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23085 9月5日 晴 良 （3小倉4） 第8日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

22 シェーンクラート 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 508－ 23：11．9 4．4�
44 アドラメレク 牡7黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 43：12．22 8．3�
810 サトノパシュート 牡4黒鹿60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 470－ 43：12．83� 4．1�
78 サンライズアキレス 牡5芦 60 熊沢 重文松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 520＋ 4 〃 クビ 8．1�
77 プリンスオブペスカ 牡7鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496＋123：13．11� 2．4�
55 サトノゲイル 牡6青鹿60 植野 貴也 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 482－ 83：13．52� 36．4	
89 ショウナンパンサー �5鹿 60 中村 将之国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 502＋103：14．77 26．6

66 タイキフロリゼル 牡3芦 58 北沢 伸也�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470＋ 23：14．8� 46．0�
11 ディープサドラーズ �5鹿 60 白浜 雄造廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444－ 63：16．510 29．3
33 メイショウミツヤス 牡3鹿 58 小坂 忠士松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 490± 03：16．92� 83．8�
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売 得 金
単勝： 15，377，800円 複勝： 16，297，300円 枠連： 5，872，300円
馬連： 27，141，500円 馬単： 16，103，200円 ワイド： 20，785，900円
3連複： 54，265，100円 3連単： 78，361，000円 計： 234，204，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 190円 � 150円 枠 連（2－4） 2，200円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 540円 �� 330円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 15，610円

票 数

単勝票数 計 153778 的中 � 27423（3番人気）
複勝票数 計 162973 的中 � 32294（2番人気）� 18746（5番人気）� 30787（3番人気）
枠連票数 計 58723 的中 （2－4） 2060（7番人気）
馬連票数 計 271415 的中 �� 12083（8番人気）
馬単票数 計 161032 的中 �� 3241（16番人気）
ワイド票数 計 207859 的中 �� 9560（8番人気）�� 17196（4番人気）�� 8113（9番人気）
3連複票数 計 542651 的中 ��� 16735（8番人気）
3連単票数 計 783610 的中 ��� 3638（51番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 51．2－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シェーンクラート �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．10．19 東京3着

2017．4．10生 牡4黒鹿 母 ラドランファーマ 母母 ヒデアスタイアー 障害：10戦1勝 賞金 22，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

23086 9月5日 晴 良 （3小倉4） 第8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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

69 タムロキュラムン 牝2鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 432＋ 41：09．1 67．6�
57 ロッホローモンド 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 432－ 4 〃 ハナ 21．2�

56 アドヴァイス 牝2鹿 54 福永 祐一泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 466－ 21：09．2� 5．5�
45 イ ダ マ ン テ 牡2鹿 54

51 ▲角田 大和 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 真歌田中牧場 444－ 41：09．3� 33．3�

33 カジュフェイス 牡2鹿 54 秋山真一郎 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 486± 0 〃 ハナ 4．9�
68 シャランガーナ 牡2栗 54 武 豊�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 472－121：09．4� 21．7	
11 ニシノデフィレ 牡2鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 500－ 8 〃 ハナ 12．8

22 シゲルハナミザケ 牝2栗 54 浜中 俊森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 456＋121：09．61 25．9�
812 フェブサンカラ 牝2鹿 54 小崎 綾也釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 404± 01：09．81� 5．9�
710 ルパルテール 牝2鹿 54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 430＋ 4 〃 アタマ 12．9
44 エールゴージューン 牡2栗 54 松若 風馬佐伯由加理氏 武 英智 新ひだか 藤原牧場 432－ 41：10．11� 43．9�
711 リ ト ル ジ ー 牝2鹿 54 酒井 学佐伯 太朗氏 長谷川浩大 新ひだか 木村 秀則 466－ 21：10．52� 110．2�
813 ダ グ ザ 牡2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：10．71� 3．6�
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売 得 金
単勝： 37，618，100円 複勝： 53，568，200円 枠連： 11，492，400円
馬連： 57，687，400円 馬単： 23，343，500円 ワイド： 54，662，400円
3連複： 86，266，800円 3連単： 85，808，600円 計： 410，447，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，760円 複 勝 � 1，430円 � 520円 � 190円 枠 連（5－6） 3，580円

馬 連 �� 44，480円 馬 単 �� 109，420円

ワ イ ド �� 10，250円 �� 4，640円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 79，870円 3 連 単 ��� 840，690円

票 数

単勝票数 計 376181 的中 � 4722（12番人気）
複勝票数 計 535682 的中 � 8111（12番人気）� 24697（7番人気）� 91745（2番人気）
枠連票数 計 114924 的中 （5－6） 2487（14番人気）
馬連票数 計 576874 的中 �� 1005（69番人気）
馬単票数 計 233435 的中 �� 160（143番人気）
ワイド票数 計 546624 的中 �� 1359（69番人気）�� 3026（48番人気）�� 7054（22番人気）
3連複票数 計 862668 的中 ��� 810（179番人気）
3連単票数 計 858086 的中 ��� 74（1270番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―11．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タムロキュラムン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Lear Fan デビュー 2021．8．14 小倉8着

2019．3．23生 牝2鹿 母 ヴ ァ ケ ア 母母 Appealing Storm 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 シゲルハナミザケ号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 アドヴァイス号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：3番・12

番）
※出走取消馬 シゲルトビウオ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

第４回 小倉競馬 第８日



23087 9月5日 晴 稍重 （3小倉4） 第8日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

611 バライロノキセキ 牝3鹿 54
51 ▲松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 470＋ 41：45．6 3．8�

12 レヴィーアクイーン 牝3鹿 54 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B478－ 4 〃 クビ 11．0�
24 クリノキララ 牝3鹿 54 浜中 俊栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 428＋ 41：45．7クビ 3．8�
36 ショコラルビー 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新ゴドルフィン 吉村 圭司 浦河 富菜牧場 474＋ 41：46．44 17．7�
510 ブ ル レ ス カ 牝3栗 54 小崎 綾也�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 41：46．93 31．1�
713 ナンノコレシキ 牝3黒鹿54 西村 淳也宮城 寛也氏 茶木 太樹 新冠 スカイビーチステーブル 450＋ 6 〃 アタマ 20．7	
815 アイソリズム 牝3黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546－ 41：47．21� 28．0

612 リオンジャック 牝3黒鹿54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474± 01：47．73 6．3�
59 エリカブライト 牝3鹿 54 �島 克駿三木 正浩氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：47．8� 6．9�
48 オーサムデイ 牝3芦 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 470± 0 〃 クビ 15．4
47 ラインリブラ 牝3青鹿54 中井 裕二大澤 繁昌氏 長谷川浩大 新冠 小泉牧場 452－ 21：48．11� 151．3�
11 クエストフォーラヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和広尾レース� 野中 賢二 新冠 パカパカ
ファーム 432－ 21：48．84 15．0�

35 エウリュアレ 牝3鹿 54 藤岡 康太永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 444 ―1：50．07 99．5�
714 スマートメソッド 牝3栗 54 秋山真一郎大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス

マート 462－ 41：51．59 133．1�
23 スマートミニヨン 牝3栗 54

53 ☆富田 暁大川 徹氏 河内 洋 日高 本間牧場 434－ 21：51．71 121．5�
816 メイショウユウスゲ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 500＋ 81：51．91 106．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，738，900円 複勝： 50，281，200円 枠連： 12，949，000円
馬連： 54，827，600円 馬単： 21，852，900円 ワイド： 51，285，900円
3連複： 88，345，700円 3連単： 85，204，700円 計： 397，485，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 250円 � 150円 枠 連（1－6） 770円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 800円 �� 360円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 17，870円

票 数

単勝票数 計 327389 的中 � 67434（1番人気）
複勝票数 計 502812 的中 � 91330（2番人気）� 42217（4番人気）� 97245（1番人気）
枠連票数 計 129490 的中 （1－6） 12998（2番人気）
馬連票数 計 548276 的中 �� 17668（7番人気）
馬単票数 計 218529 的中 �� 3657（14番人気）
ワイド票数 計 512859 的中 �� 15532（7番人気）�� 39367（1番人気）�� 18059（6番人気）
3連複票数 計 883457 的中 ��� 24633（3番人気）
3連単票数 計 852047 的中 ��� 3455（26番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．8―12．9―12．5―12．2―12．4―12．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．9―42．8―55．3―1：07．5―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バライロノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Nedawi デビュー 2020．8．9 新潟4着

2018．5．12生 牝3鹿 母 クルザダアメリカーナ 母母 Spring Princess 15戦1勝 賞金 17，640，000円
〔制裁〕 レヴィーアクイーン号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートメソッド号・スマートミニヨン号・メイショウユウスゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和3年10月5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〕 メイショウユウスゲ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月5日まで平地競走に出走で

きない。

23088 9月5日 晴 良 （3小倉4） 第8日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

23 ウインヴァカンス 牝3栗 54 松若 風馬�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B444－ 62：00．3 19．6�
817 トーホウロゼリア 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 460＋ 2 〃 クビ 8．7�
816 ラルナプレナ 牝3青鹿54 小崎 綾也 �サンデーレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 42：00．51� 42．7�
715 デスティノアーラ 牝3鹿 54 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B422－ 6 〃 ハナ 10．2�
36 エニシノウタ 牝3黒鹿54 松山 弘平岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 442± 02：00．6� 5．6	
714 エイシンビルト 牡3芦 56 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 498－122：00．7クビ 28．3

612 ザレストノーウェア 牡3鹿 56 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 42：00．8� 6．4�
24 メイショウユウスイ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 452＋ 22：00．9クビ 17．9�
48 メイショウエバー 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 424± 0 〃 クビ 14．9
713 モラトリアム 牝3鹿 54 幸 英明安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 456＋122：01．11 8．7�
59 イ ン シ ニ ス 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 6 〃 ハナ 265．3�
47 リアングロワール 牝3黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 478－ 82：01．2� 7．3�
611 ブールアネージュ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B422－ 2 〃 ハナ 26．7�
35 ライトオブワールド 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 4 〃 アタマ 63．3�
12 メイショウマサカリ 牡3青鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 様似 中脇 一幸 472＋122：01．3� 22．9�
510 ネビーイーム 牡3黒鹿56 酒井 学前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 518－ 82：01．83 10．1�
818 リーゼントジャンボ 牡3芦 56 中井 裕二三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 528－ 6 〃 ハナ 52．6�
11 メイショウトマリギ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 498 ―2：04．8大差 156．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，102，000円 複勝： 58，302，900円 枠連： 15，468，400円
馬連： 62，146，800円 馬単： 22，903，800円 ワイド： 64，810，100円
3連複： 109，666，300円 3連単： 94，250，800円 計： 461，651，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 600円 � 260円 � 1，010円 枠 連（2－8） 2，680円

馬 連 �� 7，080円 馬 単 �� 14，540円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 11，480円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 83，920円 3 連 単 ��� 525，620円

票 数

単勝票数 計 341020 的中 � 13903（10番人気）
複勝票数 計 583029 的中 � 24264（10番人気）� 69884（2番人気）� 13521（14番人気）
枠連票数 計 154684 的中 （2－8） 4464（14番人気）
馬連票数 計 621468 的中 �� 6796（31番人気）
馬単票数 計 229038 的中 �� 1181（65番人気）
ワイド票数 計 648101 的中 �� 7997（25番人気）�� 1438（107番人気）�� 3484（63番人気）
3連複票数 計1096663 的中 ��� 980（279番人気）
3連単票数 計 942508 的中 ��� 130（1716番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．6―12．2―12．0―11．7―11．8―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．2―47．8―1：00．0―1：12．0―1：23．7―1：35．5―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．6
1
3

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

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

ウインヴァカンス �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Fly So Free デビュー 2020．10．25 京都8着

2018．4．15生 牝3栗 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation 13戦1勝 賞金 11，050，000円
〔騎手変更〕 メイショウエバー号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため武豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ラストアプローズ号



23089 9月5日 曇 良 （3小倉4） 第8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
1：44．5

良
良

813 ドウデュース 牡2鹿 54 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494 ―1：50．2 1．7�
710 ガイアフォース 牡2芦 54 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 486 ―1：50．3クビ 9．3�
711 フェーングロッテン 牡2鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484 ―1：50．83 4．7�
44 ミ ア ス テ ラ 牡2栗 54 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 498 ―1：51．22� 46．7�
45 ニャンチンノン 牡2栗 54 西村 淳也加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 442 ―1：51．51� 52．4	
68 デ ー モ ン 牡2鹿 54 田中 健 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 浦河 �川 啓一 500 ― 〃 クビ 21．7

22 コウエイキズナ 牡2鹿 54 酒井 学伊東 政清氏 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 510 ―1：51．6クビ 47．7�
812 エンドレスロード 牡2鹿 54 幸 英明前田 幸貴氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ― 〃 クビ 13．8�
11 サトノラッシュ 牡2鹿 54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 512 ―1：52．13 15．8
57 ネ フ ィ リ ム 牡2鹿 54 柴山 雄一フィールドレーシング 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 552 ―1：52．63 88．4�
56 タカノドリーム 牡2栗 54 川須 栄彦山口多賀司氏 梅田 智之 新冠 大栄牧場 490 ―1：52．7� 143．2�
69 ルイナールカズマ 牡2黒鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 482 ―1：52．91 79．9�
33 クラウンアポロン 牡2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 452 ―1：55．6大差 202．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，505，000円 複勝： 55，182，900円 枠連： 12，002，300円
馬連： 49，916，900円 馬単： 30，924，400円 ワイド： 41，450，200円
3連複： 73，269，500円 3連単： 114，752，900円 計： 428，004，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 290円 �� 170円 �� 480円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 505050 的中 � 250321（1番人気）
複勝票数 計 551829 的中 � 282827（1番人気）� 44510（3番人気）� 81860（2番人気）
枠連票数 計 120023 的中 （7－8） 43846（1番人気）
馬連票数 計 499169 的中 �� 54828（2番人気）
馬単票数 計 309244 的中 �� 28440（2番人気）
ワイド票数 計 414502 的中 �� 34455（2番人気）�� 73087（1番人気）�� 18168（6番人気）
3連複票数 計 732695 的中 ��� 67708（1番人気）
3連単票数 計1147529 的中 ��� 32919（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―38．7―51．3―1：03．7―1：15．9―1：27．7―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドウデュース �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Vindication 初出走

2019．5．7生 牡2鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 デーモン号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため田中健に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンアポロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月5日まで平地競

走に出走できない。

23090 9月5日 曇 稍重 （3小倉4） 第8日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

11 ヨロシオスナ 牡3黒鹿56 松山 弘平岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 田中スタッド 494± 01：45．3 3．0�
59 メイショウミカワ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 484± 01：45．4� 5．3�
510 チョウワイルド 牡3黒鹿56 田中 健丸山 隆雄氏 田中 克典 新ひだか オギオギ牧場 500＋ 41：46．46 256．0�
815 ハデスキーパー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 B490± 01：46．51 6．6�
612 ヴァンヤール 牡3栗 56 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 516－ 41：46．6クビ 7．9�
47 ベクルックス 牡3鹿 56 藤岡 康太 	社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム B508＋ 41：46．7� 14．0

12 ゴットウェーブ 牡3鹿 56 浜中 俊後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 B498＋ 4 〃 クビ 20．7�
713 ゼンダンリュウ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁渡邊 善男氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 476＋ 6 〃 アタマ 13．1�
23 ヒルノアローザ 牡3鹿 56 太宰 啓介�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 504－ 41：47．44 27．9
611 ラ リ ッ ク 牡3栗 56 西村 淳也吉田 勝己氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B434± 01：47．61� 15．3�
36 スカイドゥエラー 牡3青鹿56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 広富牧場 B458＋ 21：47．91� 10．4�
48 メイショウシブキ 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 532＋ 6 〃 ハナ 58．6�
816 イーサンタイガー �3鹿 56 酒井 学国本 勇氏 昆 貢 新冠 須崎牧場 508＋ 41：48．0� 32．9�
24 クレイジーエックス 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 442－111：48．53 358．9�
35 タガノポルトロン 牡3青鹿56 藤井勘一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B468＋ 81：49．03 100．7�
714 ハギノクレド 牡3鹿 56 中井 裕二安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 B462＋ 41：52．1大差 223．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，074，400円 複勝： 68，552，500円 枠連： 13，898，500円
馬連： 64，920，900円 馬単： 24，729，100円 ワイド： 63，361，100円
3連複： 106，660，700円 3連単： 103，219，800円 計： 488，417，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 210円 � 4，230円 枠 連（1－5） 850円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 400円 �� 15，960円 �� 16，770円

3 連 複 ��� 61，480円 3 連 単 ��� 176，080円

票 数

単勝票数 計 430744 的中 � 112353（1番人気）
複勝票数 計 685525 的中 � 162925（1番人気）� 84699（3番人気）� 2792（14番人気）
枠連票数 計 138985 的中 （1－5） 12636（2番人気）
馬連票数 計 649209 的中 �� 53079（1番人気）
馬単票数 計 247291 的中 �� 12353（1番人気）
ワイド票数 計 633611 的中 �� 45667（1番人気）�� 953（75番人気）�� 907（76番人気）
3連複票数 計1066607 的中 ��� 1301（159番人気）
3連単票数 計1032198 的中 ��� 425（606番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．6―12．6―12．5―12．3―12．7―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．3―41．9―54．4―1：06．7―1：19．4―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨロシオスナ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．2．20 阪神2着

2018．5．20生 牡3黒鹿 母 レッダンゴールド 母母 ホクトペンダント 8戦1勝 賞金 16，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノクレド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月5日まで平地競走に

出走できない。



23091 9月5日 曇 良 （3小倉4） 第8日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

78 � スーパーウーパー 牝3芦 53 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet
Farm 472＋161：08．0 17．1�

55 プラチナムレイアー 牡3芦 55 �島 克駿岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B482＋ 2 〃 アタマ 18．5�
79 カーフライターク 牡4黒鹿57 幸 英明 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 470± 01：08．31� 18．2�
44 	 パルフェアンジュ 牝5栗 55 中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 478＋ 61：08．62 63．6�
66 ジューンベロシティ 牡3青鹿 55

54 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 456－ 2 〃 ハナ 6．2	
810 ノーセキュリティ 牡4鹿 57 浜中 俊竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 498－ 4 〃 ハナ 16．0

811� メイショウシルト 牡3青鹿 55

54 ☆斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick
Chedeville 474－101：08．91� 133．7�

11 タケルジャック 牡3青鹿55 福永 祐一森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 41：09．0� 4．5�
22 ノブフランクリン 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 432＋ 2 〃 ハナ 40．4
33 � トップスターサン 牡3黒鹿53 松若 風馬吉田 和美氏 四位 洋文 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

B518＋261：09．42� 16．5�
67 ルージュグラース 牝3鹿 53 松山 弘平 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438＋101：09．72 1．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，695，700円 複勝： 96，034，900円 枠連： 10，348，400円
馬連： 57，340，000円 馬単： 33，509，800円 ワイド： 48，847，900円
3連複： 88，950，800円 3連単： 154，033，400円 計： 527，760，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 900円 � 660円 � 730円 枠 連（5－7） 4，030円

馬 連 �� 10，260円 馬 単 �� 29，990円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 2，750円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 44，440円 3 連 単 ��� 322，750円

票 数

単勝票数 計 386957 的中 � 18019（6番人気）
複勝票数 計 960349 的中 � 27878（7番人気）� 39454（4番人気）� 34820（5番人気）
枠連票数 計 103484 的中 （5－7） 1987（13番人気）
馬連票数 計 573400 的中 �� 4330（23番人気）
馬単票数 計 335098 的中 �� 838（63番人気）
ワイド票数 計 488479 的中 �� 3899（29番人気）�� 4576（25番人気）�� 5371（22番人気）
3連複票数 計 889508 的中 ��� 1501（80番人気）
3連単票数 計1540334 的中 ��� 346（485番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．8―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．4―44．8―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スーパーウーパー �
�
父 Overanalyze �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．10．24 京都1着

2018．3．26生 牝3芦 母 Spoken 母母 Tell It 9戦2勝 賞金 17，142，000円
〔騎手変更〕 タケルジャック号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため福永祐一に変更。

23092 9月5日 曇 稍重 （3小倉4） 第8日 第8競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

812� フチサンメルチャン 牡4栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 470－ 2 58．3 26．1�
710 ム ジ ッ ク 牝3栗 53 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B494＋10 58．51� 1．8�
813 サイモンルピナス 牝3黒鹿53 川須 栄彦澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B428－ 4 〃 アタマ 8．9�
57 � ムーンオブバローダ 牡5栗 57 �島 克駿 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 498＋ 4 59．03 8．0�
11 アメリカンベイビー 牡4黒鹿57 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 500＋ 2 59．21 4．8	
68 � プラットフォーマー 牝4鹿 55 川島 信二中村 政夫氏 新谷 功一 安平 追分ファーム 466＋10 〃 クビ 60．7

22 スマートネクタル 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 452－ 7 59．41� 23．9�
45 スターオブスパーダ 牡3芦 55 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 432＋ 4 59．5� 20．0�
69 アスクドンキバック 牡3栗 55

52 ▲角田 大和廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 460＋ 21：00．03 71．0
56 フェブキラナ 牡3栗 55 幸 英明釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B462－ 21：00．21� 11．8�
33 スパークリングアイ 牡3鹿 55 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 B488－ 61：00．31 63．6�
44 ラストバリオン 牡3鹿 55

51 ★永島まなみ中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 B492± 01：00．83 53．5�
（12頭）

711 ジ ュ ラ ン ド 牝4栗 55 中井 裕二�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 406－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，031，000円 複勝： 58，658，900円 枠連： 13，990，500円
馬連： 63，623，200円 馬単： 35，653，700円 ワイド： 57，338，300円
3連複： 98，081，700円 3連単： 145，464，400円 計： 510，841，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 400円 � 110円 � 180円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，860円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 38，570円

票 数

単勝票数 差引計 380310（返還計 7923） 的中 � 11628（8番人気）
複勝票数 差引計 586589（返還計 20244） 的中 � 21215（8番人気）� 245771（1番人気）� 63234（3番人気）
枠連票数 差引計 139905（返還計 2829） 的中 （7－8） 21865（2番人気）
馬連票数 差引計 636232（返還計 27821） 的中 �� 31961（6番人気）
馬単票数 差引計 356537（返還計 15612） 的中 �� 4394（19番人気）
ワイド票数 差引計 573383（返還計 34367） 的中 �� 19132（8番人気）�� 7271（23番人気）�� 43080（3番人気）
3連複票数 差引計 980817（返還計 86567） 的中 ��� 20889（13番人気）
3連単票数 差引計1454644（返還計119585） 的中 ��� 2734（118番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．3―34．8―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フチサンメルチャン �
�
父 アンライバルド �

�
母父 アサクサデンエン

2017．2．28生 牡4栗 母 ファーマベリー 母母 フルートフルタイム 10戦1勝 賞金 12，140，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 アメリカンベイビー号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため松山弘平に変更。
〔競走除外〕 ジュランド号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔3走成績による出走制限〕 スパークリングアイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月5日まで平地競走に出走

できない。



23093 9月5日 小雨 良 （3小倉4） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

ち く ご が わ

筑 後 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

811 ジェラルディーナ 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438± 01：47．8 1．7�
66 ジュンブルースカイ 牡3鹿 54 武 豊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：48．11� 4．5�
44 ハローユニコーン 牝7鹿 55 斎藤 新 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 468＋ 61：48．42 36．2�
810 ハーランズハーツ 牡4黒鹿57 	島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 434± 01：48．61� 10．2�
33 バルトロメウ 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486＋10 〃 ハナ 5．8	
78 
� ファインスティール 牝5鹿 55 西村 淳也岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

534± 01：48．8� 18．4

79 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 57 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 0 〃 クビ 65．7�
11 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 462－ 2 〃 アタマ 44．0�
22 トウカイデュエル 牡4鹿 57 柴山 雄一内村 正則氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 460± 01：49．33 195．2
67 タイセイメガロス 牡4鹿 57 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 446＋ 21：49．4� 20．1�
55 イロエンピツ 牝3黒鹿52 藤懸 貴志内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 470－ 2 〃 クビ 230．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，630，700円 複勝： 70，965，000円 枠連： 15，044，400円
馬連： 82，197，200円 馬単： 41，151，100円 ワイド： 65，769，300円
3連複： 125，634，000円 3連単： 209，440，200円 計： 661，831，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 340円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 890円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 516307 的中 � 240591（1番人気）
複勝票数 計 709650 的中 � 264497（1番人気）� 131395（2番人気）� 28674（7番人気）
枠連票数 計 150444 的中 （6－8） 39712（1番人気）
馬連票数 計 821972 的中 �� 165794（1番人気）
馬単票数 計 411511 的中 �� 61207（1番人気）
ワイド票数 計 657693 的中 �� 103397（1番人気）�� 16696（10番人気）�� 12232（14番人気）
3連複票数 計1256340 的中 ��� 32888（10番人気）
3連単票数 計2094402 的中 ��� 22703（17番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―13．1―12．3―11．7―11．6―11．6―11．5―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．0―50．3―1：02．0―1：13．6―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェラルディーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．12 中京3着

2018．5．12生 牝3鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 8戦3勝 賞金 35，060，000円
〔騎手変更〕 タイセイメガロス号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため松若風馬に変更。

23094 9月5日 小雨 稍重 （3小倉4） 第8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，3勝クラス，2．9．5以降3．8．29まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

西日本スポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：40．9
1：40．9

重
重

713 メイショウダジン 牡4栗 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 478＋ 21：43．8 6．8�
611 クリノフラッシュ 牝6青鹿52 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B462＋ 61：44．12 14．5�
48 ゲンパチルシファー 牡5鹿 56 �島 克駿平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 528＋141：44．31� 7．4�
35 ミステリオーソ 牡4黒鹿56 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 480－121：44．62 3．9�
815 ダンツエリーゼ 牝4青鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 526＋ 61：44．7クビ 16．0�
24 ワンダーウマス 牡7鹿 54 高倉 稜山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 490＋ 21：44．91� 26．6	
59 ヴァーダイト 牡4黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 ハナ 7．8

12 タイガーサイレンス 牡4青鹿54 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 448＋ 2 〃 ハナ 28．3�
816 メイショウササユリ 牝7黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 506± 0 〃 同着 18．9�
36 カフジキング 牡8鹿 55 �島 良太加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 154．1
714� コパノリッチマン 牡4栃栗54 藤井勘一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 512＋ 41：45．0クビ 43．2�
23 モズレジーナ 牝5鹿 52 藤岡 康太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 454＋101：45．1� 23．6�
510 シゲルタイタン 牡4鹿 54 岩田 康誠森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B484＋ 41：45．31� 16．8�
612 ワンダーエカルテ 牝5芦 52 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 522＋ 41：45．4� 13．3�
47 ミスズフリオーソ 牡6栗 52 城戸 義政永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492＋ 41：45．61 221．2�
11 シホノレジーナ 牝4栗 54 松山 弘平村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞	湖 レイクヴィラファーム B500－141：46．98 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，862，800円 複勝： 91，339，000円 枠連： 30，456，400円
馬連： 148，430，500円 馬単： 50，951，300円 ワイド： 118，456，000円
3連複： 257，863，800円 3連単： 255，069，700円 計： 1，007，429，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 360円 � 290円 枠 連（6－7） 1，910円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，260円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 790円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 45，180円

票 数

単勝票数 計 548628 的中 � 64067（2番人気）
複勝票数 計 913390 的中 � 134096（2番人気）� 59097（7番人気）� 78322（3番人気）
枠連票数 計 304564 的中 （6－7） 12357（11番人気）
馬連票数 計1484305 的中 �� 31114（12番人気）
馬単票数 計 509513 的中 �� 5260（22番人気）
ワイド票数 計1184560 的中 �� 27881（7番人気）�� 39347（3番人気）�� 17680（21番人気）
3連複票数 計2578638 的中 ��� 23403（18番人気）
3連単票数 計2550697 的中 ��� 4093（93番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．0―41．5―53．4―1：05．8―1：18．5―1：31．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3

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

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

メイショウダジン �
�
父 トランセンド �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．12．15 中京1着

2017．4．8生 牡4栗 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 16戦4勝 賞金 77，323，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ゲンパチルシファー号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため�島克駿に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アンセッドヴァウ号・カバジェーロ号・サトノガイア号・スコルピウス号・スズカデレヤ号・ディモールト号・

ナンヨープランタン号・パキュートハート号・フォーカード号・ララメダイユドール号

１レース目



23095 9月5日 小雨 良 （3小倉4） 第8日 第11競走 ��
��1，200�第41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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

89 ナムラクレア 牝2青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 458＋ 41：07．9 6．4�
77 スリーパーダ 牝2栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 404＋ 61：08．32 6．2�
810 ア ネ ゴ ハ ダ 牝2青鹿54 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 446＋101：08．51� 21．3�
55 � デ ュ ガ 牡2鹿 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 484＋121：08．6	 8．5�
44 インプロバイザー 牡2芦 54 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 462－10 〃 アタマ 5．7�
78 ブレスレスリー 牝2芦 54 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋181：08．81� 16．7	
33 ショウナンマッハ 牡2鹿 54 松山 弘平国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 490＋ 21：09．12 2．8

66 エトワールジェンヌ 牝2鹿 54 国分 優作福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 486＋ 81：09．31 114．3�
22 ソリッドグロウ 牝2栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 438± 01：09．51 9．8�
11 シュンメキラリ 牝2鹿 54 秋山真一郎西村新一郎氏 牧田 和弥 熊本 ストームファーム

コーポレーション 476± 01：10．03 99．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 202，138，700円 複勝： 190，555，500円 枠連： 51，639，200円
馬連： 424，753，000円 馬単： 180，877，600円 ワイド： 233，993，000円
3連複： 638，705，100円 3連単： 1，097，185，500円 計： 3，019，847，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 220円 � 500円 枠 連（7－8） 960円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，160円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 49，390円

票 数

単勝票数 計2021387 的中 � 264902（4番人気）
複勝票数 計1905555 的中 � 254214（4番人気）� 250698（5番人気）� 83503（8番人気）
枠連票数 計 516392 的中 （7－8） 41411（4番人気）
馬連票数 計4247530 的中 �� 168330（8番人気）
馬単票数 計1808776 的中 �� 32146（18番人気）
ワイド票数 計2339930 的中 �� 95064（8番人気）�� 51205（18番人気）�� 34188（23番人気）
3連複票数 計6387051 的中 ��� 56394（35番人気）
3連単票数 計10971855 的中 ��� 16103（184番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―11．2―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラクレア �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．8．1 新潟3着

2019．3．30生 牝2青鹿 母 サンクイーンⅡ 母母 Fountain of Peace 3戦2勝 賞金 49，395，000円
〔騎手変更〕 ナムラクレア号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため浜中俊に変更。

23096 9月5日 曇 良 （3小倉4） 第8日 第12競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

811 メイショウラツワン 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 482－ 22：41．0 3．6�
33 コートダルジャン 牝3鹿 52 �島 克駿 �キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋14 〃 クビ 8．7�
44 リンフレスカンテ 牡3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 438＋ 42：41．21	 2．4�
11 ショウサンイチマツ 牡3栗 54

51 ▲松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 456＋102：41．62
 14．2�
66 キタサンシンドー 牝3黒鹿52 福永 祐一�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478＋122：41．81 6．7	
55 シエラネバダ �6芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 アタマ 11．3

22 ジ オ ル テ ィ 牡3鹿 54

51 ▲角田 大和杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 B502＋ 82：42．01	 49．6�
79 ロックグラス 牡4鹿 57 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 464± 02：42．21	 43．7�
78 サマーカナロア 牡3黒鹿 54

53 ☆富田 暁前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 B502－10 〃 ハナ 46．5
810 レッドレイル �5黒鹿57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 436＋ 22：42．41	 14．0�
67 � ニシノトランザム �6鹿 57 西村 淳也西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

486－ 22：42．61
 82．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 72，312，000円 複勝： 72，807，700円 枠連： 25，012，500円
馬連： 133，302，400円 馬単： 60，564，900円 ワイド： 105，647，600円
3連複： 215，975，600円 3連単： 326，745，600円 計： 1，012，368，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 190円 � 120円 枠 連（3－8） 1，750円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 660円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 9，960円

票 数

単勝票数 計 723120 的中 � 159081（2番人気）
複勝票数 計 728077 的中 � 146877（2番人気）� 71511（4番人気）� 197407（1番人気）
枠連票数 計 250125 的中 （3－8） 11061（8番人気）
馬連票数 計1333024 的中 �� 45343（9番人気）
馬単票数 計 605649 的中 �� 12901（14番人気）
ワイド票数 計1056476 的中 �� 33142（9番人気）�� 170297（1番人気）�� 102329（2番人気）
3連複票数 計2159756 的中 ��� 134720（3番人気）
3連単票数 計3267456 的中 ��� 23762（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．1―25．2―38．4―51．1―1：03．7―1：16．7―1：29．8―1：42．2―1：53．9―2：05．6―2：17．4―2：29．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウラツワン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．25 小倉1着

2017．5．21生 牡4鹿 母 ル サ ビ 母母 ア ビ 14戦2勝 賞金 36，808，000円
〔騎手変更〕 ジオルティ号の騎手和田竜二は，第2回札幌競馬第7日での負傷のため角田大和に変更。

４レース目



（3小倉4）第8日 9月5日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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

232，110，000円
3，020，000円
22，570，000円
1，390，000円
27，270，000円
67，123，500円
5，077，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
671，087，100円
882，546，000円
218，174，300円
1，226，287，400円
542，565，300円
926，407，700円
1，943，685，100円
2，749，536，600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 9，160，289，500円

総入場人員 2，808名 （有料入場人員 2，539名）



令和3年度 第4回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，299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

1，784，070，000円
31，760，000円
185，060，000円
11，641，000円
204，140，000円
557，985，500円
39，836，500円
12，470，400円

勝馬投票券売得金
4，556，184，500円
6，109，075，300円
1，552，645，200円
8，382，114，500円
3，659，523，400円
6，589，910，300円
13，527，596，000円
17，790，317，800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 62，167，367，000円

総入場延人員 17，151名 （有料入場延人員 14，404名）
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