
22133 9月6日 曇 重 （27小倉2）第12日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

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

23 ショーストーム 牡2鹿 54 和田 竜二吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 464± 01：09．8� 17．2�
12 アンデンモント 牡2鹿 54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 2 〃 アタマ 41．7�
612 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 442＋ 81：10．01� 46．2
24 タガノミシュラン 牡2鹿 54

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

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

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

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

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，200円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 22，220円

票 数

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

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．6―11．9―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンギモウジア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Belong to Me デビュー 2015．7．5 中京4着

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

22134 9月6日 曇 重 （27小倉2）第12日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（16頭）

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 200円 �� 280円 �� 470円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 2，850円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレミオテーラー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．5．23 京都4着

2012．2．18生 牝3黒鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 6戦1勝 賞金 8，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サダムジャポン号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第12日


