
２２１３５ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：５７．２
１：５６．１

良

良

１２ マイネマキアージュ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４２４＋ ６２：０１．１ ２４．０�

３５ アプフェルヴァイン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４２４± ０２：０１．５２� ３９．０�
８１７ キ ワ ミ 牝３鹿 ５４ 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４４０＋ ２２：０１．６� ３７．４�
７１３ カリブストーリー 牝３鹿 ５４ 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：０１．７クビ ４．４�
８１６ ヴァリディオル 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋２２２：０２．０２ ８．０�
５１０ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４２２－ ４２：０２．１クビ ４４．６	

４８ フェアブルーム 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志下河
行雄氏 橋口弘次郎 日高 下河辺牧場 ４６２＋ ６２：０２．４１� １６．５�

７１５ ローザボニータ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ４．８�
７１４ ガラアフェアー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ６２：０２．５クビ ２．４
６１１ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２４± ０２：０２．６� ２０．９�
５９ オレンジブルーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士有限会社シルク北出 成人 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２２：０２．８１� ２９６．０�
３６ スズカヒメトマト 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４８４＋１８２：０３．２２� ５９．２�
１１ ペッシュボンボン 牝３鹿 ５４ 国分 恭介伊達 大雄氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４４０± ０２：０３．４１� ５２７．２�
２４ クィーンジラソーレ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文中山 速水氏 武 宏平 浦河 細道牧場 ４３８－１０２：０３．７１� ３６５．７�
２３ メイショウタマモ 牝３鹿 ５４ 大下 智松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４３４＋１６２：０４．０１� ２１９．３�
４７ テイエムオオヒ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４７２－ ６２：０４．１� ４３９．３�
８１８ ボルボレッタ 牝３青鹿５４ 高倉 稜 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６２：０５．２７ １７２．３�
６１２ ヒドゥンアセッツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二吉田 和子氏 長浜 博之 新ひだか 前川 正美 ４７８－ ２２：０５．４１� １０９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，７２６，４００円 複勝： ３２，３４０，９００円 枠連： １６，３２９，８００円

馬連： ３６，３８６，７００円 馬単： ２７，２２２，９００円 ワイド： ２０，０４１，０００円

３連複： ５６，７４８，９００円 ３連単： ８８，９０４，９００円 計： ２９５，７０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ５６０円 � ６９０円 � １，０１０円 枠 連（１－３） １４，９００円

馬 連 �� １８，８１０円 馬 単 �� ４５，６７０円

ワ イ ド �� ５，８１０円 �� ４，４７０円 �� ６，４１０円

３ 連 複 ��� １０４，１９０円 ３ 連 単 ��� ６６９，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７７２６４ 的中 � ５８３０（７番人気）
複勝票数 計 ３２３４０９ 的中 � １５９０５（６番人気）� １２５１９（８番人気）� ８１９８（１０番人気）
枠連票数 計 １６３２９８ 的中 （１－３） ８０９（２２番人気）
馬連票数 計 ３６３８６７ 的中 �� １４２８（４０番人気）
馬単票数 計 ２７２２２９ 的中 �� ４４０（８７番人気）
ワイド票数 計 ２００４１０ 的中 �� ８４８（４８番人気）�� １１０７（４１番人気）�� ７６８（５１番人気）
３連複票数 計 ５６７４８９ 的中 ��� ４０２（１５９番人気）
３連単票数 計 ８８９０４９ 的中 ��� ９８（９２２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．６―１３．４―１２．８―１２．５―１２．０―１１．１―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３６．０―４９．４―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．７―１：３７．８―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．４
１
３
２，１２（６，１７）（４，１０，１４）１６（９，１１）１３（１５，１８）（３，８，５）（１，７）
５（２，１２）１７（６，１４，１６）（４，１０，１３）８（９，１１，１８，１５）（１，３，７）

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

勝馬の
紹 介

マイネマキアージュ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１６ 京都４着

２００９．５．２６生 牝３黒鹿 母 ダイイチアピール 母母 ダイイチリカー １１戦１勝 賞金 １０，３９０，０００円
〔騎手変更〕 ペッシュボンボン号の騎手森一馬は，第１１日第４競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。

スズカヒメトマト号の騎手国分優作は，第１１日第１２競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
※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） ４頭 シゲルヒメリンゴ号・シゲルライム号・テアトゥロ号・ユウウイン号
（非抽選馬） １頭 ドウニカナルデショ号

２２１３６ ９月２日 晴 良 （２４小倉２）第１２日 第４競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１２ ベルラピエル 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム ４８０± ０１：４７．４ ３．３�

４７ アドマイヤクリス 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋ ２１：４７．６１� １０．１�

２３ タツグレート 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４４－ ２ 〃 クビ ６．９�

３６ メモリーシリング 牡３栗 ５６ 酒井 学�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５００－ ４ 〃 アタマ ３９．７�
７１３ ピ ラ ミ ッ ド 牡３鹿 ５６ 幸 英明 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２－ ２１：４７．７クビ ５．３�
２４ ワンダーフィヌマン 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 ４４８－ ４１：４７．８� ９．６	
７１４ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４５２＋１０１：４８．２２� ４０．３

６１２ シルクヴェリタス 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ４１：４８．５１� ２０４．３�
８１６ メイショウアサヒ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２± ０１：４８．９２� １９６．７�
４８ アドマイヤメイプル 牡３栗 ５６ 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５５０＋１４１：４９．４３ ３．１
８１５	 プロミシングユース 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４４４＋ ８１：４９．８２� ７４．４�
６１１ ヤマカツメビウス 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉山田 和夫氏 武田 博 浦河 久保 時夫 ５２０＋ ４１：５０．１２ ８９４．８�
３５ ウォーターアダマス 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４８２－ ８１：５０．３１ ５３２．６�

５９ スカイノライアン 牡３栗 ５６ 松山 弘平江 賦晨氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘 ４６０－ ２１：５０．５１� ８９．６�
１１ ア ン コ ー ル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志岩� 僖澄氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ５２６± ０ （競走中止） １８０．４�
５１０ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４７４－ ２ （競走中止） ２６０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０９，１００円 複勝： ３８，１３１，５００円 枠連： １３，９３７，９００円

馬連： ３７，２３３，１００円 馬単： ２６，７５４，０００円 ワイド： ２０，４６４，５００円

３連複： ５６，４５６，１００円 ３連単： ９０，２６８，２００円 計： ３０５，９５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（１－４） ４００円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ３３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２２７０９１ 的中 � ５４３４９（２番人気）
複勝票数 計 ３８１３１５ 的中 � ７６５２７（１番人気）� ３３５５２（６番人気）� ５４１９４（４番人気）
枠連票数 計 １３９３７９ 的中 （１－４） ２５８７７（１番人気）
馬連票数 計 ３７２３３１ 的中 �� ２０６４１（５番人気）
馬単票数 計 ２６７５４０ 的中 �� ９２５０（５番人気）
ワイド票数 計 ２０４６４５ 的中 �� １１９９２（３番人気）�� １６６９７（２番人気）�� ８４０６（８番人気）
３連複票数 計 ５６４５６１ 的中 ��� ２３４６７（６番人気）
３連単票数 計 ９０２６８２ 的中 ��� ８０５１（１３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．５―４３．４―５６．２―１：０８．８―１：２１．４―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．６
１
３

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

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

ベルラピエル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２８ 京都６着

２００９．３．２５生 牡３黒鹿 母 ベルディマンシェ 母母 ベルフォンテーヌ ７戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔競走中止〕 モンテビアンコ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アンコール号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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 ヤマニンカセドラル号
（非抽選馬） １頭 マイソールネスト号


