
22133 9月1日 雨 不良 （1小倉2） 第12日 第1競走 ��
��1，700�2歳未勝利

発走10時00分 （ダート・右）
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
1：45．6
1：44．9

不良
稍重

815 キメラヴェリテ 牡2黒鹿54 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 524＋121：47．9 14．7�

48 スマートラビリンス 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス
マート 450＋ 21：48．75 10．6�

12 ジョウショーリード 牝2黒鹿54 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 456± 0 〃 クビ 192．5�
24 エコロブラッサム 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新原村 正紀氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 458＋121：49．01� 5．9�
59 ジョーコレット 牡2芦 54 酒井 学上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 516－ 61：49．1	 40．3�
35 サンビースト 牡2黒鹿54 松山 弘平�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 522＋ 21：49．95 5．6	
714 クリノヴジュアル 牡2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480± 0 〃 ハナ 41．7

36 タガノカスターニャ 牡2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋ 81：50．43 6．2�
612 タイセイノーヴァ 牡2栗 54 川須 栄彦田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 472＋ 2 〃 アタマ 240．2�
611 ロードユリシス 牡2鹿 54 川田 将雅 ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 81：50．71� 2．6�
23 ヴァーツラフ 牡2鹿 54

53 ☆西村 淳也市川義美ホール
ディングス 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 446－ 21：50．8	 26．8�

816 ディヤーソーチャン 牝2鹿 54 城戸 義政杉元 四男氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 464＋ 6 〃 ハナ 328．4�
47 ア ズ マ オ ウ 牡2栗 54

51 ▲亀田 温心東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 470－ 8 〃 クビ 164．6�
713 マルヨシズト 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来野村 春行氏 梅田 智之 日高 前野牧場 452－ 41：51．0� 35．1�
510 プリンスオブジオン 牡2青鹿54 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 426－ 21：51．1	 238．6�
11 パ ト ロ ン 牡2鹿 54 太宰 啓介小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 496＋ 21：51．95 79．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，064，500円 複勝： 37，413，800円 枠連： 12，063，000円
馬連： 48，504，000円 馬単： 24，348，400円 ワイド： 36，721，900円
3連複： 69，849，000円 3連単： 81，400，900円 計： 339，365，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 400円 � 320円 � 2，770円 枠 連（4－8） 5，170円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 13，140円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 29，500円 �� 13，910円

3 連 複 ��� 342，390円 3 連 単 ��� 2，185，760円

票 数

単勝票数 計 290645 的中 � 16702（6番人気）
複勝票数 計 374138 的中 � 25510（6番人気）� 33690（5番人気）� 3086（13番人気）
枠連票数 計 120630 的中 （4－8） 1806（16番人気）
馬連票数 計 485040 的中 �� 7090（17番人気）
馬単票数 計 243484 的中 �� 1389（39番人気）
ワイド票数 計 367219 的中 �� 5148（18番人気）�� 317（88番人気）�� 674（64番人気）
3連複票数 計 698490 的中 ��� 153（283番人気）
3連単票数 計 814009 的中 ��� 27（1586番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．1―13．2―12．7―12．5―12．8―13．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．1―43．3―56．0―1：08．5―1：21．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キメラヴェリテ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Cozzene デビュー 2019．6．15 東京13着

2017．3．11生 牡2黒鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 タガノカスターニャ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ジョウショーリード号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

22134 9月1日 雨 重 （1小倉2） 第12日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

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

57 エ グ レ ム ニ 牡2鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 460＋ 61：10．9 2．4�
812 カリオストロ 牝2鹿 54 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 448－ 21：11．0� 4．2�
56 ア ビ エ ル ト 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 470＋ 41：11．85 17．0�
45 ファストボウラー 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 438－ 41：12．33 14．7�

11 シゲルカセイ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：12．51� 15．1�

33 イッツマイビジネス 牡2栗 54
51 ▲亀田 温心清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 436＋ 21：12．6� 59．9	

44 アオイスイセイ 牡2黒鹿54 秋山真一郎星加 浩一氏 坂口 智康 浦河 田中スタッド 456± 01：13．02� 7．4

711 ネクサスアルカナム 牡2栗 54

51 ▲岩田 望来吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 21：13．32 9．1�
69 マイネルクライマー 牡2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 482± 01：13．51 17．3�
813 カネトシデュエル 牡2鹿 54 浜中 俊兼松 昌男氏 西浦 勝一 日高 宝寄山 拓樹 444＋ 41：13．71� 29．7
68 ヤマニンベデュータ 牡2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新冠 長浜 秀昭 468＋ 2 〃 アタマ 281．6�
22 ム ー ト 牡2黒鹿54 中井 裕二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 438－ 61：13．8� 342．8�
710 コンディトラム 牡2黒鹿54 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 平取 協栄組合 466－ 21：14．01� 401．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，858，500円 複勝： 38，052，900円 枠連： 11，963，200円
馬連： 46，220，700円 馬単： 24，596，300円 ワイド： 37，902，000円
3連複： 68，360，600円 3連単： 90，693，300円 計： 347，647，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 160円 � 320円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 200円 �� 770円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 298585 的中 � 100533（1番人気）
複勝票数 計 380529 的中 � 90937（1番人気）� 66304（2番人気）� 21947（8番人気）
枠連票数 計 119632 的中 （5－8） 24101（1番人気）
馬連票数 計 462207 的中 �� 72037（1番人気）
馬単票数 計 245963 的中 �� 24231（1番人気）
ワイド票数 計 379020 的中 �� 59050（1番人気）�� 11052（11番人気）�� 8410（14番人気）
3連複票数 計 683606 的中 ��� 20558（7番人気）
3連単票数 計 906933 的中 ��� 9392（14番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―12．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ グ レ ム ニ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．8．24 小倉2着

2017．4．27生 牡2鹿 母 ビーチアイドル 母母 ビーチフラッグ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンディトラム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月1日まで平地競走

に出走できない。

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1日 雨 不良 （1小倉2） 第12日 第3競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走11時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 ザプラウドワンズ 牡3鹿 56 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 516－ 41：46．1 33．5�
48 プラネットアース 牡3鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 472＋ 8 〃 クビ 2．6�
713 メメランタン 牡3芦 56 秋山真一郎本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 524－ 61：46．52� 5．3�
816 エメラルドスピアー 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心 �社台レースホース西浦 勝一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 41：46．92 45．9�

612 メイショウウグイス 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 464＋ 21：47．11� 6．0�
36 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 500－ 2 〃 アタマ 5．2	
23 エイシンゴエモン 牡3栗 56 和田 竜二
栄進堂 安田 翔伍 浦河 栄進牧場 486± 0 〃 アタマ 24．0�
12 テンナイトパール 牝3鹿 54 藤井勘一郎天白 泰司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B470＋101：47．2クビ 208．2�
59 チューダーローズ 牝3鹿 54 城戸 義政阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 480＋ 6 〃 クビ 131．7
611 マ テ ィ ス 牝3黒鹿54 松山 弘平水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 458＋ 61：47．3クビ 18．3�
714 ア モ ロ ー サ 牝3栗 54 小崎 綾也
Horse Net 寺島 良 日高 スマイルファーム 446＋ 41：47．61	 15．1�
510 コスモスターリング 牡3栗 56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 480＋ 81：48．55 25．3�
47 ブラックエクシード 牡3黒鹿56 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 470－ 81：48．81	 88．8�
35 オ デ ィ ナ 牡3栗 56

55 ☆西村 淳也奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 488＋ 81：49．43� 133．5�
815
 ストームハート 牝3黒鹿54 福永 祐一広尾レース
 野中 賢二 米 Pomerol P

& Y Ltd 496－ 21：49．82� 25．2�
24 ル ー シ ー 牝3鹿 54 高倉 稜薪浦 亨氏 渡辺 薫彦 安平 吉田 三郎 428＋ 21：52．6大差 424．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，635，800円 複勝： 49，354，100円 枠連： 12，319，300円
馬連： 54，774，800円 馬単： 27，553，100円 ワイド： 44，506，600円
3連複： 82，349，100円 3連単： 99，688，900円 計： 404，181，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 550円 � 130円 � 160円 枠 連（1－4） 2，290円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 8，300円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，740円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 45，170円

票 数

単勝票数 計 336358 的中 � 8024（10番人気）
複勝票数 計 493541 的中 � 14766（8番人気）� 136909（1番人気）� 78999（3番人気）
枠連票数 計 123193 的中 （1－4） 4164（8番人気）
馬連票数 計 547748 的中 �� 13298（10番人気）
馬単票数 計 275531 的中 �� 2488（25番人気）
ワイド票数 計 445066 的中 �� 9571（11番人気）�� 6026（21番人気）�� 41653（2番人気）
3連複票数 計 823491 的中 ��� 15421（12番人気）
3連単票数 計 996889 的中 ��� 1600（133番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．6―42．5―55．1―1：07．5―1：20．2―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザプラウドワンズ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2019．1．12 京都5着

2016．4．22生 牡3鹿 母 ドリームダンシーズ 母母 オールダンシーズ 6戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月1日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ルーシー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年11月1日まで平地競走に出走できない。

22136 9月1日 小雨 重 （1小倉2） 第12日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 アルバリズム 牝3栗 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 510＋ 21：10．6 10．5�
59 ラハイナヌーン 牝3黒鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 4 〃 クビ 3．2�
714 メイショウホウジュ 牝3栗 54 川田 将雅松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 442＋ 41：11．02� 5．0�
35 スイートミーティア 牝3鹿 54 中井 裕二伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458± 01：11．21� 10．2�
24 バ ニ ュ ル ス 牡3黒鹿56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 15．4�
510 ウェーブクリスタル 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 406± 01：11．3クビ 4．5	
23 チョウビックリ 牡3鹿 56 小崎 綾也丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 江谷牧場 422－ 41：11．51� 100．7

816 ウインクルマリヒメ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁�有能 高橋 亮 日高 竹島 幸治 402－ 61：11．71� 99．6�
48 ニシノルックミー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 新冠 村上 欽哉 488 ― 〃 ハナ 86．6�
36 グレースベイ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 キャロットファーム 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 468－ 41：11．8� 9．3�
611 スズカデュー 牡3鹿 56 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 日高 白井牧場 400－ 2 〃 ハナ 348．2�
715 ジョーカリン 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 416＋ 41：12．01� 17．8�
713 スカーヴァティ 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也 サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 430± 01：12．85 27．3�
818 メイショウマンリキ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458－ 41：13．43� 447．2�
817 エナジーラピス 牝3鹿 54 酒井 学 �キャピタル・システム �島 一歩 浦河 宮内牧場 456－ 81：14．78 195．4�
11 ブルベアビアンコ 牡3鹿 56 小牧 太 �ブルアンドベア 上村 洋行 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 2 〃 クビ 187．8�
612 ウイングハーモニー 牝3栗 54 田中 健池田 實氏 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム 454－ 8 〃 ハナ 376．6�
47 ニホンピロマイルス 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 500＋ 21：15．12� 54．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，904，900円 複勝： 39，196，400円 枠連： 17，178，500円
馬連： 51，814，000円 馬単： 24，755，700円 ワイド： 40，308，100円
3連複： 72，918，000円 3連単： 82，367，300円 計： 357，442，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 270円 � 150円 � 170円 枠 連（1－5） 1，260円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 780円 �� 870円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 19，540円

票 数

単勝票数 計 289049 的中 � 21937（6番人気）
複勝票数 計 391964 的中 � 29598（6番人気）� 81394（1番人気）� 60538（2番人気）
枠連票数 計 171785 的中 （1－5） 10543（5番人気）
馬連票数 計 518140 的中 �� 19967（6番人気）
馬単票数 計 247557 的中 �� 4470（15番人気）
ワイド票数 計 403081 的中 �� 12807（7番人気）�� 11309（11番人気）�� 30130（2番人気）
3連複票数 計 729180 的中 ��� 19237（6番人気）
3連単票数 計 823673 的中 ��� 3055（52番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．5―11．9―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．1―46．0―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 13－（8，16）（9，10）2（4，15，14）6（17，18）5（3，12）11－1，7 4 ・（9，8，13）（2，16）10（15，14）4，6，5，3，18（11，17）－12，1－7

勝馬の
紹 介

アルバリズム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．11．4 京都7着

2016．2．12生 牝3栗 母 パッションローズ 母母 マヤノクリオネ 7戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 スズカデュー号の騎手岩崎翼は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エナジーラピス号・ウイングハーモニー号・ニホンピロマイルス号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和元年10月1日まで平地競走に出走できない。
ブルベアビアンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月1日まで平地
競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ブルベアビアンコ号・スカーヴァティ号・エナジーラピス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和
元年11月1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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ガビーズドリーム号



22137 9月1日 小雨 重 （1小倉2） 第12日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時25分 （芝・右）
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
1：46．9
1：45．6

良
良

56 ヴェルトライゼンデ 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490 ―1：51．6 2．2�
22 ダンシングリッチー 牡2鹿 54 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 458 ―1：52．13 22．7�
44 トウカイデュエル 牡2鹿 54

53 ☆西村 淳也内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 464 ― 〃 アタマ 12．0�
11 リアンティサージュ 牡2栗 54 武 豊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454 ―1：52．73� 2．6�
710 ビップテッペン 牡2黒鹿54 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 452 ― 〃 クビ 14．8�
811 マジックスピーチ 牡2黒鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 444 ―1：53．02 13．4	
68 � メイショウロールス 牡2鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 愛

Orchardstown
Farms & Stone
Farm

472 ―1：53．1� 63．2

55 キングズジェム 牡2黒鹿54 酒井 学加藤 千豊氏 木原 一良 平取 清水牧場 448 ―1：53．2	 116．2�
67 ミ ラ ベ ル 牝2栗 54 藤懸 貴志 �ビクトリーホースランチ 五十嵐忠男 浦河 大樹ファーム 452 ―1：53．51	 219．4�
812 ラナウェリナ 牝2鹿 54 浜中 俊ディアレストクラブ 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 502 ―1：53．6� 27．4�
33 インディビジュアル 牡2鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス 西園 正都 日高 タバタファーム 462 ―1：53．81
 86．5�
79 エスジージーン 牡2栗 54

51 ▲亀田 温心後藤 貞夫氏 加用 正 新ひだか グローリーファーム 492 ―1：55．07 54．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，532，000円 複勝： 36，187，900円 枠連： 10，883，400円
馬連： 49，633，900円 馬単： 29，978，300円 ワイド： 34，647，300円
3連複： 67，706，500円 3連単： 107，499，400円 計： 376，068，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 390円 � 250円 枠 連（2－5） 2，180円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 760円 �� 450円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 18，350円

票 数

単勝票数 計 395320 的中 � 147204（1番人気）
複勝票数 計 361879 的中 � 115521（1番人気）� 16812（7番人気）� 30779（3番人気）
枠連票数 計 108834 的中 （2－5） 3869（8番人気）
馬連票数 計 496339 的中 �� 18690（8番人気）
馬単票数 計 299783 的中 �� 8526（9番人気）
ワイド票数 計 346473 的中 �� 11546（8番人気）�� 21264（2番人気）�� 4618（17番人気）
3連複票数 計 677065 的中 ��� 10967（14番人気）
3連単票数 計1074994 的中 ��� 4247（56番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．7―12．3―12．3―12．4―12．4―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．7―50．0―1：02．3―1：14．7―1：27．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトライゼンデ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Acatenango 初出走

2017．2．8生 牡2黒鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22138 9月1日 小雨 重 （1小倉2） 第12日 第6競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時55分 （芝・右）
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
1：56．9
1：56．1

良
良

23 イ ル マ タ ル 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 456＋ 22：03．8 213．0�

59 ディオーネプリンス 牡3鹿 56 藤懸 貴志齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 468＋ 22：03．9� 125．5�
816 ジュベルハフィート 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 クビ 1．8�
12 レッドルーヴル 牝3黒鹿54 武 豊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 460＋ 22：04．1� 11．6�
612 エッセンツァ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 528－ 22：04．31� 8．5	
715 パ ル メ 牝3栗 54 藤井勘一郎 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 422－ 82：04．4クビ 107．5

24 オレンジオレンジ 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 446＋ 42：04．5� 28．0�
11 ルッチョーラ 牡3青 56 岡田 祥嗣畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 468－ 82：04．6� 11．4�
713 ウインアミーリア 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 42：05．02� 24．8
510 ロ ー ザ ン ヌ 牝3栗 54 酒井 学山本 英俊氏 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 470＋ 2 〃 ハナ 19．9�
36 アドマイヤコースト 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 42：05．53 36．7�
818 ランドリュウオー 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 440＋ 22：05．6� 22．1�
35 ボニーゴールド 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 82：05．7� 22．8�

47 ナチュラルスタイル 牝3鹿 54 福永 祐一中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 406＋12 〃 ハナ 40．3�
611 シャイニームーン 牝3黒鹿54 幸 英明小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 438－122：05．9� 10．3�
714 オーラクルム 牡3黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512＋ 82：06．0� 31．0�
48 ジャングリオン 牡3鹿 56 川須 栄彦幅田 昌伸氏 西園 正都 平取 船越 伸也 488＋ 2 〃 ハナ 220．4�
817 ホウオウアクセル 牡3栗 56 	島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B438＋ 22：06．1� 125．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，117，800円 複勝： 53，931，900円 枠連： 19，324，800円
馬連： 57，807，100円 馬単： 34，185，700円 ワイド： 52，873，200円
3連複： 94，171，500円 3連単： 114，442，600円 計： 463，854，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 21，300円 複 勝 � 3，160円 � 1，370円 � 130円 枠 連（2－5） 12，010円

馬 連 �� 315，490円 馬 単 �� 1，025，570円

ワ イ ド �� 71，630円 �� 8，700円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 367，850円 3 連 単 ��� 3，607，420円

票 数

単勝票数 計 371178 的中 � 1394（17番人気）
複勝票数 計 539319 的中 � 2980（17番人気）� 7133（14番人気）� 183997（1番人気）
枠連票数 計 193248 的中 （2－5） 1247（27番人気）
馬連票数 計 578071 的中 �� 142（146番人気）
馬単票数 計 341857 的中 �� 25（303番人気）
ワイド票数 計 528732 的中 �� 189（145番人気）�� 1568（77番人気）�� 3449（39番人気）
3連複票数 計 941715 的中 ��� 192（439番人気）
3連単票数 計1144426 的中 ��� 23（3023番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．3―13．1―12．5―12．1―11．9―12．2―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．9―49．0―1：01．5―1：13．6―1：25．5―1：37．7―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．3
1
3

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

2
4

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

イ ル マ タ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．3．9 阪神4着

2016．3．15生 牝3鹿 母 ス カ ー レ ル 母母 ドライアッド 7戦1勝 賞金 7，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 ホウオウアクセル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年11月1日まで平地競走に出走

できない。

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 11 日第 6競走）
〔その他〕　　エスコビージャ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「３

走成績による出走制限」の適用を除外。



22139 9月1日 小雨 不良 （1小倉2） 第12日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：40．9

不良
重

24 ヒロノセンキン �3黒鹿54 松山 弘平サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 474＋101：44．2 3．2�
35 オーヴェルニュ 牡3鹿 54

53 ☆西村 淳也杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 450＋ 21：44．3� 4．5�
12 ノ ー チ ラ ス 牝3栗 52 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 470± 01：44．5� 22．6�
816 ハイクアウト �5鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 510－101：45．03 11．2�
713 オ ー マ オ 牡3栗 54 福永 祐一吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 442－ 21：45．74 31．5�
714 マイヨヴェール 牡4鹿 57 中井 裕二	ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 550＋ 4 〃 クビ 82．6

11 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 482－141：45．8クビ 14．8�
47 グーテンモルゲン 牡3鹿 54 小崎 綾也薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 498－ 6 〃 クビ 41．7�
612 ロイヤルパールス 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B500－ 81：45．9クビ 53．2
611 ハイオソラール 牡3鹿 54 高倉 稜名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 504＋ 2 〃 クビ 126．3�
36 ピエナヒーロー 牡3鹿 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：46．21� 23．1�
23 ダンツスピリット 牡3黒鹿54 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 480－ 41：46．62� 108．7�
59 アイファーキングズ 牡3黒鹿54 浜中 俊中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 502＋121：47．23� 3．5�
510 ヴィジャランス 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B532－ 61：47．41 34．6�
815 ゼニステレスコープ 牡5鹿 57

54 ▲斎藤 新 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B450－ 6 〃 アタマ 37．1�
48 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57

54 ▲岩田 望来中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 454－ 21：47．71� 26．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，994，200円 複勝： 47，501，800円 枠連： 15，471，000円
馬連： 64，992，800円 馬単： 29，126，500円 ワイド： 48，126，600円
3連複： 88，921，200円 3連単： 105，288，200円 計： 430，422，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 170円 � 450円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，370円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 16，020円

票 数

単勝票数 計 309942 的中 � 75964（1番人気）
複勝票数 計 475018 的中 � 106921（1番人気）� 76148（3番人気）� 19206（7番人気）
枠連票数 計 154710 的中 （2－3） 20019（1番人気）
馬連票数 計 649928 的中 �� 67140（2番人気）
馬単票数 計 291265 的中 �� 18512（2番人気）
ワイド票数 計 481266 的中 �� 38898（2番人気）�� 8492（12番人気）�� 7622（16番人気）
3連複票数 計 889212 的中 ��� 12913（12番人気）
3連単票数 計1052882 的中 ��� 4762（31番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．5―12．6―12．0―12．0―12．4―13．0―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．3―41．9―53．9―1：05．9―1：18．3―1：31．3

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

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

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

勝馬の
紹 介

ヒロノセンキン �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2019．1．5 京都6着

2016．3．1生 �3黒鹿 母 ベルクラシック 母母 ベ ル ピ ア ノ 7戦2勝 賞金 17，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クロフネプリンセス号・スズカハイライト号・ビップデヴィット号

22140 9月1日 小雨 重 （1小倉2） 第12日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�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

11 ブリッツアウェイ 牝3黒鹿52 秋山真一郎吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋121：10．3 14．0�
48 エイシンゾーン 牝3鹿 52 福永 祐一�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 436＋ 6 〃 クビ 3．9�
23 プリヴェット 牝4鹿 55 和田 竜二下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478－ 81：10．4クビ 88．8�
12 ロ ナ 牝3黒鹿52 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B462± 0 〃 ハナ 2．3�
817 メイショウラバンド 牝8鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 472＋ 2 〃 ハナ 25．2	
24 リ ゲ イ ン 牝3鹿 52

49 ▲服部 寿希 
コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 438－ 2 〃 クビ 34．6�
715 カーサデルシエロ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩田 望来下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 444－ 21：10．5クビ 8．1�
47 シエルブラン 牝5栗 55 高倉 稜金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 462＋ 41：11．03 50．6
713� ナオアンドユリ 牝5青鹿55 川須 栄彦松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 474－ 6 〃 クビ 192．6�
612 マリアバローズ 牝4黒鹿 55

52 ▲斎藤 新猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 444＋ 4 〃 ハナ 16．4�
818 アーズローヴァー 牝3鹿 52

51 ☆西村 淳也 
キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 アタマ 18．2�
714 ディーブラッド 牝3鹿 52 酒井 学前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 2 〃 アタマ 55．1�
611 トーホウガーベラ 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 474＋121：11．2� 241．2�
816 ジャスティンラヴ 牝5黒鹿55 小崎 綾也山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 418－ 21：11．41� 273．6�
36 � ボ ア ソ ル チ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 新ひだか 中田 英樹 446＋ 41：11．61� 347．7�

35 メイショウタオヤカ 牝4鹿 55 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 504＋ 21：11．81 30．2�
510 ハ ニ エ ル 牝3鹿 52 武 豊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414－ 2 〃 ハナ 14．3�
59 プリズマティコ 牝4鹿 55 幸 英明 
サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：12．22� 33．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，214，100円 複勝： 51，686，200円 枠連： 19，744，100円
馬連： 79，508，200円 馬単： 35，582，200円 ワイド： 60，058，300円
3連複： 116，772，300円 3連単： 132，041，700円 計： 537，607，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 540円 � 190円 � 1，730円 枠 連（1－4） 560円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 970円 �� 9，670円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 35，140円 3 連 単 ��� 156，930円

票 数

単勝票数 計 422141 的中 � 23953（4番人気）
複勝票数 計 516862 的中 � 22832（8番人気）� 90678（2番人気）� 6413（14番人気）
枠連票数 計 197441 的中 （1－4） 27061（1番人気）
馬連票数 計 795082 的中 �� 25722（7番人気）
馬単票数 計 355822 的中 �� 5426（16番人気）
ワイド票数 計 600583 的中 �� 16614（6番人気）�� 1558（75番人気）�� 3854（42番人気）
3連複票数 計1167723 的中 ��� 2492（103番人気）
3連単票数 計1320417 的中 ��� 610（458番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．4―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．7
3 2，5（1，15）（16，18）（3，9，13）（4，7，17）（6，12，14）8，11，10 4 2，1（5，15）（3，18）（13，16）（4，17，14）（9，7）（8，12）6，11－10

勝馬の
紹 介

ブリッツアウェイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．9．29 阪神4着

2016．3．2生 牝3黒鹿 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 6戦2勝 賞金 16，400，000円



22141 9月1日 小雨 重 （1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，1勝クラス（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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

611 ミヤビパーフェクト �3鹿 54 福永 祐一村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 462＋ 41：49．3 11．1�
23 ガウディウム 牡5鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462－ 21：49．83 4．2�
510 ミ ア グ ア 牝4青鹿55 国分 優作五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 21：49．9� 15．7�
59 ニューポート 牡3黒鹿54 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：50．0クビ 14．0�
816 ダノンレグナム 牡3鹿 54 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 502＋ 41：50．1� 11．0	
36 デクレアラー 牡4栗 57 川田 将雅�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 81：50．2� 3．6

612 ヤマニンマヒア 牡3黒鹿54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 B450± 0 〃 クビ 7．3�
48 
 パルフェクォーツ 牡5栗 57 松山 弘平 �キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 524－101：50．51� 7．3�
815 アリストライン 牝4黒鹿55 酒井 学 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B474－ 41：50．82 36．4
35 ラハトケレブ 牡6鹿 57 川須 栄彦永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 482± 01：51．12 238．2�
714 モズレジーナ 牝3鹿 52 秋山真一郎 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 428－101：51．2クビ 20．7�
12 アドマイヤクィーン 牝4鹿 55 幸 英明近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476± 01：51．83� 95．6�
11 ヒロシゲヨッシー 牡3黒鹿54 亀田 温心�岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 矢野牧場 436＋ 41：52．01 128．6�
24 ハ ナ ソ メ イ 牝4黒鹿55 武 豊林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 25．6�
713 スピッツァー 牡3鹿 54 小崎 綾也 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 516－ 41：52．63� 110．5�
47 
 クリノアパッチ �5栗 57 三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 442＋ 81：52．7� 302．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，227，800円 複勝： 57，264，300円 枠連： 21，073，800円
馬連： 92，771，000円 馬単： 35，909，000円 ワイド： 60，037，700円
3連複： 123，327，500円 3連単： 138，972，000円 計： 569，583，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 300円 � 170円 � 400円 枠 連（2－6） 870円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，010円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 8，630円 3 連 単 ��� 50，370円

票 数

単勝票数 計 402278 的中 � 28938（6番人気）
複勝票数 計 572643 的中 � 45860（5番人気）� 112000（1番人気）� 31067（7番人気）
枠連票数 計 210738 的中 （2－6） 18734（2番人気）
馬連票数 計 927710 的中 �� 29848（7番人気）
馬単票数 計 359090 的中 �� 5093（20番人気）
ワイド票数 計 600377 的中 �� 17431（7番人気）�� 7466（27番人気）�� 14935（10番人気）
3連複票数 計1233275 的中 ��� 10710（30番人気）
3連単票数 計1389720 的中 ��� 2000（175番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．6―12．1―11．9―12．2―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．4―49．5―1：01．4―1：13．6―1：25．4―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビパーフェクト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2019．2．17 小倉10着

2016．3．7生 �3鹿 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ 8戦2勝 賞金 21，347，000円

22142 9月1日 小雨 不良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

59 ゴールドラグーン 牡3栗 54 武 豊吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 488＋ 21：43．8 3．0�
11 サ ン キ ュ ー 牡6栗 57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 514＋ 41：44．01 16．7�
24 オンザロックス 牡6鹿 57 松山 弘平稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 482－ 21：44．31� 7．7�
612 コマビショウ 牡4黒鹿57 川田 将雅小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 2 〃 ハナ 3．3�
12 メイショウササユリ 牝5黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 508＋ 2 〃 ハナ 35．6�
36 シンハラージャ 牡4栗 57 西村 淳也 	キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 アタマ 19．6

714 タガノエルフ 牝4黒鹿55 斎藤 新八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：44．4� 20．6�
23 ペ ガ サ ス 牡3青鹿54 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 458＋ 61：44．5クビ 19．9�
510 コンクエストシチー 	7栗 57 藤井勘一郎 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 474＋ 8 〃 クビ 128．9
816 ハクサンペリー 牡4鹿 57 小崎 綾也河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 
川 啓一 498＋101：44．71� 134．2�
47 ヴァルディノート 牡4黒鹿57 岩田 望来 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：45．12� 47．4�
35  シュプリームゾーン 牡5黒鹿57 太宰 啓介村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 510－ 4 〃 ハナ 47．4�
815 キクノゼファー 牡4鹿 57 酒井 学菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 474＋ 6 〃 クビ 194．0�
713 タガノプレトリア 牡4鹿 57 幸 英明八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450± 01：45．31� 5．8�
48 ファビラスヒーロー 	6芦 57 国分 優作吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 476－101：45．72� 288．3�
611 コカボムクイーン 牝4黒鹿55 中井 裕二三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 488＋ 41：46．12� 55．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，639，100円 複勝： 74，089，300円 枠連： 30，158，400円
馬連： 142，095，200円 馬単： 61，817，500円 ワイド： 86，386，000円
3連複： 212，720，700円 3連単： 254，647，300円 計： 916，553，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 390円 � 180円 枠 連（1－5） 2，060円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 440円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 29，830円

票 数

単勝票数 計 546391 的中 � 145160（1番人気）
複勝票数 計 740893 的中 � 173434（1番人気）� 35677（6番人気）� 107165（4番人気）
枠連票数 計 301584 的中 （1－5） 11295（9番人気）
馬連票数 計1420952 的中 �� 27885（13番人気）
馬単票数 計 618175 的中 �� 9019（17番人気）
ワイド票数 計 863860 的中 �� 16404（14番人気）�� 54078（3番人気）�� 17216（11番人気）
3連複票数 計2127207 的中 ��� 25059（20番人気）
3連単票数 計2546473 的中 ��� 6188（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．7―42．4―54．4―1：06．4―1：18．5―1：30．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドラグーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2018．10．20 京都2着

2016．1．31生 牡3栗 母 レディマールボロ 母母 Lady Doc 6戦3勝 賞金 34，200，000円
［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。
※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。
（非抽選馬） 6頭 カムカム号・キコクイーン号・キングブラック号・スズカフロンティア号・メンターモード号・ライナス号

１レース目



22143 9月1日 曇 重 （1小倉2） 第12日 第11競走 ��
��1，200�第39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 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

610 マイネルグリット 牡2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 478± 01：10．5 6．2�

45 � トリプルエース 牡2青鹿54 和田 竜二ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 470＋12 〃 クビ 4．5�
33 ラウダシオン 牡2鹿 54 武 豊 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：10．6� 8．5�
813 ゼンノジャスタ 牡2黒鹿54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 454＋ 41：10．7� 29．0�
57 カイルアコナ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：10．8クビ 2．8	
22 テーオーマルクス 牡2鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 468－ 6 〃 クビ 9．7

712 カ リ ニ ー ト 牡2鹿 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 462－ 61：10．9� 49．0�
34 ヒ メ サ マ 牝2鹿 54 岩田 望来廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 416＋ 81：11．0� 66．8�
58 ホープホワイト 牝2青鹿54 酒井 学松本 秀守氏 武井 亮 平取 二風谷ファーム 444＋ 21：11．31	 60．5
69 シゲルミズガメザ 牡2栗 54 岩崎 翼森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 438－ 8 〃 クビ 28．3�
814 ミントティー 牝2栗 54 秋山真一郎小林 昌子氏 高柳 大輔 日高 スウィング

フィールド牧場 414－ 21：11．72 76．1�
11 ローランダー 牝2栗 54 松山 弘平山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 444－ 41：12．01	 67．6�
711 グランドデューク 牡2栗 54 西村 淳也 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512－ 81：12．42� 33．3�
46 ヒ バ リ 牝2黒鹿54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 432＋161：15．5大差 15．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 172，218，000円 複勝： 179，587，500円 枠連： 77，835，200円
馬連： 453，879，200円 馬単： 172，495，800円 ワイド： 229，842，500円
3連複： 758，371，000円 3連単： 1，021，198，100円 計： 3，065，427，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 180円 � 240円 枠 連（4－6） 780円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 510円 �� 780円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 17，400円

票 数

単勝票数 計1722180 的中 � 232862（3番人気）
複勝票数 計1795875 的中 � 254934（3番人気）� 277803（2番人気）� 175140（4番人気）
枠連票数 計 778352 的中 （4－6） 77037（3番人気）
馬連票数 計4538792 的中 �� 268298（4番人気）
馬単票数 計1724958 的中 �� 41824（10番人気）
ワイド票数 計2298425 的中 �� 120393（3番人気）�� 73636（9番人気）�� 85951（7番人気）
3連複票数 計7583710 的中 ��� 177984（7番人気）
3連単票数 計10211981 的中 ��� 42535（44番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．9―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 ・（2，6）－（4，7）（1，10，8）（9，12，13）（5，3）14－11 4 2，7（4，6，10）（12，8，13）（1，9，5）3，14＝11

勝馬の
紹 介

マイネルグリット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．20 中京1着

2017．3．21生 牡2栗 母 マイネショコラーデ 母母 コスモヴァレンチ 3戦3勝 賞金 54，672，000円
〔その他〕 ヒバリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒバリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年10月1日まで出走できない。

22144 9月1日 曇 重 （1小倉2） 第12日 第12競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （芝・右）
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
2：37．8
2：37．3

良
良

714 バイマイサイド 牡4栗 57 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 484＋182：44．0 4．4�
12 ヒラボクメルロー 牝3黒鹿52 小崎 綾也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 458± 02：44．53 13．0�
815 シエラネバダ 牡4芦 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504－ 22：44．92� 21．9�
59 	 オーラロード 
4青鹿57 藤井勘一郎吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 466－ 4 〃 クビ 327．2�
713 サダムラピュタ 牡4黒鹿57 秋山真一郎大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B486＋122：45．22 7．7�
47 レオビヨンド 牡3鹿 54 高倉 稜�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 472＋ 42：45．3クビ 51．7	
48 アルデエンブレム 牡3栗 54 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 474－ 6 〃 クビ 102．9

510 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋242：45．51 36．9�

35 ウレキサイト 牡3芦 54 川田 将雅 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 ハナ 3．7
36 レッドエンヴィー 牡3鹿 54 幸 英明 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 6．1�
816 マセラシオン 牝4黒鹿55 和田 竜二 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 446－ 62：45．6� 15．1�
611	 スリープレッピー 
6黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 82：45．7� 120．3�
11 バリオラージュ 牡5鹿 57

54 ▲斎藤 新 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B460＋ 22：46．01� 7．5�
23 	 サンライズアミーゴ 牡4芦 57

54 ▲亀田 温心松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 478＋142：46．21 99．2�
612 ト ロ ハ 牝3黒鹿52 武 豊橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 2 〃 クビ 17．5�
24 ダイシンステルラ 牝4黒鹿55 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 82：47．05 110．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，140，900円 複勝： 83，387，300円 枠連： 46，933，300円
馬連： 148，448，800円 馬単： 58，154，400円 ワイド： 93，830，600円
3連複： 224，388，400円 3連単： 264，643，600円 計： 983，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 220円 � 400円 � 720円 枠 連（1－7） 700円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，650円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 20，460円 3 連 単 ��� 86，930円

票 数

単勝票数 計 641409 的中 � 115522（2番人気）
複勝票数 計 833873 的中 � 114109（3番人気）� 53042（6番人気）� 26293（9番人気）
枠連票数 計 469333 的中 （1－7） 51377（3番人気）
馬連票数 計1484488 的中 �� 32544（15番人気）
馬単票数 計 581544 的中 �� 7235（27番人気）
ワイド票数 計 938306 的中 �� 18824（17番人気）�� 14776（23番人気）�� 4750（45番人気）
3連複票数 計2243884 的中 ��� 8223（69番人気）
3連単票数 計2646436 的中 ��� 2207（291番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．6―13．4―12．9―12．9―13．3―12．8―12．3―12．2―12．4―12．2―12．0

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―25．0―37．6―51．0―1：03．9―1：16．8―1：30．1―1：42．9―1：55．2―2：07．4―2：19．8―2：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バイマイサイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．3．3 阪神3着

2015．2．10生 牡4栗 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 8戦2勝 賞金 20，956，000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 ロイヤルディクリー号

４レース目



（1小倉2）第12日 9月1日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 189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
厩務員出走奨励金

211，050，000円
1，300，000円
20，210，000円
1，920，000円
24，880，000円
79，479，500円
5，152，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
602，547，600円
747，653，400円
294，948，000円
1，290，449，700円
558，502，900円
825，240，800円
1，979，855，800円
2，492，883，300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 8，792，081，500円

総入場人員 15，109名 （有料入場人員 9，792名）



令和1年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，008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
厩務員出走奨励金

2，488，690，000円
41，330，000円
226，760，000円
17，740，000円
276，970，000円
827，659，500円
57，290，600円
19，276，800円

勝馬投票券売得金
5，755，123，100円
8，223，316，100円
2，583，291，100円
11，974，591，000円
5，473，765，300円
7，885，010，000円
18，055，222，100円
24，764，898，000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 84，715，216，700円

総入場延人員 146，901名 （有料入場延人員 105，278名）
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