 448± 01：09．2	 7．3
612� マ ラ ニ ー ノ 
3鹿 56 川須 栄彦吉田 和美氏 西園 正都 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 486－ 21：09．51� 38．0�
818� リープフロッグ 牡3鹿 56 畑端 省吾�橋口 須貝 尚介 独 Gestut

Ebbesloh 504－ 2 〃 アタマ 45．4�
816 ミラクルナイト 牡3芦 56 �島 良太小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 464± 01：09．82 85．3�
714 オーキャロル 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿�田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 424＋121：09．9	 21．4�
24 ルミナスギャラン 牡3芦 56 浜中 俊小林都美子氏 笹田 和秀 新ひだか 棚川 光男 442＋ 8 〃 クビ 134．4�
35 ノッツダルジェント 牝3青鹿54 酒井 学樋上 博昭氏 庄野 靖志 新ひだか タガミファーム B494＋121：10．21� 39．5�
59 ウォーターマハロ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 486＋ 21：10．41	 380．3�
12 メイショウケンザン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 和子氏 武田 博 浦河 松栄牧場 456－ 21：10．5クビ 282．7�
47 トウシンシロフジ 牡3芦 56 難波 剛健�サトー 村山 明 新冠 長浜牧場 488 ―1：13．2大差 337．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，338，500円 複勝： 32，531，800円 枠連： 13，930，700円
馬連： 50，146，200円 馬単： 26，487，400円 ワイド： 30，436，600円
3連複： 74，711，000円 3連単： 95，778，100円 計： 349，360，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 1，210円 � 230円 枠 連（2－3） 5，360円

馬 連 �� 13，090円 馬 単 �� 18，510円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 540円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 25，590円 3 連 単 ��� 144，960円

票 数

単勝票数 計 253385 的中 � 65591（1番人気）
複勝票数 計 325318 的中 � 71847（2番人気）� 4965（13番人気）� 36880（3番人気）
枠連票数 計 139307 的中 （2－3） 2011（20番人気）
馬連票数 計 501462 的中 �� 2967（32番人気）
馬単票数 計 264874 的中 �� 1073（52番人気）
ワイド票数 計 304366 的中 �� 2547（30番人気）�� 15851（3番人気）�� 1555（44番人気）
3連複票数 計 747110 的中 ��� 2189（70番人気）
3連単票数 計 957781 的中 ��� 479（377番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―11．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．5―44．8―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジャズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．16 京都5着

2012．3．18生 牡3青鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ 6戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウシンシロフジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アドバンスゴード号・サウンドギャツビー号・ノースピーディング号・ベルディーヴァ号・メイショウカンベエ号



22137 9月6日 曇 稍重 （27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

711 ヴ レ 牡2栗 54 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 524 ―1：51．5 9．8�
812 ロードスター 牡2栗 54

51 ▲�島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464 ―1：51．6� 9．0�

45 ボンナヴァン 牡2鹿 54 浜中 俊吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 530 ― 〃 アタマ 1．8�
813 イリデッセンス 牝2黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―1：51．7クビ 4．5�
56 コウザンアプローチ 牡2鹿 54 幸 英明山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 478 ―1：52．44 14．5�
33 デルマオギン 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478 ―1：53．03	 34．1	
57 タイセイエクレール 牡2鹿 54 北村 友一田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 500 ― 〃 ハナ 110．8

68 カシノポップ 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 漆原 一也 434 ― 〃 クビ 133．2�
22 ジョースターライト 牡2青鹿54 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 458 ―1：53．1	 235．2�
44 シゲルホオジロザメ 牡2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 藤川フアーム 490 ―1：53．52	 66．5
11 ダンツワイズ 牡2青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：53．71
 165．4�
710 セルリアンシリウス 牡2鹿 54 高倉 稜�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 480 ―1：54．55 73．1�
69 タムロゴーゴー 牡2鹿 54 国分 優作谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 488 ―1：55．88 22．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，566，100円 複勝： 35，913，300円 枠連： 11，433，300円
馬連： 40，471，700円 馬単： 28，916，100円 ワイド： 22，525，300円
3連複： 53，606，400円 3連単： 98，748，300円 計： 322，180，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 180円 � 200円 � 110円 枠 連（7－8） 960円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 760円 �� 390円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 18，950円

票 数

単勝票数 計 305661 的中 � 26224（4番人気）
複勝票数 計 359133 的中 � 30364（4番人気）� 24201（5番人気）� 188556（1番人気）
枠連票数 計 114333 的中 （7－8） 9173（3番人気）
馬連票数 計 404717 的中 �� 11352（9番人気）
馬単票数 計 289161 的中 �� 3357（21番人気）
ワイド票数 計 225253 的中 �� 6973（9番人気）�� 15080（3番人気）�� 17257（2番人気）
3連複票数 計 536064 的中 ��� 24865（4番人気）
3連単票数 計 987483 的中 ��� 3777（53番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―13．2―13．3―12．4―12．2―11．9―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―38．8―52．1―1：04．5―1：16．7―1：28．6―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
・（8，13）11（5，12）7，6（2，4，10）－（1，9）－3
8（13，11）（5，12）（2，6，7）（4，10）（1，3，9）

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

勝馬の
紹 介

ヴ レ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike 初出走

2013．3．12生 牡2栗 母 ストライキングヴェイル 母母 Yashmak 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22138 9月6日 曇 稍重 （27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）

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

35 ヴァフラーム 牝3鹿 54 岩田 康誠市川真奈美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：00．9 1．9�
48 シームストレス 牝3鹿 54 和田 竜二 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 482－ 22：01．32� 30．8�
36 バイナリーコード 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 476－ 42：01．51� 10．0�
817 プリモレガーロ 牝3鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 38．2�
818 メイショウミソラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 448－ 62：01．6� 59．8�
510 トワイライトキッス 牝3黒鹿54 松山 弘平	ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 82：01．7クビ 18．3

816 アクアブルーハート 牝3黒鹿54 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 大北牧場 426＋ 42：01．8� 29．0�
611 レッドラミア 牝3鹿 54 川田 将雅 	東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 クビ 4．6�
47 カリテスグレース 牝3黒鹿54 幸 英明北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 466＋ 2 〃 アタマ 10．2
59 ラブラドリカ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �シルクレーシング 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 396＋ 42：01．9クビ 251．3�
23 プ リ ー メ ル 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 アタマ 148．1�
11 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 武 幸四郎飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 444＋102：02．0� 66．6�
715 ヴァイスゴルト 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋182：02．31� 250．3�

714 メイケイエンジェル 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬名古屋競馬	 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 488＋122：03．25 28．5�

24 ア ゼ リ ア 牝3鹿 54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B446－ 22：03．51� 40．8�
612 ショウナンライム 牝3青鹿54 武 豊�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 490－ 82：03．71� 16．9�
713 ナリタボレロ 牝3青 54 高倉 稜	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 424 ―2：03．8� 257．8�
12 トウカイネオ 牝3黒鹿54 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 414－ 22：04．54 397．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，163，000円 複勝： 42，550，800円 枠連： 18，058，200円
馬連： 59，488，200円 馬単： 32，826，700円 ワイド： 37，126，200円
3連複： 84，426，300円 3連単： 114，283，500円 計： 419，922，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 590円 � 240円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 950円 �� 400円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 28，040円

票 数

単勝票数 計 311630 的中 � 129521（1番人気）
複勝票数 計 425508 的中 � 173495（1番人気）� 10766（10番人気）� 32788（4番人気）
枠連票数 計 180582 的中 （3－4） 25319（2番人気）
馬連票数 計 594882 的中 �� 18752（7番人気）
馬単票数 計 328267 的中 �� 7139（11番人気）
ワイド票数 計 371262 的中 �� 9777（8番人気）�� 26077（3番人気）�� 2362（39番人気）
3連複票数 計 844263 的中 ��� 8911（22番人気）
3連単票数 計1142835 的中 ��� 2954（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．7―48．5―1：01．1―1：13．4―1：25．3―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．6
1
3

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

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

ヴァフラーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．7．12 中京3着

2012．2．13生 牝3鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 3戦1勝 賞金 7，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヒメキヨヒダカ号



22139 9月6日 曇 不良 （27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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

11 サンデーウィザード 牡3鹿 54
53 ☆松若 風馬巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：43．6 18．9�

69 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 472± 01：43．81� 9．9�
45 タムロミラクル 牡3青鹿54 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472± 0 〃 クビ 2．0�
22 � メジャーシップ 牡4鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 504± 01：44．22� 11．2�
68 マッシヴランナー 牡3黒鹿 54

51 ▲	島 克駿小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 508－10 〃 ハナ 15．1�
710 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 458＋ 61：44．3クビ 15．4	
57 クラウディオス 
5栗 57 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488－12 〃 ハナ 57．9

813 ディグニファイド 牡3栗 54 川須 栄彦 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B536－ 21：44．72� 83．2�
44 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿52 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 434＋ 81：45．33� 27．0�
711 カフジホーク 牡4栗 57 幸 英明加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム B442＋101：45．93� 273．3
33 デイドリーム 牝3栗 52 岩田 康誠三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 468－101：47．07 26．2�
812 ニシオボヌール 牡3黒鹿54 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 500＋ 61：47．42 3．7�
56 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55 小坂 忠士澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 482＋ 21：50．8大差 287．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，372，500円 複勝： 41，528，800円 枠連： 13，729，000円
馬連： 60，353，100円 馬単： 35，250，900円 ワイド： 31，333，500円
3連複： 82，076，700円 3連単： 137，488，100円 計： 432，132，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 400円 � 230円 � 110円 枠 連（1－6） 5，070円

馬 連 �� 7，480円 馬 単 �� 18，140円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 670円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 46，920円

票 数

単勝票数 計 303725 的中 � 12825（7番人気）
複勝票数 計 415288 的中 � 16373（7番人気）� 34998（4番人気）� 166851（1番人気）
枠連票数 計 137290 的中 （1－6） 2096（16番人気）
馬連票数 計 603531 的中 �� 6246（23番人気）
馬単票数 計 352509 的中 �� 1457（49番人気）
ワイド票数 計 313335 的中 �� 3854（24番人気）�� 11869（6番人気）�� 20820（3番人気）
3連複票数 計 820767 的中 ��� 15055（15番人気）
3連単票数 計1374881 的中 ��� 2124（150番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．7―12．6―12．4―11．8―12．3―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．3―41．9―54．3―1：06．1―1：18．4―1：30．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーウィザード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Include デビュー 2014．8．10 小倉2着

2012．2．14生 牡3鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 9戦2勝 賞金 17，300，000円
〔発走状況〕 カフジホーク号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅

延。
〔制裁〕 カフジホーク号の騎手幸英明は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カフジホーク号は，平成27年9月7日から平成27年9月27日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスネバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月6日まで平地競走に

出走できない。
※ミスネバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22140 9月6日 曇 稍重 （27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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 ハ ピ ネ ス 牝4黒鹿55 武 豊 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 488－ 21：08．4 5．7�

48 タガノビーンズ 牝4鹿 55 和田 竜二八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 426－ 41：08．5� 15．1�

818 ダノンルージュ 牝5鹿 55
52 ▲�島 克駿�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 3．6�

817 エ ル ノ ル テ 牝4鹿 55
54 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466± 01：08．6クビ 20．3�

713 アズマクィーン 牝3鹿 53
52 ☆岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 462＋ 21：08．7� 11．1�

23 クラウンアイリス 牝4栗 55 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 406＋ 4 〃 クビ 9．5	
612 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿53 幸 英明桑畑 
信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 516－ 21：08．8� 61．8�
714 ボストンサクラ 牝6黒鹿55 岩田 康誠ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 444－ 2 〃 ハナ 16．6�
816	 キミニヒトメボレ 牝4栗 55 北村 友一大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：08．9� 42．3
11 タマモクラリティー 牝3鹿 53 酒井 学タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 444＋141：09．0� 251．7�
715 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462＋12 〃 アタマ 6．7�
59 ル ア ン ジ ュ 牝3青 53 松山 弘平 �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 476＋ 6 〃 クビ 8．8�
611 テイエムチュラッコ 牝4栗 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 454＋ 81：09．1クビ 37．1�
35 サチノクイーン 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B478＋ 4 〃 アタマ 44．5�
47 ハギノソフィア 牝5栗 55 川須 栄彦安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 468－ 81：09．2� 234．7�
36 トゥルーストーリー 牝3鹿 53 浜中 俊 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472＋141：10．15 24．0�
12 マ ナ オ ラ ナ 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438＋181：10．2クビ 40．8�
510 グランドデザイン 牝3黒鹿53 高倉 稜西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 456＋ 21：10．41� 86．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，309，600円 複勝： 41，133，100円 枠連： 23，561，500円
馬連： 67，601，200円 馬単： 30，212，400円 ワイド： 37，187，800円
3連複： 96，684，300円 3連単： 111，788，900円 計： 439，478，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 350円 � 180円 枠 連（2－4） 2，350円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 850円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 47，560円

票 数

単勝票数 計 313096 的中 � 43224（2番人気）
複勝票数 計 411331 的中 � 45139（3番人気）� 26817（8番人気）� 67833（1番人気）
枠連票数 計 235615 的中 （2－4） 7762（11番人気）
馬連票数 計 676012 的中 �� 11927（18番人気）
馬単票数 計 302124 的中 �� 3290（24番人気）
ワイド票数 計 371878 的中 �� 5398（20番人気）�� 11533（3番人気）�� 8494（9番人気）
3連複票数 計 966843 的中 ��� 10303（16番人気）
3連単票数 計1117889 的中 ��� 1704（111番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．0―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．2―44．7―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ピ ネ ス �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 King’s Best デビュー 2013．12．7 阪神4着

2011．3．12生 牝4黒鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 13戦3勝 賞金 30，450，000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） 2頭 タガノレベッカ号・ムーンフライト号
（非抽選馬） 1頭 ダンシングワンダー号



22141 9月6日 曇 稍重 （27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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

713 アングライフェン 牡3鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446± 01：48．4 13．2�

47 テーオービックバン 牡4栗 57 岩田 康誠小笹 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 B494－ 6 〃 ハナ 3．9�

714 タガノレグルス 牡3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 468＋201：48．61 8．6�

611 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 松山 弘平 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 462－ 2 〃 ハナ 6．4�
36 スターリーウインド 牝3黒鹿52 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480＋ 8 〃 クビ 34．2�
12 ク レ ス ト 牡3青鹿54 川須 栄彦前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 81：48．81 9．0	
48 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿54 武 豊 
サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋14 〃 ハナ 4．9�
35 タイガーボス 牡3鹿 54 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454－ 4 〃 アタマ 26．8�
816 ブラックバード 牡3鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 81：48．9� 13．1
59 グリーンラヴ 牡5栗 57 浜中 俊 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 476－ 2 〃 クビ 7．2�
24 ゲンキチハヤブサ �3栗 54 武 幸四郎荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 448＋ 41：49．0� 154．8�
815 テイエムダンシング 牡3鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 468－ 2 〃 ハナ 125．9�
11 ワクワクキリシマ 牝4鹿 55 	島 克駿西村新一郎氏 奥村 豊 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 41：49．1� 72．9�
510 フォースフィールド 牡3黒鹿54 酒井 学岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 424± 0 〃 クビ 71．3�
612 クールジョジョ 牝4黒鹿55 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 430－ 41：49．2クビ 86．4�
23 ニシノチャステティ 牝4栗 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 464＋161：49．52 298．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，813，600円 複勝： 48，531，200円 枠連： 25，692，200円
馬連： 93，327，800円 馬単： 40，781，200円 ワイド： 47，302，000円
3連複： 122，841，800円 3連単： 163，411，500円 計： 574，701，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 290円 � 150円 � 260円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，840円 �� 570円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 47，880円

票 数

単勝票数 計 328136 的中 � 19823（8番人気）
複勝票数 計 485312 的中 � 37754（7番人気）� 101700（1番人気）� 44201（5番人気）
枠連票数 計 256922 的中 （4－7） 39909（1番人気）
馬連票数 計 933278 的中 �� 24947（11番人気）
馬単票数 計 407812 的中 �� 4631（28番人気）
ワイド票数 計 473020 的中 �� 12554（8番人気）�� 6304（27番人気）�� 22519（3番人気）
3連複票数 計1228418 的中 ��� 12639（25番人気）
3連単票数 計1634115 的中 ��� 2474（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．9―49．2―1：01．3―1：13．6―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3

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

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

アングライフェン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．7．26 中京4着

2012．4．13生 牡3鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 9戦2勝 賞金 18，982，000円
※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 アプリコットベリー号・シャルドン号・テイエムサンビカ号・ミスネバー号

22142 9月6日 小雨 不良 （27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

36 ミッキーシーガル 牡3青鹿54 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：41．9 12．0�
35 スーサンジョイ 牡3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 498－12 〃 アタマ 6．6�
11 メイショウウタゲ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 510＋ 21：42．64 3．6�
611 オウケンゴールド 牡4栃栗57 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B486－ 41：42．7� 9．0�
48 メモリーシャルマン 牝6鹿 55 国分 優作橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 520± 0 〃 クビ 18．3�
12 フジインザスカイ 牝4鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470－ 21：43．01� 45．0�
612 ヒデノインペリアル 牡3栗 54 幸 英明大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 498＋10 〃 クビ 7．6	
59 ラブミークン 牡3栗 54 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 482－ 41：43．21	 157．0

714 サンライズウェイ 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 50．9�
510 エイヴィアンボス 牡5鹿 57 岩田 康誠桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 546± 01：43．41 59．5
47 
 リバータイキ 牡6栗 57 中井 裕二河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 506－ 61：43．5� 113．5�
815� エーシンエポナ 牝5鹿 55 C．ルメール�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

502＋ 41：43．6� 4．0�
24 サンライズワールド 5栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456± 01：43．81	 17．1�
23 サトノアビリティ 牡5栗 57 川須 栄彦里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 528＋141：44．11� 62．2�
816 シンゼンガンプ 牡3鹿 54 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462± 01：44．52� 23．4�
713 ブレイクアウト 牡4青鹿57 酒井 学安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 478－ 61：45．45 91．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，153，100円 複勝： 61，564，400円 枠連： 32，917，900円
馬連： 129，622，700円 馬単： 56，896，400円 ワイド： 59，604，700円
3連複： 178，725，000円 3連単： 239，358，800円 計： 799，843，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 370円 � 230円 � 180円 枠 連（3－3） 3，920円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，110円 �� 590円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 41，800円

票 数

単勝票数 計 411531 的中 � 27290（6番人気）
複勝票数 計 615644 的中 � 36532（8番人気）� 71064（3番人気）� 100916（2番人気）
枠連票数 計 329179 的中 （3－3） 6495（15番人気）
馬連票数 計1296227 的中 �� 25302（16番人気）
馬単票数 計 568964 的中 �� 5246（35番人気）
ワイド票数 計 596047 的中 �� 12931（16番人気）�� 13551（14番人気）�� 26992（3番人気）
3連複票数 計1787250 的中 ��� 24886（13番人気）
3連単票数 計2393588 的中 ��� 4151（131番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．4―12．2―12．0―12．1―12．3―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．0―41．2―53．2―1：05．3―1：17．6―1：29．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーシーガル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Bernstein デビュー 2014．7．20 中京4着

2012．2．4生 牡3青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 8戦3勝 賞金 29，164，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サウススターマン号・タガノスマイル号・タンスチョキン号
（非抽選馬） 2頭 カトラス号・マッシヴヒーロー号

１レース目



22143 9月6日 小雨 稍重 （27小倉2）第12日 第11競走 ��
��1，200�第35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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

33 シ ュ ウ ジ 牡2鹿 54 岩田 康誠安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 482± 01：08．9 1．5�
813 サイモンゼーレ 牡2鹿 54 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 452＋101：09．32� 27．4�
34 レッドラウダ 牡2鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 522＋14 〃 クビ 25．2�
46 レッドカーペット 牡2栗 54 C．ルメール �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋101：09．4� 5．9�
58 コウエイテンマ 牡2栗 54 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 浩美 442＋ 61：09．71� 7．2�
712 タガノミルキー 牝2芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 418＋ 4 〃 アタマ 353．2	
11 オ フ ク ヒ メ 牝2黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 440＋141：09．91 57．3

711 キンショーユキヒメ 牝2芦 54 川田 将雅礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 506＋10 〃 アタマ 38．2�
69 ブンブンブラウ 牝2鹿 54 松山 弘平三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 442－ 61：10．0� 23．3�
45 ファビラスヒーロー 牡2芦 54 武 豊吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 476＋ 4 〃 クビ 33．7
814 ジ ュ ン ゲ ル 牡2鹿 54 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442＋ 41：10．21	 19．1�
610 ゼンノハーデース 牡2黒鹿54 北村 友一大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 452± 01：10．41	 146．6�
57 オウケンダイヤ 牝2黒鹿54 高倉 稜福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 394＋181：11．57 68．0�
22 クリノシャンボール 牡2黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 482＋ 21：11．71� 249．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 153，800，200円 複勝： 163，645，000円 枠連： 79，565，000円
馬連： 390，565，200円 馬単： 217，251，500円 ワイド： 150，763，400円
3連複： 547，987，100円 3連単： 1，103，405，000円 計： 2，806，982，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 380円 � 420円 枠 連（3－8） 610円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 710円 �� 740円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 16，700円

票 数

単勝票数 計1538002 的中 � 784585（1番人気）
複勝票数 計1636450 的中 � 748914（1番人気）� 65896（6番人気）� 58348（7番人気）
枠連票数 計 795650 的中 （3－8） 100991（3番人気）
馬連票数 計3905652 的中 �� 190191（4番人気）
馬単票数 計2172515 的中 �� 85058（6番人気）
ワイド票数 計1507634 的中 �� 56036（6番人気）�� 53932（7番人気）�� 12837（31番人気）
3連複票数 計5479871 的中 ��� 73306（18番人気）
3連単票数 計11034050 的中 ��� 47892（43番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．7―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．2―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ュ ウ ジ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．7．4 中京1着

2013．3．16生 牡2鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 3戦3勝 賞金 53，721，000円

22144 9月6日 小雨 稍重 （27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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

510 サラトガスピリット 牡3栗 54 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514＋122：42．0 2．6�
59 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 82：42．1� 5．2�
36 ハイプレッシャー 牡4黒鹿57 岩田 康誠�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524＋ 62：42．42 5．1�
12 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：42．5� 9．3�
816 アプリコットベリー 牝3青鹿 52

49 ▲	島 克駿 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 392± 0 〃 アタマ 11．0	

11 ヴォルスング 牡4鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 42：42．6� 29．5


713 アドマイヤウイング 牝4鹿 55 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 アタマ 40．6�
47 
 ウインマルゲリータ 牝5黒鹿55 国分 優作�ウイン 日吉 正和 浦河 岡本 昌市 434－ 42：43．02� 100．8�
24 シュバリエブラン 牡3芦 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 468－ 22：43．21� 107．2
611 ワンダフルワールド 牡4栗 57 川須 栄彦三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 508＋162：43．41� 15．6�
815 トーホウスマート 牡5栗 57 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 460－ 82：43．5� 15．7�
714 マーブルバトル 牡3黒鹿54 中井 裕二下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 62：43．71 110．0�
23 レッドカイザー 牡4黒鹿 57

56 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：43．91� 14．9�
48 シゲルエイサー 牡3栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 452－ 8 〃 クビ 174．9�
612 ケンブリッジナイン 牡3鹿 54 高倉 稜中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 426－ 62：44．22 138．6�
35 ア ジ ル �3鹿 54 藤懸 貴志村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 432－ 62：44．73 323．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，622，000円 複勝： 63，963，500円 枠連： 38，485，600円
馬連： 136，759，500円 馬単： 61，953，700円 ワイド： 64，157，800円
3連複： 183，322，400円 3連単： 280，475，600円 計： 877，740，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（5－5） 850円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 280円 �� 330円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 486220 的中 � 144802（1番人気）
複勝票数 計 639635 的中 � 138349（1番人気）� 103360（3番人気）� 111735（2番人気）
枠連票数 計 384856 的中 （5－5） 35032（4番人気）
馬連票数 計1367595 的中 �� 135176（1番人気）
馬単票数 計 619537 的中 �� 38347（1番人気）
ワイド票数 計 641578 的中 �� 62425（1番人気）�� 50201（2番人気）�� 34284（3番人気）
3連複票数 計1833224 的中 ��� 106154（1番人気）
3連単票数 計2804756 的中 ��� 43784（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．5―12．7―13．5―13．6―13．5―13．2―11．8―11．7―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．3―35．8―48．5―1：02．0―1：15．6―1：29．1―1：42．3―1：54．1―2：05．8―2：17．8―2：29．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サラトガスピリット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．4．4 阪神4着

2012．3．7生 牡3栗 母 サ ラ ト ガ 母母 スイングバイ 5戦2勝 賞金 18，074，000円
※アプリコットベリー号・マーブルバトル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（27小倉2）第12日 9月6日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 190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

206，250，000円
1，060，000円
8，240，000円
1，780，000円
18，640，000円
73，093，500円
5，178，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
487，779，900円
620，323，000円
292，901，900円
1，150，472，600円
601，191，300円
551，132，800円
1，604，030，800円
2，593，953，300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 7，901，785，600円

総入場人員 13，754名 （有料入場人員 11，910名）



平成27年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，016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

2，380，500，000円
21，980，000円
114，760，000円
18，670，000円
209，770，000円
769，163，000円
57，420，600円
19，353，600円

勝馬投票券売得金
4，520，670，900円
6，263，621，400円
2，533，265，400円
11，203，517，900円
5，769，559，400円
5，381，181，900円
15，208，166，400円
24，663，832，800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 75，543，816，100円

総入場延人員 129，595名 （有料入場延人員 95，599名）
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