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23085 9月4日 晴 良 （4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3：06．3良

66 ララロトリー �5黒鹿60 黒岩 悠フジイ興産� 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 43：10．4 22．0�
（法942）

22 シゲルキンセイ 牡5鹿 60
57 ▲小牧加矢太森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 488± 03：10．61 2．5�

77 メイショウアツイタ 牡4黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル B488＋ 23：10．7� 2．2�
44 スズカブランコ 牡6栗 60 大庭 和弥永井 啓弍氏 堀内 岳志 様似 様似共栄牧場 474± 03：11．02 34．3�
11 � フィアレスハート �5黒鹿60 上野 翔 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム B488＋ 23：12．59 8．2	
33 ゼンノジャスタ 牡5黒鹿60 中村 将之大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 460＋ 23：16．1大差 17．1

88 � ヴィオマージュ 牡4鹿 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 492± 03：17．69 42．6�
89 フェブキラナ �4栗 60 小野寺祐太釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 452－ 83：18．02	 46．0�
55 ホウオウアクセル 牡6栗 60 西谷 誠小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 4 （競走中止） 8．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，025，800円 複勝： 21，372，600円 枠連： 5，394，000円
馬連： 27，490，400円 馬単： 16，267，100円 ワイド： 23，593，100円
3連複： 49，695，400円 3連単： 86，330，100円 計： 248，168，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 250円 � 110円 � 110円 枠 連（2－6） 2，500円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 590円 �� 610円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 15，200円

票 数

単勝票数 計 180258 的中 � 6531（6番人気）
複勝票数 計 213726 的中 � 10281（6番人気）� 49439（2番人気）� 85359（1番人気）
枠連票数 計 53940 的中 （2－6） 1672（7番人気）
馬連票数 計 274904 的中 �� 8869（8番人気）
馬単票数 計 162671 的中 �� 1875（22番人気）
ワイド票数 計 235931 的中 �� 8176（8番人気）�� 7876（9番人気）�� 56659（1番人気）
3連複票数 計 496954 的中 ��� 28352（4番人気）
3連単票数 計 863301 的中 ��� 4116（46番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．8－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ララロトリー �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Pivotal デビュー 2020．3．21 中山14着

2017．4．28生 �5黒鹿 母 ジュエルボックスⅡ 母母 Birthstone 障害：5戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 ホウオウアクセル号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目2号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ホウオウアクセル号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目2号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。
〔その他〕 ゼンノジャスタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゼンノジャスタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年10月4日まで出走できない。

23086 9月4日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

711� ペースセッティング 牡2鹿 54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 安田 隆行 英 Northern
Farm 474－ 21：07．9 2．7�

56 ビッグシーザー 牡2芦 54 松山 弘平幅田 昌伸氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 492－ 81：08．43 2．3�
57 バールデュヴァン 牡2鹿 54 西村 淳也 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 504－ 21：08．82 34．9�
69 スーサンベガ 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 424－ 41：09．01� 64．0�
68 イナウィンク 牡2鹿 54 福永 祐一岡田 牧雄氏 新谷 功一 浦河 �川フアーム 428± 01：09．1� 17．9	
33 パーペチュアル 牡2鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 478－ 2 〃 ハナ 20．6

45 � ソフィアエール 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈 KRジャパン 杉山 晴紀 英 Healthy
Wood Co. Ltd 414－ 41：09．31� 7．4�

812 フレッチャネーラ 牡2青鹿54 高倉 稜野田 政義氏 荒川 義之 青森 ワールドファーム 466± 01：09．51� 273．1�
813 ニシノコウダイ 牡2黒鹿54 富田 暁西山 茂行氏 長谷川浩大 新冠 中山 高鹿康 474＋ 61：09．92� 14．3
44 タマモメガジョッキ 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B462－ 6 〃 クビ 32．8�
710 ゼンノエヴェック 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 472－ 61：10．43 260．2�
22 コスモアリス 牝2鹿 54

52 △松本 大輝 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 428－ 41：12．6大差 63．4�
11 エイヨーチャクラ 牝2青鹿 54

53 ☆亀田 温心柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 442＋ 41：13．55 164．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，867，700円 複勝： 55，216，900円 枠連： 10，504，500円
馬連： 59，561，300円 馬単： 28，622，900円 ワイド： 57，457，500円
3連複： 94，924，700円 3連単： 104，923，500円 計： 457，079，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 120円 � 420円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，010円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 458677 的中 � 138522（2番人気）
複勝票数 計 552169 的中 � 135254（2番人気）� 158818（1番人気）� 18403（8番人気）
枠連票数 計 105045 的中 （5－7） 24800（1番人気）
馬連票数 計 595613 的中 �� 134879（1番人気）
馬単票数 計 286229 的中 �� 33991（1番人気）
ワイド票数 計 574575 的中 �� 98229（1番人気）�� 12356（13番人気）�� 13550（11番人気）
3連複票数 計 949247 的中 ��� 32058（6番人気）
3連単票数 計1049235 的中 ��� 10613（16番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．9―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．9―44．5―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 11（5，13）6（2，8）（3，9，10）4，7（1，12） 4 11，13（5，6）8（3，9）－（4，7，10）－（2，12）－1

勝馬の
紹 介

�ペースセッティング �
�
父 Showcasing �

�
母父 Fast Company デビュー 2022．7．17 福島2着

2020．3．26生 牡2鹿 母 Jet Setting 母母 Mean Lae 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 タマモメガジョッキ号の騎手角田大河は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
〔その他〕 エイヨーチャクラ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモアリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月4日まで平地競走に

出走できない。

第４回 小倉競馬 第８日



23087 9月4日 晴 稍重 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

714 エルザストラウム 牝3栗 54
50 ★今村 聖奈 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム B448± 01：46．6 2．1�

816 クリニエールグラス 牝3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 444＋ 41：47．02� 31．2�
713 ポ ッ ト マ ム 牝3鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 平山牧場 468＋ 21：47．31� 22．7�
612 フェルンマンボ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 478＋ 2 〃 クビ 10．4�

12 カラーインデックス 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：47．51� 11．6	
36 メイショウジェゼロ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河松本 好
氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 448－ 41：47．7� 84．7�
510 エイシンブラボー 牝3栗 54 松山 弘平�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 412＋ 61：48．23 8．8�
35 サクラトップラン 牝3鹿 54 北村 友一�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 444± 01：48．41� 5．9
47 ムーンスター 牝3栗 54 藤懸 貴志田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B430± 01：48．61� 414．2�
23 アルファカリーナ 牝3青鹿54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426－ 21：49．02 12．3�
48 メトリカルセオリー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 470－ 21：49．1� 65．5�
611 ティーフォートゥー 牝3栗 54 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 426－ 41：50．59 14．7�
59 ソングフォーユー 牝3鹿 54 富田 暁三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 B436－ 21：51．77 32．2�
24 インアスピン 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁�フクキタル 四位 洋文 新冠 パカパカ
ファーム 492＋ 41：51．91� 259．9�

11 コ ト ル 牝3青鹿54 川須 栄彦吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 490－ 61：52．42� 42．7�
815 ジョーヌヴェール 牝3鹿 54 加藤 祥太川崎 賢二氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 436＋ 41：53．25 157．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，547，800円 複勝： 71，819，900円 枠連： 11，756，600円
馬連： 60，794，800円 馬単： 28，782，700円 ワイド： 63，865，000円
3連複： 105，087，400円 3連単： 107，663，900円 計： 493，318，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 430円 � 370円 枠 連（7－8） 2，780円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 810円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 12，680円 3 連 単 ��� 50，220円

票 数

単勝票数 計 435478 的中 � 163417（1番人気）
複勝票数 計 718199 的中 � 247121（1番人気）� 30236（8番人気）� 35995（7番人気）
枠連票数 計 117566 的中 （7－8） 3268（12番人気）
馬連票数 計 607948 的中 �� 13038（12番人気）
馬単票数 計 287827 的中 �� 4147（16番人気）
ワイド票数 計 638650 的中 �� 10998（14番人気）�� 21263（7番人気）�� 2568（51番人気）
3連複票数 計1050874 的中 ��� 6215（40番人気）
3連単票数 計1076639 的中 ��� 1554（156番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―30．0―42．7―55．0―1：07．4―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エルザストラウム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．2．5 中京7着

2019．4．15生 牝3栗 母 オメガセニョリーナ 母母 シ ョ ー コ 9戦1勝 賞金 14，900，000円
〔発走状況〕 メイショウジェゼロ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソングフォーユー号・インアスピン号・コトル号・ジョーヌヴェール号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和4年10月4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〕 ムーンスター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月4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 スーサンユッセ号

23088 9月4日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

611� メイショウケイガン 牡3芦 56 横山 典弘松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick
Chedeville 510－ 62：00．2 3．2�

817 ルージュラジョア 牝3黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464＋ 82：00．41� 2．5�
714 マノンルージュ 牡3鹿 56 富田 暁間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 462－ 62：00．5� 9．7�
612 バクシンフォワード 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 456－ 22：00．82 67．4�
715 ベッロジョヴァンニ 牡3栗 56 和田 竜二加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 452－ 22：01．01 38．0�
12 ショウナンパラボラ 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 高村牧場 430＋ 22：01．1クビ 16．7	
59 ニシノクレセント 牡3鹿 56 松山 弘平西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 506＋ 6 〃 ハナ 16．5

818 リ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 ハナ 25．8�
36 サトノソラーレ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 422－ 42：01．52� 21．5
35 ロ ノ マ ク ア 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 494－122：01．6クビ 27．0�

47 ラブカヒルー 牝3鹿 54 秋山真一郎増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 436－ 6 〃 クビ 31．9�
48 セルリアンルネッタ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 456＋ 42：01．8� 91．6�
23 ベガエクスプレス 牝3黒鹿54 中井 裕二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 432± 0 〃 ハナ 79．4�
510 キタサンエポナ 牝3黒鹿54 団野 大成�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 クビ 13．2�
713 ヴィクトールドパリ 牡3芦 56 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム B458－ 82：02．01� 68．3�
816 スリードゥラメンテ 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真永井商事� 南井 克巳 むかわ 市川牧場 B456－ 4 〃 クビ 138．8�
11 タ ボ ン 牡3鹿 56 森 裕太朗サン 安達 昭夫 新冠 武田 修一 460－ 72：02．52� 441．5�
24 フ ァ ジ ュ ル 牡3鹿 56 西村 淳也岡田 牧雄氏 辻野 泰之 新ひだか 増本牧場 438± 02：05．7大差 139．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，290，500円 複勝： 68，503，000円 枠連： 16，309，500円
馬連： 58，177，700円 馬単： 25，535，800円 ワイド： 66，726，500円
3連複： 102，675，400円 3連単： 96，931，500円 計： 475，149，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 190円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 220円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 402905 的中 � 99034（2番人気）
複勝票数 計 685030 的中 � 151737（2番人気）� 187320（1番人気）� 64721（3番人気）
枠連票数 計 163095 的中 （6－8） 29037（1番人気）
馬連票数 計 581777 的中 �� 103146（1番人気）
馬単票数 計 255358 的中 �� 20099（2番人気）
ワイド票数 計 667265 的中 �� 91762（1番人気）�� 27739（3番人気）�� 38781（2番人気）
3連複票数 計1026754 的中 ��� 50343（1番人気）
3連単票数 計 969315 的中 ��� 11773（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．4―48．2―1：00．4―1：12．0―1：23．8―1：35．9―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�メイショウケイガン �
�
父 The Grey Gatsby �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2021．12．12 阪神11着

2019．4．25生 牡3芦 母 Moon Giant 母母 Ask for the Moon 8戦1勝 賞金 12，260，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファジュル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月4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 フォルツァモンド号



23089 9月4日 晴 良 （4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

810 トーアライデン 牡2栗 54 中井 裕二高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 474 ―1：50．6 165．3�
67 アウローラシエル 牡2鹿 54 西村 淳也髙橋 正雄氏 森田 直行 日高 田端牧場 474 ― 〃 クビ 13．1�
66 メイショウポペット 牝2青鹿 54

51 ▲角田 大河松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 486 ―1：50．7クビ 7．6�
22 パンデアスカル 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500 ―1：50．91� 9．2�
44 ポワンキュルミナン 牡2栗 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 424 ―1：51．43 27．8	
79 リグレイアー 牝2黒鹿 54

53 ☆亀田 温心上田 秀二氏 北出 成人 日高 槇本牧場 472 ―1：51．5クビ 27．8

55 グランデスフィーダ 牡2鹿 54 松山 弘平 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 516 ―1：51．92� 2．1�
11 アンクルブラック 牡2黒鹿54 坂井 瑠星塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 474 ―1：52．32� 46．7�
78 ドウフォルス 牡2鹿 54 武 豊 �インゼルレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488 ―1：52．51 3．7
811 アズマサクラエモン 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 528 ―1：53．03 27．3�
33 ウインジュルネ 牡2栗 54

53 ☆小沢 大仁�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 418 ―1：57．1大差 84．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 56，564，500円 複勝： 45，488，500円 枠連： 8，933，400円
馬連： 54，028，500円 馬単： 31，381，700円 ワイド： 43，246，300円
3連複： 73，938，200円 3連単： 113，337，700円 計： 426，918，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，530円 複 勝 � 2，990円 � 330円 � 230円 枠 連（6－8） 3，290円

馬 連 �� 61，750円 馬 単 �� 219，960円

ワ イ ド �� 13，800円 �� 11，910円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 88，580円 3 連 単 ��� 1，173，850円

票 数

単勝票数 計 565645 的中 � 2907（11番人気）
複勝票数 計 454885 的中 � 3235（11番人気）� 36924（5番人気）� 60801（3番人気）
枠連票数 計 89334 的中 （6－8） 2102（12番人気）
馬連票数 計 540285 的中 �� 678（47番人気）
馬単票数 計 313817 的中 �� 107（103番人気）
ワイド票数 計 432463 的中 �� 789（49番人気）�� 915（46番人気）�� 11604（8番人気）
3連複票数 計 739382 的中 ��� 626（110番人気）
3連単票数 計1133377 的中 ��� 70（757番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．9―50．6―1：03．0―1：15．1―1：26．7―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーアライデン �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2020．5．20生 牡2栗 母 ジョーヌダンブル 母母 マルターズヒート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ポワンキュルミナン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインジュルネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月4日まで平地競走

に出走できない。

23090 9月4日 晴 稍重 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

59 ワンダーブレット �3鹿 56 小牧 太山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 490－ 21：45．3 5．8�
35 グローレジェンド 牡3鹿 56 北村 友一�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 520－ 41：46．15 88．7�
11 アダマスミノル 牡3鹿 56 武 豊吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 478－ 61：46．2クビ 10．9�
58 ミステリーボックス �3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B498＋ 61：46．3� 31．9�
22 ウインヴェルデ 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム B484＋ 61：46．4� 31．5	
611 コンジャンクション 牡3黒鹿56 西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B482－ 6 〃 ハナ 24．3

713 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 81：47．03� 2．1�
814 オリエンタルキング 牡3黒鹿56 高倉 稜 �京都ホースレーシング 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 500－14 〃 クビ 112．2�
610 ワンダージュノ 牡3鹿 56 坂井 瑠星山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 498＋ 61：47．1クビ 57．7
47 タイセイストラーダ 牡3黒鹿56 国分 恭介田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 カロッテファーム 478± 0 〃 クビ 19．7�
23 ドンシャーク 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 B488－ 21：47．31� 7．5�
46 テーオーインパクト 牡3栗 56

53 ▲川端 海翼小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 506＋ 61：47．4クビ 163．4�
712 ヒノデテイオー 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 444± 01：47．72 8．6�
815 サクラトップヒル 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ�トップフェロウ佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480－ 61：48．65 14．9�
34 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B496＋ 21：49．87 59．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，075，300円 複勝： 71，926，600円 枠連： 15，219，800円
馬連： 65，703，800円 馬単： 26，746，500円 ワイド： 70，781，000円
3連複： 111，212，900円 3連単： 102，400，900円 計： 516，066，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 260円 � 1，790円 � 310円 枠 連（3－5） 6，660円

馬 連 �� 24，490円 馬 単 �� 36，070円

ワ イ ド �� 6，270円 �� 1，030円 �� 6，800円

3 連 複 ��� 63，470円 3 連 単 ��� 348，540円

票 数

単勝票数 計 520753 的中 � 70939（2番人気）
複勝票数 計 719266 的中 � 79990（3番人気）� 8788（13番人気）� 64953（5番人気）
枠連票数 計 152198 的中 （3－5） 1770（20番人気）
馬連票数 計 657038 的中 �� 2079（55番人気）
馬単票数 計 267465 的中 �� 556（90番人気）
ワイド票数 計 707810 的中 �� 2850（55番人気）�� 18415（11番人気）�� 2625（58番人気）
3連複票数 計1112129 的中 ��� 1314（153番人気）
3連単票数 計1024009 的中 ��� 213（841番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．2―43．2―55．7―1：07．9―1：20．5―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーブレット �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2022．1．23 中京12着

2019．4．14生 �3鹿 母 フジインザスカイ 母母 ホーマンキュート 7戦1勝 賞金 8，860，000円
［他本会外：1戦0勝］



23091 9月4日 晴 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

611 ニシノデフィレ 牡3鹿 55 西村 淳也西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B496＋ 61：07．6 5．3�
35 � エンジェルシリカ 牝3鹿 53 坂井 瑠星前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E

Stockwell 450－ 41：07．7� 4．8�
713 フィルムスコア 牝4黒鹿55 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 456－ 21：07．8� 22．6�
714 ショウナンガニアン 牡4鹿 57 北村 友一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 442－121：08．01� 37．0�
510 ド リ ア ー ド 牝4青鹿 55

51 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 474＋ 2 〃 クビ 37．9�

815 アスターディゴン 牡3青鹿55 和田 竜二加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー
クスタツド 476± 01：08．1� 10．4	

816	 ベ ン ガ ン 牡5芦 57 武 豊小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 470± 01：08．31� 15．9

47 トリップトゥムーン 牡3黒鹿55 富田 暁岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 450＋ 4 〃 クビ 6．4�
48 ロードラスター 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム B506－101：08．4� 56．3�
11 モズジャックポット 牡3栗 55 国分 恭介 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 478＋ 8 〃 ハナ 86．4
24 マイネルヘルト 牡5青鹿57 団野 大成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 426＋ 2 〃 ハナ 81．7�
59 テーオースパロー 牡3黒鹿55 福永 祐一小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 484－ 2 〃 ハナ 3．2�
36 	 ミッキーフランケル 
4芦 57 松山 弘平野田みづき氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－ 41：08．71� 14．8�
612 メイショウヒゾッコ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 416± 01：09．33� 43．2�
23 � ナイルリバー 牡5黒鹿 57

55 △松本 大輝馬場 幸夫氏 茶木 太樹 米 Rosedown Rac-
ing Stable, LLC B570＋ 21：10．04 253．7�

（15頭）
12 � フロイトセンス 牡3鹿 55

54 ☆小沢 大仁林 正道氏 清水 久詞 米 Final Furlong
Racing Stable 518＋16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，419，800円 複勝： 70，145，500円 枠連： 16，603，300円
馬連： 72，110，200円 馬単： 27，526，300円 ワイド： 70，032，000円
3連複： 118，282，300円 3連単： 117，318，100円 計： 541，437，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 190円 � 510円 枠 連（3－6） 1，370円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，660円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 11，800円 3 連 単 ��� 54，690円

票 数

単勝票数 差引計 494198（返還計 2384） 的中 � 73376（3番人気）
複勝票数 差引計 701455（返還計 3324） 的中 � 104081（3番人気）� 106654（2番人気）� 28469（8番人気）
枠連票数 差引計 166033（返還計 83） 的中 （3－6） 9337（6番人気）
馬連票数 差引計 721102（返還計 8437） 的中 �� 28652（6番人気）
馬単票数 差引計 275263（返還計 3730） 的中 �� 4846（13番人気）
ワイド票数 差引計 700320（返還計 8844） 的中 �� 27925（4番人気）�� 10628（18番人気）�� 9907（22番人気）
3連複票数 差引計1182823（返還計 19945） 的中 ��� 7513（40番人気）
3連単票数 差引計1173181（返還計 19476） 的中 ��� 1555（180番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．9―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．9―44．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノデフィレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．6．26 阪神7着

2019．4．25生 牡3鹿 母 ニシノメルモ 母母 ナ ド ラ 14戦2勝 賞金 25，438，000円
〔競走除外〕 フロイトセンス号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。

23092 9月4日 晴 稍重 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

78 イ プ ノ ー ズ 牝3青鹿 53
49 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 8 58．2 2．8�
33 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 53 松山 弘平合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 434－ 4 58．4� 1．8�
66 � ナ サ 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 B464＋10 58．5� 12．8�
22 サイモンルピナス 牝4黒鹿55 酒井 学澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B438＋ 2 58．6� 19．8�
55 グッドウッドガイ 牡3栗 55 中井 裕二栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 504＋ 8 58．81� 23．7�
67 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 B490－14 58．9� 47．7	
44 スリードレフォン 牡3鹿 55 富田 暁永井商事� 木原 一良 新ひだか グランド牧場 512＋ 8 〃 クビ 10．0

811� ザモウコダマシイ 牝4鹿 55 藤懸 貴志廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 B450＋ 6 59．0クビ 21．1�
810 ディープギルドン 牡3鹿 55

51 ★永島まなみ深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 522＋ 4 59．42� 117．3�
11 エイブルマン 牡3黒鹿 55

54 ☆小沢 大仁田畑 利彦氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 452＋ 21：00．57 161．4
（10頭）

79 プレヴォール 牡3栗 55 坂井 瑠星杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 458－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，973，300円 複勝： 101，654，400円 枠連： 11，109，700円
馬連： 58，208，400円 馬単： 36，532，200円 ワイド： 47，678，900円
3連複： 85，524，200円 3連単： 170，834，800円 計： 558，515，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（3－7） 180円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 140円 �� 430円 �� 400円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 差引計 469733（返還計 4406） 的中 � 131867（2番人気）
複勝票数 差引計1016544（返還計 6230） 的中 � 154056（2番人気）� 645727（1番人気）� 44839（4番人気）
枠連票数 差引計 111097（返還計 699） 的中 （3－7） 46886（1番人気）
馬連票数 差引計 582084（返還計 17123） 的中 �� 230614（1番人気）
馬単票数 差引計 365322（返還計 9517） 的中 �� 62190（2番人気）
ワイド票数 差引計 476789（返還計 17742） 的中 �� 124215（1番人気）�� 22084（7番人気）�� 24450（5番人気）
3連複票数 差引計 855242（返還計 55340） 的中 ��� 88340（3番人気）
3連単票数 差引計1708348（返還計 97153） 的中 ��� 48717（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．5―33．8―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ プ ノ ー ズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．10．30 阪神3着

2019．3．1生 牝3青鹿 母 ジャルダンスクレ 母母 Go Classic 8戦2勝 賞金 18，870，000円
〔競走除外〕 プレヴォール号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 サイモンルピナス号の騎手酒井学は，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：5番）
〔3走成績による出走制限〕 エイブルマン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月4日まで平地競走に出走できな

い。



23093 9月4日 晴 良 （4小倉4） 第8日 第9競走 ��1，200�
む な か た

宗 像 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55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

818 エイシンスポッター 牡3栗 55 角田 大河平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 488＋ 41：07．7 6．0�
36 シゲルカチョウ 牝4鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 498＋ 21：07．91� 9．9�
12 ジャストザビアンカ 牝4青鹿55 国分 恭介ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 460＋ 21：08．0� 58．9�
11 メイショウハボタン 牝4鹿 55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 452＋ 21：08．1� 48．3�
611 アルトシュタット 牡3鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 クビ 7．9�
59 � ジュストコル 牡4鹿 57 西村 淳也吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B512＋ 4 〃 ハナ 9．0	
714 トーホウラビアン 牝3鹿 53 北村 友一東豊物産
 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 408＋ 61：08．2アタマ 30．2�
713 ジューンベロシティ 牡4青鹿57 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 2 〃 クビ 26．8�
24 カーフライターク 牡5黒鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 15．5
48 アルムファーツリー 牝4黒鹿55 和田 竜二﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 41：08．3� 46．3�
510	 ロングファイナリー 
6鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 466－ 2 〃 クビ 41．2�
816 チ ャ イ カ 牝5鹿 55 団野 大成谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 ハナ 21．6�
612� デ ュ ガ 牡3鹿 55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 490＋ 4 〃 ハナ 9．5�
35 クープドクール 牝4栗 55 松本 大輝 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 462－ 2 〃 ハナ 57．6�
47 カイカノキセキ 牝3青鹿53 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：08．4クビ 4．5�
817 テーオーディエス 牝4鹿 55 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 448＋ 4 〃 クビ 28．9�
23 ファイアーボーラー 
6黒鹿57 秋山真一郎 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 470－ 2 〃 ハナ 92．7�
715 カジュフェイス 牡3鹿 55 今村 聖奈 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 480＋ 61：08．71� 10．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，238，800円 複勝： 76，428，600円 枠連： 24，797，500円
馬連： 106，757，400円 馬単： 34，307，800円 ワイド： 100，840，200円
3連複： 183，659，200円 3連単： 168，822，700円 計： 744，852，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 300円 � 1，460円 枠 連（3－8） 1，880円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 5，960円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 35，210円 3 連 単 ��� 133，620円

票 数

単勝票数 計 492388 的中 � 64859（2番人気）
複勝票数 計 764286 的中 � 130656（1番人気）� 65284（5番人気）� 10750（17番人気）
枠連票数 計 247975 的中 （3－8） 10217（9番人気）
馬連票数 計1067574 的中 �� 30116（5番人気）
馬単票数 計 343078 的中 �� 5412（9番人気）
ワイド票数 計1008402 的中 �� 24958（6番人気）�� 4275（76番人気）�� 4840（65番人気）
3連複票数 計1836592 的中 ��� 3911（126番人気）
3連単票数 計1688227 的中 ��� 916（444番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．3―44．6―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンスポッター �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Barathea デビュー 2021．11．6 阪神7着

2019．3．27生 牡3栗 母 マ ー ゼ リ ン 母母 Juno Marlowe 8戦3勝 賞金 30，313，000円
※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 イチザウイナー号
（非抽選馬） 1頭 カシノフォワード号

23094 9月4日 晴 稍重 （4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，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

西日本スポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

46 クリノドラゴン 牡4栗 57 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 482± 01：44．7 12．9�
712� ロードインファイト 牡5黒鹿57 富田 暁 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B452＋ 21：44．81 31．8�
814 サトノロイヤル 牡4鹿 57 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B506－ 21：44．9クビ 7．3�
33 コパノニコルソン 牡3栗 54 泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 508＋ 8 〃 ハナ 2．8�
711 フィロロッソ 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480± 01：45．0	 4．3	
57 ハンディーズピーク 牡4鹿 57 坂井 瑠星前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B514＋ 21：45．21 10．4

69 ダ ッ チ マ ン 
5青鹿57 団野 大成小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B464＋ 8 〃 ハナ 88．1�
610 エターナリー 牡5栗 57 西村 淳也吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 20．9�
34 ラ ボ エ ー ム 牝5黒鹿55 国分 優作ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 452－ 41：45．73 7．6
813 リリーミニスター 
5芦 57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 466－ 61：45．8	 9．5�
58 ギブミーラブ 牝4鹿 55 北村 友一 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 96．1�
11 タイセイアゲイン 牡4黒鹿57 小沢 大仁田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 472＋ 81：45．9� 76．2�
45 ウインダークローズ 牡5青鹿57 国分 恭介�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム B492＋ 61：46．32� 159．0�
22 メイショウロセツ 牡7黒鹿57 角田 大河松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 496－ 41：48．010 133．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，860，100円 複勝： 81，743，400円 枠連： 26，498，200円
馬連： 128，849，400円 馬単： 45，584，500円 ワイド： 98，451，100円
3連複： 194，065，000円 3連単： 203，272，300円 計： 841，324，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 360円 � 870円 � 270円 枠 連（4－7） 2，360円

馬 連 �� 22，460円 馬 単 �� 35，610円

ワ イ ド �� 5，370円 �� 1，670円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 46，680円 3 連 単 ��� 418，670円

票 数

単勝票数 計 628601 的中 � 38686（7番人気）
複勝票数 計 817434 的中 � 59959（7番人気）� 21769（9番人気）� 89917（4番人気）
枠連票数 計 264982 的中 （4－7） 8677（10番人気）
馬連票数 計1288494 的中 �� 4446（42番人気）
馬単票数 計 455845 的中 �� 960（74番人気）
ワイド票数 計 984511 的中 �� 4657（40番人気）�� 15463（23番人気）�� 9015（32番人気）
3連複票数 計1940650 的中 ��� 3118（104番人気）
3連単票数 計2032723 的中 ��� 352（732番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．2―29．9―42．6―55．0―1：06．9―1：19．4―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノドラゴン �
�
父 アスカクリチャン �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．10．25 京都16着

2018．5．7生 牡4栗 母 クリノクレオパトラ 母母 シャトルライン 25戦4勝 賞金 74，736，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



23095 9月4日 晴 良 （4小倉4） 第8日 第11競走 ��
��1，200�第42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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

11 ロンドンプラン 牡2鹿 54 松山 弘平下河辺隆行氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 498－101：08．1 7．4�
711 バ レ リ ー ナ 牝2栗 54 団野 大成石川 達絵氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 456＋ 21：08．2� 31．6�
813 シルフィードレーヴ 牝2芦 54 西村 淳也山崎 太嗣氏 西園 正都 新ひだか 田原橋本牧場 436＋ 21：08．3� 51．2�
69 プロトポロス 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：08．4クビ 2．6�
710 ゴールデンウィンド 牝2栗 54 坂井 瑠星�レッドマジック高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 458－ 8 〃 アタマ 21．1	
56 メイショウヒュウガ 牡2鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 478＋ 21：08．61	 14．2

812 ウ メ ム ス ビ 牡2黒鹿54 角田 大河細川 陽介氏 新谷 功一 日高 奥山牧場 438－ 21：08．81� 55．7�
44 メイショウコギク 牝2黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 424± 01：08．9� 8．9�
68 ニシノトキメキ 牝2鹿 54 亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 新ひだか 田上 徹 466＋ 21：09．11	 33．2
57 ミカッテヨンデイイ 牝2黒鹿54 今村 聖奈ニューマレコード� 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 408－ 21：09．31 6．5�
45 ク リ ダ ー ム 牡2栗 54 武 豊 �インゼルレーシング 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 478＋101：09．4� 6．2�
22 ア ウ ク ソ ー 牝2鹿 54 横山 典弘大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 410－ 2 〃 ハナ 28．1�
33 ゴーツウキリシマ 牝2鹿 54 富田 暁西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 442－ 21：10．14 193．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 273，055，800円 複勝： 261，431，600円 枠連： 88，347，400円
馬連： 519，361，100円 馬単： 195，496，900円 ワイド： 349，308，700円
3連複： 880，634，100円 3連単： 1，127，527，100円 計： 3，695，162，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 860円 � 1，080円 枠 連（1－7） 4，160円

馬 連 �� 10，210円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 3，480円 �� 6，560円

3 連 複 ��� 72，170円 3 連 単 ��� 376，700円

票 数

単勝票数 計2730558 的中 � 310264（4番人気）
複勝票数 計2614316 的中 � 279755（4番人気）� 74395（10番人気）� 58171（12番人気）
枠連票数 計 883474 的中 （1－7） 16441（17番人気）
馬連票数 計5193611 的中 �� 39415（34番人気）
馬単票数 計1954969 的中 �� 8724（52番人気）
ワイド票数 計3493087 的中 �� 30545（37番人気）�� 25936（42番人気）�� 13638（54番人気）
3連複票数 計8806341 的中 ��� 9151（146番人気）
3連単票数 計11275271 的中 ��� 2170（756番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．1―11．7―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．2―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（5，8）（4，9，10）（2，12，11）－（6，13）－（3，7）－1 4 ・（4，5，8，10）（2，12，9，11）（6，13）（3，7）1

勝馬の
紹 介

ロンドンプラン �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．7．3 小倉1着

2020．3．4生 牡2鹿 母 パッションローズ 母母 マヤノクリオネ 2戦2勝 賞金 38，476，000円
〔発走状況〕 ロンドンプラン号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻6分遅延。

23096 9月4日 晴 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：36．4
2：35．1

良
良

815 シホノスペランツァ 牡3青鹿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 478＋ 62：38．4 4．3�
610 エイカイファントム 牡4青 57 武 豊二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 490± 02：39．03	 3．9�
23 ロックバウンド 牡3鹿 54

53 ☆小沢 大仁 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 アタマ 23．9�
814 カルトゥーシュ 牡3鹿 54

50 ★今村 聖奈 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 466－ 42：39．1
 6．2�
58 ミステリーウェイ �4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B492＋ 8 〃 ハナ 5．2�
47 セレブレイトガイズ 牡3黒鹿54 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B488＋102：39．63 12．7	
22 ロードマゼラン 牡3青鹿54 西村 淳也 
ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 490－ 22：39．91
 21．2�
34 ロックグラス �5鹿 57 秋山真一郎橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462＋ 22：40．11� 70．9�
59 デュアルレインボー 牡3鹿 54 団野 大成近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 500＋ 42：40．2
 46．9
712 ピ ー ニ ャ 牡4栗 57 中井 裕二金子真人ホール

ディングス
 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 73．0�
611 ワンダークローバー 牡4芦 57 藤懸 貴志山本 能成氏 森田 直行 浦河 高昭牧場 476－122：40．3クビ 29．7�
35 リヤンソウル 牝3黒鹿 52

49 ★永島まなみ岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 444＋ 62：40．4クビ 139．1�
46 ケイアイスペース �3黒鹿 54

52 △松本 大輝 
ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 B502＋102：41．35 82．7�
713 ホウオウフウジン 牡3芦 54 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 524＋ 22：43．010 7．2�
11 アクティブバイオ 牡3芦 54

51 ▲角田 大河バイオ
 今野 貞一 日高 中館牧場 B468－102：43．42	 103．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 87，855，000円 複勝： 107，270，000円 枠連： 33，544，900円
馬連： 144，886，800円 馬単： 52，417，300円 ワイド： 121，961，300円
3連複： 231，616，900円 3連単： 253，976，800円 計： 1，033，529，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 160円 � 450円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，940円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 27，550円

票 数

単勝票数 計 878550 的中 � 161721（2番人気）
複勝票数 計1072700 的中 � 166232（3番人気）� 211421（1番人気）� 46423（8番人気）
枠連票数 計 335449 的中 （6－8） 42086（1番人気）
馬連票数 計1448868 的中 �� 97180（2番人気）
馬単票数 計 524173 的中 �� 19467（3番人気）
ワイド票数 計1219613 的中 �� 69023（2番人気）�� 15404（21番人気）�� 20535（19番人気）
3連複票数 計2316169 的中 ��� 24740（21番人気）
3連単票数 計2539768 的中 ��� 6683（83番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．5―12．3―12．6―12．9―12．9―11．9―11．5―11．4―12．2―12．0―12．2

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―24．0―36．5―48．8―1：01．4―1：14．3―1：27．2―1：39．1―1：50．6―2：02．0―2：14．2―2：26．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シホノスペランツァ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．29 小倉2着

2019．4．19生 牡3青鹿 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 8戦2勝 賞金 26，052，000円

４レース目



（4小倉4）第8日 9月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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
厩務員出走奨励金

234，450，000円
22，870，000円
1，710，000円
29，980，000円
74，435，000円
5，344，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
825，774，400円
1，033，001，000円
269，018，800円
1，355，929，800円
549，201，700円
1，113，941，600円
2，231，315，700円
2，653，339，400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 10，031，522，400円

総入場人員 10，928名 （有料入場人員 10，167名）



令和4年度 第4回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，286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

1，803，830，000円
28，700，000円
203，980，000円
12，190，000円
220，370，000円
573，217，000円
39，577，500円
12，345，600円

勝馬投票券売得金
5，140，462，000円
6，859，774，000円
1，614，297，600円
8，644，883，000円
3，733，737，500円
7，157，457，700円
14，299，137，600円
17，970，339，200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 65，420，088，600円

総入場延人員 62，973名 （有料入場延人員 58，639名）
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