
２１０１３ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０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

１：０８．１
１：０７．８

良

良

４４ エーシンホワイティ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ６１：０８．０レコード ４．０�

８８ ト シ ザ マ キ 牝２栗 ５４ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ １．７�
５５ サ リ エ ル 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７４＋ ４１：０８．１� １３．７�
６６ スギノブロッサム 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４１６± ０１：０８．３１� ２２．７�
２２ フェブムービング 牡２鹿 ５４ 幸 英明釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４４２－ ２１：０８．７２� １２．３�
８９ ポケットキャンディ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太栗山 良子氏 平田 修 安平 追分ファーム ４４２＋ ８ 〃 ハナ ６．０�
３３ ゼットセブン 牡２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ４９６＋ ６１：０９．３３� ６８．０	
７７ ダンツエルフ 牝２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平山元 哲二氏 田所 清広 青森 大西興産 ４３２－ ２１：０９．４� １９３．３

１１ リワードクラウン 牡２栗 ５４ 中村 将之宮崎忠比古氏 鶴留 明雄 浦河 有限会社

リワード ４９０± ０１：１０．９９ ９４．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，４３３，６００円 複勝： ３６，８５６，５００円 枠連： ９，０２０，７００円

普通馬連： ３７，１７８，６００円 馬単： ３８，７８１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８１３，４００円

３連複： ４８，５７７，９００円 ３連単： １１４，４５８，３００円 計： ３１８，１２０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ２６０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ４，０７０円

票 数

単勝票数 計 １７４３３６ 的中 � ３４９８２（２番人気）
複勝票数 計 ３６８５６５ 的中 � ５５６７６（２番人気）� ２１３４１７（１番人気）� １８８９９（５番人気）
枠連票数 計 ９０２０７ 的中 （４－８） ２６３１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ３７１７８６ 的中 �� ８０８１４（１番人気）
馬単票数 計 ３８７８１４ 的中 �� ３４０６２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８１３４ 的中 �� ２９９６９（１番人気）�� ６７１６（８番人気）�� １３２０４（３番人気）
３連複票数 計 ４８５７７９ 的中 ��� ４５２１８（２番人気）
３連単票数 計１１４４５８３ 的中 ��� ２０７６４（１１番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．３―１１．１―１１．５―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．０―３３．１―４４．６―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．９
３ ２，５（４，９）８，６，７－３－１ ４ ２（５，９）（４，８）６，３，７＝１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �

父 サクラバクシンオー �


母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 阪神４着

２００７．３．２７生 牡２鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円



２１０１４ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５８ テイエムフラメンコ 牝３栗 ５４
５１ ▲松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ４５４－ ２１：００．１ １４．５�

６１０ ミラクルフェイマス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二アルツト組合 福永 甲 新冠 柏木 一則 B４３６－ ４１：００．５２� ２８．１�
８１３ マチカネチハヤ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太細川 益男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５３２＋ ８ 〃 ハナ ３．７�
４６ ドンスピリタス �３黒鹿５６ 福永 祐一山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５０６－ ６ 〃 アタマ ２．５�
４５ パープルガルチ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦中野 銀十氏 大橋 勇樹 新冠 清水 克則 ４４０＋ ８１：００．７１� ２３７．４�
７１１ ヤマイチステルス 牝３栃栗５４ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 浦河 三嶋牧場 ４７６＋１０ 〃 ハナ １２３．３�
３３ サルティンバンコ 牝３芦 ５４

５３ ☆藤岡 康太�下河辺牧場 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５４ ―１：００．８クビ １８．５	
６９ レディブルーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 
ロードホースクラブ 北出 成人 三石 ケイアイファーム ４４４ ―１：００．９� １０．７�
８１４ ヴ ォ ー グ �３芦 ５６ 浜中 俊小林 久義氏 大根田裕之 浦河 市川フアーム B４７４＋ ６ 〃 ハナ ５．９�
１１ エリモリーガル 牝３栗 ５４ 熊沢 重文山本 慎一氏 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４７８＋２６１：０１．２１� ４０．１
５７ メイショウストルケ 牝３鹿 ５４ 高野 容輔松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４８ ―１：０１．４１� １１３．０�
２２ メモリーバンダ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介
シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 ４６２－ ６１：０２．２５ ９．６�
３４ ホクザンフリーダム 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 �原 敏明 ４７８ ―１：０３．１５ １３５．２�
７１２ スナークアカデミー 牡３鹿 ５６ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 新ひだか 猪野毛牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ ２８０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，３１４，０００円 複勝： １６，４２６，４００円 枠連： １２，２４７，７００円

普通馬連： ３７，１１５，２００円 馬単： ３０，６５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４７２，７００円

３連複： ５０，５３０，０００円 ３連単： ８４，８６９，３００円 計： ２５８，６３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３２０円 � ６２０円 � １７０円 枠 連（５－６） ３，８１０円

普通馬連 �� １２，０３０円 馬 単 �� ２１，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３２０円 �� ８２０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� １２，５４０円 ３ 連 単 ��� １１５，３５０円

票 数

単勝票数 計 １３３１４０ 的中 � ７２５８（６番人気）
複勝票数 計 １６４２６４ 的中 � １２８２０（５番人気）� ５６３６（８番人気）� ３２７５８（２番人気）
枠連票数 計 １２２４７７ 的中 （５－６） ２３７８（１２番人気）
普通馬連票数 計 ３７１１５２ 的中 �� ２２７７（２８番人気）
馬単票数 計 ３０６５９０ 的中 �� １０６５（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４７２７ 的中 �� １４０２（２６番人気）�� ４２０６（９番人気）�� １６０３（２３番人気）
３連複票数 計 ５０５３００ 的中 ��� ２９７５（３９番人気）
３連単票数 計 ８４８６９３ 的中 ��� ５４３（２９３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．５―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．４―４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３７．２
３ ・（６，８）１１（１３，１４）（２，３）１０－５－９－（７，１２）４，１ ４ ６（３，８）（１１，１３）－（１０，１４）２，５－９－（４，７）１，１２

勝馬の
紹 介

テイエムフラメンコ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００８．１１．２４ 京都１２着

２００６．４．１５生 牝３栗 母 タイキジャンヌ 母母 アドマイヤマカディ ９戦１勝 賞金 ６，５００，０００円



２１０１５ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第３競走 ２，９００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時２０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：０７．１良

４４ ミヤジレオン 牡５鹿 ６０ 出津 孝一曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 的場牧場 ４９４± ０３：１３．５ ７．２�

５５ � ダイゴフウジン 牡６鹿 ６０ 林 満明長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ５１８－ ２ 〃 ハナ ４．１�
２２ オートホーク 牡４青鹿６０ 今村 康成大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ５０４＋ ４３：１３．７１� ４７．６�
６７ トウカイフラッグ 牡７青鹿６０ 北沢 伸也内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４７６－ ４３：１３．８クビ １０．８�
１１ ラインストーム 牡５芦 ６０ 西谷 誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 ４８２＋ ２３：１３．９� ２．５�
８１０ スリープレアデス 牡７鹿 ６０ 高野 容輔永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４８０＋ ８３：１４．０クビ ６．０�
８１１� キシリトール 牡４栗 ６０ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 渡辺牧場 ４７４＋ ２３：１４．８５ ２０．７	
７８ メイショウデイジー 牝４鹿 ５８ 仲田 雅興松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４５０＋ ２３：１５．３３ ７４．１

７９ テイエムデスカイ 牡４鹿 ６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４４６＋ ４３：１８．０大差 １３７．５�
３３ カシノダンク 牡５鹿 ６０ 金折 知則柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ５０６－ ６３：１８．６３� ９１．９�
６６ リバータウン 牡４青鹿６０ 熊沢 重文後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９６± ０３：２６．７大差 ８．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，３８５，７００円 複勝： １４，７３０，６００円 枠連： ９，９７１，７００円

普通馬連： ３０，８６３，４００円 馬単： ２６，２３１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１８５，６００円

３連複： ４４，０３３，７００円 ３連単： ７５，８０５，８００円 計： ２２６，２０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２７０円 � １６０円 � ５１０円 枠 連（４－５） １，０１０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，８５０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １０，１２０円 ３ 連 単 ��� ５４，９６０円

票 数

単勝票数 計 １２３８５７ 的中 � １３６８９（４番人気）
複勝票数 計 １４７３０６ 的中 � １３４３１（５番人気）� ３３１７０（２番人気）� ６０１９（８番人気）
枠連票数 計 ９９７１７ 的中 （４－５） ７３３２（６番人気）
普通馬連票数 計 ３０８６３４ 的中 �� １９５９１（５番人気）
馬単票数 計 ２６２３１７ 的中 �� ７２４４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１８５６ 的中 �� ７２４８（５番人気）�� １５２７（２５番人気）�� ２９８９（１５番人気）
３連複票数 計 ４４０３３７ 的中 ��� ３２１２（３７番人気）
３連単票数 計 ７５８０５８ 的中 ��� １０１８（１９４番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５３．０－３F ４０．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
４，５－１１，１，２，７，８－１０－９，３＝６
４－１１，５（７，２）－１０（１，８）＝９－３＝６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミヤジレオン �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．１１．１８ 京都１６着

２００４．４．９生 牡５鹿 母 トネスボウス 母母 So She Sleeps 障害：４戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔その他〕 リバータウン号は，各障害で踏切りが不安定であったことについて障害調教注意。



２１０１６ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・右）

新馬；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

１：０８．１
１：０７．８

良

良

７１０ オーロラナイト 牝２青鹿５４ 福永 祐一吉田 勝己氏 鶴留 明雄 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：０９．４ ３．０�

４４ サックアクロア 牝２青鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：０９．６１� ６．０�

８１３ キングシャーロット 牡２鹿 ５４ 武 豊馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４５０ ―１：０９．７クビ ６．８�
２２ シゲルタカウジ 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 千葉飯田牧場 ４５４ ―１：０９．９１� ２４．２�
６８ コウエイマーチ 牝２黒鹿５４ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ５１０ ―１：１０．０� ３．１�
５６ マウンテンサムオー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二山本 治氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３０ ―１：１０．８５ ８２．４�
３３ チタニウムヘッド 牡２芦 ５４ 鮫島 良太 	グリーンファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４７４ ― 〃 ハナ ８．９

１１ カシノアベベ 牡２鹿 ５４ 鈴来 直人柏木 務氏 天間 昭一 浦河 福岡 光夫 ４５２ ―１：１１．１１� １１１．９�
４５ テイエムキバッド 牡２栗 ５４

５２ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４３４ ―１：１１．４２ ３２．３�
６９ コウセイベイビー 牡２黒鹿５４ 柄崎 将寿杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４１８ ―１：１１．５� ６１．１
５７ ハナヨメノレン 牝２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４５６ ―１：１１．７１� ３０．２�
７１１ ヤマニンアルダント 牡２鹿 ５４ 酒井 学土井 肇氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４８６ ―１：１１．９１ ９９．９�
８１２ カシノストライカー 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５００ ―１：１２．１１� ６５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，４７８，５００円 複勝： ２０，５００，３００円 枠連： １０，５８６，３００円

普通馬連： ４０，７９８，９００円 馬単： ３４，１７３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５６８，７００円

３連複： ５６，１９８，５００円 ３連単： ９３，７０３，５００円 計： ２８９，００８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（４－７） １，０５０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ３９０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� ８，３９０円

票 数

単勝票数 計 １６４７８５ 的中 � ４３９３９（１番人気）
複勝票数 計 ２０５００３ 的中 � ４０９９０（２番人気）� ２７５３１（３番人気）� ２６１５８（４番人気）
枠連票数 計 １０５８６３ 的中 （４－７） ７４５１（５番人気）
普通馬連票数 計 ４０７９８９ 的中 �� ２９７３１（４番人気）
馬単票数 計 ３４１７３５ 的中 �� １４４５４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５６８７ 的中 �� ９９１９（５番人気）�� １０９８２（４番人気）�� ５２２３（８番人気）
３連複票数 計 ５６１９８５ 的中 ��� ２０６８９（７番人気）
３連単票数 計 ９３７０３５ 的中 ��� ８２４７（１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．６―１１．７―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３４．１―４５．８―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロラナイト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Bering 初出走

２００７．１．２８生 牝２青鹿 母 フェアバンクス 母母 シアトルスペシャル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 サックアクロア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヤマニンアルダント号の調教師西園正都は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※カシノストライカー号・コウエイマーチ号・テイエムキバッド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２１０１７ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （ダート・右）

牝，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

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

５５ トウカイファミリー 牝３黒鹿５４ 武 豊内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６２－ ２１：４８．３ １．３�

６６ テイエムミチシオ 牝３栗 ５４
５２ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ４２０－ ６ 〃 クビ ９．６�

２２ ベ ル フ ァ ム 牝３栗 ５４ 高野 容輔 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４１０＋ ４１：４９．１５ ５５．２�
１１ デ ル バ ー ル 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平吉田 修氏 坪 憲章 三石 タガミファーム ４３０＋１４１：４９．２� ６．９�
７７ ナ タ ー シ ャ 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２２＋ ２１：４９．６２� ４５．５�
３３ シゲルタカチホ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉森中 蕃氏 梅内 忍 新冠 石田牧場 ４３６＋ ６１：５０．１３ ３７．１�
４４ ディープセーマ 牝３栗 ５４ 中村 将之	�昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ５００ ―１：５０．５２� １３．７

８９ インバラトゥーラ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１２－ ２１：５０．８１� ２２．５�
７８ ゴールドピアース 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４３２＋ ４１：５０．９� ２０１．３�
８１０ シゲルマヤサン 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 ４５４－ ６１：５１．２２ １５３．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，６０９，８００円 複勝： ４４，１４２，７００円 枠連： １０，１３１，３００円

普通馬連： ３１，９００，６００円 馬単： ４１，０９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３９２，２００円

３連複： ４５，０１２，０００円 ３連単： １３６，１１１，７００円 計： ３４３，３９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ７３０円 枠 連（５－６） ３２０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ７８０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 ��� ６，４６０円

票 数

単勝票数 計 １９６０９８ 的中 � １２７０４８（１番人気）
複勝票数 計 ４４１４２７ 的中 � ３１７８１８（１番人気）� ２６８８９（３番人気）� ４６４２（８番人気）
枠連票数 計 １０１３１３ 的中 （５－６） ２３８１０（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１９００６ 的中 �� ６２８０１（２番人気）
馬単票数 計 ４１０９５０ 的中 �� ６７１７３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３９２２ 的中 �� ２４３５３（２番人気）�� ４３５７（９番人気）�� １５３６（２２番人気）
３連複票数 計 ４５０１２０ 的中 ��� １０１９２（１２番人気）
３連単票数 計１３６１１１７ 的中 ��� １５５６５（１９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．８―１２．２―１３．３―１２．９―１２．９―１２．９―１２．６―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．８―３１．０―４４．３―５７．２―１：１０．１―１：２３．０―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トウカイファミリー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．２．１４ 京都７着

２００６．３．１７生 牝３黒鹿 母 トウカイロータス 母母 トウカイローマン ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 シゲルタカチホ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルタカチホ号は，平成２１年７月２０日から平成２１年８月９日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



２１０１８ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時１５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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６１０ ネオイユドゥレーヌ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：４８．０ １０．７�

６１１ スーパーオービット 牡３鹿 ５６
５５ ☆藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４２± ０１：４８．２１� １４．５�
８１４ アグネスセブン 牡３青 ５６ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ １．６�
８１５ ルナフライト 牝３黒鹿５４ 石橋 守小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４９０－ ６ 〃 クビ １６．３�
２２ ニホンピロリーベル 牡３栗 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 福岡 清 ４５６＋１４１：４８．４１� ５０．４�
３５ メイショウケンロク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５００± ０ 〃 クビ １０．４�
３４ スペースオーバー 牡３鹿 ５６ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４５２－ ４１：４８．５� ２１８．９	
４６ サルヴェイション 牡３鹿 ５６ 幸 英明吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６０－ ２ 〃 クビ １７９．０

５９ クールヴァンクル 牡３芦 ５６

５３ ▲松山 弘平林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２０－ ８１：４８．６� ２０．１�
５８ シ ャ ア 牡３栗 ５６ 和田 竜二萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３２＋ ２ 〃 クビ １８．５�
７１２ ツルマルノホシ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４９８－ ４１：４８．８１ ９．３
４７ ナリタホワイト 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４４８ ―１：４９．５４ １１３．５�
７１３ メジロフィーバー 牡３栗 ５６

５４ △田中 健�メジロ牧場 河内 洋 洞爺 メジロ牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ ２９．９�
１１ ファニーベル 牝３栗 ５４ 角田 晃一田口 廣氏 加藤 敬二 早来 田口 廣 ４４６ ―１：４９．６� １５９．５�
２３ シゲルカブトヤマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介森中 蕃氏 須貝 尚介 浦河 大野牧場 ４７８＋ ４１：４９．９２ ２１１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６５，８００円 複勝： ３１，３２２，４００円 枠連： １９，２３５，５００円

普通馬連： ５２，２６６，７００円 馬単： ４３，０３０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０１５，３００円

３連複： ７１，３４３，３００円 ３連単： １２６，３４９，７００円 計： ３８５，７２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２４０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（６－６） ４，７００円

普通馬連 �� ４，９３０円 馬 単 �� ９，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ４５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� ３３，３００円

票 数

単勝票数 計 ２１１６５８ 的中 � １５６２１（４番人気）
複勝票数 計 ３１３２２４ 的中 � ２４９５５（４番人気）� １９３７３（５番人気）� １２８２０７（１番人気）
枠連票数 計 １９２３５５ 的中 （６－６） ３０２２（１４番人気）
普通馬連票数 計 ５２２６６７ 的中 �� ７８３３（１６番人気）
馬単票数 計 ４３０３０７ 的中 �� ３３３５（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０１５３ 的中 �� ３６５８（１８番人気）�� １１９９０（５番人気）�� １３６７３（３番人気）
３連複票数 計 ７１３４３３ 的中 ��� １９４９４（８番人気）
３連単票数 計１２６３４９７ 的中 ��� ２８０１（１０１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．３―４８．４―１：００．３―１：１２．３―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオイユドゥレーヌ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１０．２６ 京都６着

２００６．３．２６生 牝３黒鹿 母 ノブレスオブリッジ 母母 スイートダイアナ ９戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 スペースオーバー号は，集合合図後に放馬。馬体検査。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 アグネスセブン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１０，０００円。（１３番・８番への

進路影響）



２１０１９ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時５０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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１２� エイシンダヴィンチ 牡３青鹿５４ 福永 祐一平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-
nulty ４５８± ０１：０８．２ １．７�

２３ � ピサノレインボー 牝３栗 ５４ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 英 Tobino Farm ４７６＋ ４１：０８．５１� ２３．１�
３４ ライブリリュウショ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５５２＋２０ 〃 クビ ８０．０�
８１４ シルクフェイブル 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介有限会社シルク坂口 正則 新冠 オリエント牧場 ４５４＋１２ 〃 ハナ １０１．７�
６１１ コアレスランナー �３鹿 ５６

５４ △田中 健小林 昌志氏 野村 彰彦 平取 コアレススタッド ４２０＋ ４１：０８．６	 ３９６．４�
８１５ コーヒーゼリー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４４＋１２ 〃 クビ １２．３�
４７ � クリニエルドゥオル 牝３鹿 ５４ 幸 英明前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry

D. Williams ４７０＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
３５ マキハタスプーン 牝３鹿 ５４ 高井 彰大	槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４９４± ０１：０８．９１� ６６．９

６１０ バンブーレアル 牡３栗 ５６ 和田 竜二	バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６６± ０１：０９．６４ ９．０�
５８ メイショウユウカ 牝３栗 ５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４４０－ ８１：０９．７	 ６６．１�
２２ ラインパンサー 牝３栗 ５４ 中村 将之大澤 繁昌氏 鶴留 明雄 浦河 信成牧場 ４１２＋ ６１：０９．８� ４９．９
４６ ロングプレジデント 牡３青 ５６ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７６＋ ８１：０９．９	 １５．７�
１１ ビコーアジリティ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志	レジェンド 鹿戸 明 浦河 ミルファーム ４３２－ ６１：１０．０	 ５３．７�
７１３ トップナデシコ 牝３栗 ５４ 高橋 亮猪野毛雅人氏 高橋 隆 三石 猪野毛牧場 ４４８± ０１：１０．３１� ２４８．４�
５９ シゲルロッコウサン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平森中 蕃氏 須貝 尚介 新冠 長浜 秀昭 ４３２－ ４１：１１．１５ ２５４．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，２８１，８００円 複勝： ２９，８８９，０００円 枠連： １７，２８５，０００円

普通馬連： ５９，７７０，１００円 馬単： ５０，１３８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５３１，９００円

３連複： ７４，７９８，９００円 ３連単： １５２，５７１，４００円 計： ４２８，２６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � １，０７０円 枠 連（２－７） １，０４０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，２８０円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� １１，７７０円 ３ 連 単 ��� ４０，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２２２８１８ 的中 � １０６７７１（１番人気）
複勝票数 計 ２９８８９０ 的中 � １３７５３１（１番人気）� １２４３８（６番人気）� ４１１１（１１番人気）
枠連票数 計 １７２８５０ 的中 （２－７） １２２８９（４番人気）
普通馬連票数 計 ５９７７０１ 的中 �� ２７１６８（５番人気）
馬単票数 計 ５０１３８６ 的中 �� １６３１１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５３１９ 的中 �� ８２１３（５番人気）�� ４１３２（１３番人気）�� １２３０（３２番人気）
３連複票数 計 ７４７９８９ 的中 ��� ４６９３（３７番人気）
３連単票数 計１５２５７１４ 的中 ��� ２７８８（１１７番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．１―１１．２―１１．４―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２１．７―３２．９―４４．３―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンダヴィンチ �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Wild Again デビュー ２００９．５．２３ 中京４着

２００６．１０．１０生 牡３青鹿 母 Really Wild 母母 Nafees ３戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円



２１０２０ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第８競走 ��
��２，０００�

ひ こ さ ん

英 彦 山 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４４ グッドバニヤン 牡４栃栗５７ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４３８＋ ４２：００．４ １．６�

２２ マ イ ウ エ イ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２ 〃 クビ ４．１�
７７ トミケンプライム 牡４栗 ５７ 浜中 俊冨樫 賢二氏 田島 良保 静内 落合 一巳 ４０２－ ６２：００．７２ １５．０�
１１ メイショウグラード 牡４鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８６± ０２：０１．０２ ６．３�
３３ タマモランニング �４黒鹿５７ 中村 将之タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４７４＋ ２２：０１．１クビ ３６．６�
５５ � マッキーサマンサ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 新冠 セントラルスタツド ４５２＋１４ 〃 クビ １９０．８�
６６ テイエムセイラン 牡６青鹿５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ５０４＋１８２：０１．７３	 ５８．１	
８８ ゲイリーライアン 牡４鹿 ５７ 武 豊中村 浩章氏 牧浦 充徳 静内 原 忠夫 ４９０± ０２：０２．８７ １０．２


（８頭）

売 得 金

単勝： ２５，１７７，３００円 複勝： ６０，１８０，５００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６４，９２０，１００円 馬単： ５７，１８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４６０，９００円

３連複： ６５，８７２，８００円 ３連単： ２３０，３６９，１００円 計： ５２４，１６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １９０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� １，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２５１７７３ 的中 � １２７５０１（１番人気）
複勝票数 計 ６０１８０５ 的中 � ４１７２９１（１番人気）� ５７６６５（２番人気）� ３０５４１（５番人気）
普通馬連票数 計 ６４９２０１ 的中 �� １８２５４２（１番人気）
馬単票数 計 ５７１８７８ 的中 �� １０８５１９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４６０９ 的中 �� ５１６７４（１番人気）�� ２０７７４（３番人気）�� ８７４８（７番人気）
３連複票数 計 ６５８７２８ 的中 ��� ８９６０９（２番人気）
３連単票数 計２３０３６９１ 的中 ��� １２９１９０（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３６．１―４９．３―１：０２．１―１：１３．９―１：２６．０―１：３７．６―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グッドバニヤン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．１０．１４ 京都３着

２００５．３．１０生 牡４栃栗 母 アンバーフェロー 母母 トウフクヤマユリ ２１戦３勝 賞金 ４９，６６７，０００円
〔制裁〕 トミケンプライム号の騎手浜中俊は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）



２１０２１ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第９競走 ��
��１，７００�

さくらじま

桜 島 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

１１ タートルベイ 牡４芦 ５７ 浜中 俊後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ５０２＋１０１：４５．５ １２．７�

２２ スタッドジェルラン 牡３栗 ５４ 武 豊久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８２＋ ６１：４５．８１� １．８�
７７ プロフェッショナル 牡４青 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２０＋１４ 〃 ハナ ３．１�
８１０ タガノアッシュ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６± ０１：４６．２２� ３１．８�
４４ アグネスハッピー 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６８± ０１：４６．５２ １８３．３�
５５ レースドール 牝５芦 ５５ 上村 洋行吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ８ 〃 アタマ １２．１�
８９ 	 スプリングサンテ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４６６＋１４１：４６．６クビ ６１．３�
６６ ベストオブミー 牝４栗 ５５ 藤岡 康太飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５４＋ ６１：４６．８１
 ３９．６	
３３ オシャレキング 牡４鹿 ５７ 幸 英明松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０８＋ ８１：４７．７５ ８．２

７８ マドンナブラボー 牝６鹿 ５５ 中村 将之�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４７２＋１２ 〃 クビ ２９７．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，６０４，５００円 複勝： ７０，９８５，３００円 枠連： ２１，５４３，９００円

普通馬連： １１１，２４１，８００円 馬単： ８５，９７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３４７，８００円

３連複： １２５，４３２，７００円 ３連単： ３５２，４５５，０００円 計： ８３２，５８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（１－２） １，０８０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３００円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� ８，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３１６０４５ 的中 � １９７２７（５番人気）
複勝票数 計 ７０９８５３ 的中 � ４３８６０（４番人気）� ３８５３９０（１番人気）� １４１７３７（２番人気）
枠連票数 計 ２１５４３９ 的中 （１－２） １４８５１（４番人気）
普通馬連票数 計１１１２４１８ 的中 �� ７７１４５（４番人気）
馬単票数 計 ８５９７７４ 的中 �� ２００２９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３４７８ 的中 �� ２９４８５（２番人気）�� ２１５２４（５番人気）�� ８７７８０（１番人気）
３連複票数 計１２５４３２７ 的中 ��� １７８４４６（３番人気）
３連単票数 計３５２４５５０ 的中 ��� ３１８４３（２８番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．７―１２．７―１２．３―１２．３―１２．５―１３．１―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．７―２９．４―４２．１―５４．４―１：０６．７―１：１９．２―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タートルベイ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．９．９ 阪神６着

２００５．４．５生 牡４芦 母 リキマドレード 母母 Wink At Danger ２０戦４勝 賞金 ４７，６２１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ベストオブミー号の調教師鮫島一歩は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



２１０２２ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第１０競走
小倉・釜山競馬場姉妹提携記念

��
��１，８００�

は か た

博多ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．７．１９以降２１．７．１２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

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１１ ダイシンプラン 牡４栗 ５７ 福永 祐一大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋ ８１：４４．９ ９．３�

２２ タガノティアーズ 牝５鹿 ５３ 橋本 美純八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５４＋ ６１：４５．３２� １０．１�

７１０ ホーマンファラオ 牡７栗 ５６ 鮫島 良太久保 博文氏 安田 隆行 三石 ダイイチ牧場 ４６２＋１０ 〃 クビ ２６．１�
６７ シゲルフセルト 牡４鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４４８＋ ６ 〃 ハナ ９．３�
１１ スペルバインド 牝４鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５０８＋１６ 〃 アタマ ５．３�
７９ ニホンピロコナユキ 牝５栗 ５０ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４７０＋ ６ 〃 アタマ １１８．５�
８１２ チョウサンデイ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４９６＋ ４１：４５．５� １１．１	
３３ フライングメリッサ 牝５鹿 ５３ 上村 洋行セゾンレースホース
 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８± ０１：４５．７１� ６．９�
４４ タガノヴァレオ 	４黒鹿５７ 和田 竜二八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０８－ ４ 〃 アタマ １４．７�
５５ デンコウミサイル 牡６栗 ５３ 安藤 光彰田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０８＋ ６ 〃 アタマ ９２．４
６８ シ ル ポ ー ト 牡４鹿 ５６ 浜中 俊後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９８＋ ６１：４６．０２ ２．７�
５６ ウインスペンサー 牡５黒鹿５３ 角田 晃一
ウイン 牧浦 充徳 浦河 丸幸小林牧場 ５１８－ ４１：４６．５３ ３３．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４９，００６，３００円 複勝： ７２，５６５，３００円 枠連： ５４，９３２，３００円

普通馬連： ２７７，１１２，４００円 馬単： １５６，０７４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，７０３，２００円

３連複： ３１９，１４３，４００円 ３連単： ７０９，６８９，４００円 計： １，７０２，２２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３７０円 � ３５０円 � ６３０円 枠 連（２－８） ２，６１０円

普通馬連 �� ５，２３０円 馬 単 �� ９，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９３０円 �� ３，１５０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ３２，１１０円 ３ 連 単 ��� １５３，３３０円

票 数

単勝票数 計 ４９００６３ 的中 � ４１６１２（５番人気）
複勝票数 計 ７２５６５３ 的中 � ５４３０５（７番人気）� ５７９５５（６番人気）� ２８３９５（９番人気）
枠連票数 計 ５４９３２３ 的中 （２－８） １５５４２（１２番人気）
普通馬連票数 計２７７１１２４ 的中 �� ３９１２７（２５番人気）
馬単票数 計１５６０７４２ 的中 �� １２４７６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３７０３２ 的中 �� ８１９５（２８番人気）�� ４９５６（３６番人気）�� ６０７２（３３番人気）
３連複票数 計３１９１４３４ 的中 ��� ７３３６（９２番人気）
３連単票数 計７０９６８９４ 的中 ��� ３４１６（４５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．９―３４．６―４５．８―５７．３―１：０９．３―１：２１．３―１：３２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシンプラン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Dehere デビュー ２００７．１１．１１ 京都１着

２００５．４．１４生 牡４栗 母 ダイシンシルビア 母母 Castle Creek １４戦５勝 賞金 ８１，７４１，０００円



２１０２３ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第１１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

８１４ トップコマチ 牝４鹿 ５５
５２ ▲松山 弘平�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５０＋ ４１：４６．３ ３．３�

８１５ アマゾネスバイオ 牝４鹿 ５５
５２ ▲国分 恭介バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２８－ ８１：４６．４� １４．３�

３５ メイショウアサガオ 牝４青 ５５ 浜中 俊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４４４＋ ８１：４６．６� ３．１�
２３ � キャナレット 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 ４５４＋１０１：４６．９２ ２５．０�
７１３ ウォーターリング 牝４黒鹿５５ 武 豊山岡 正人氏 須貝 尚介 門別 豊洋牧場 ４５２＋ ８１：４７．１１� ３．９�
５９ イタリアンオリーブ 牝５栗 ５５ 酒井 学 �社台レースホース田所 秀孝 千歳 社台ファーム ４８０－ ５１：４７．８４ ３４．７	
５８ � イニミタブル 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ４８０＋ ６１：４８．１２ ３０４．３

４６ ビッグローズ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ４２８＋ ２１：４８．２� ５５．２�
２２ � クリノソーニャ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４６０＋１３ 〃 アタマ ５７．０�
１１ オースミマコ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム ４９４＋２０１：４８．４１� １５．９
３４ � テイエムセッペトベ 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４３２－１２１：４８．５クビ １５．４�
６１０ マコトエレンシア 牝３黒鹿５２ 幸 英明眞壁 明氏 川村 禎彦 様似 出口 繁夫 ４６０－ ２１：４９．３５ ２５．５�
７１２ ア ヤ ナ ベ ル 牝３青鹿５２ 安藤 光彰鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４２８－ ６１：４９．６２ ８９．３�
４７ ラ フ ア ッ プ 牝５鹿 ５５ 中村 将之 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ４１：５０．０２� １１５．２�
６１１� マルノリーサ 牝４芦 ５５

５２ ▲大下 智穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 静内 へいはた牧場 ４３６－２０１：５１．０６ ７６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，６７７，８００円 複勝： ３３，１６４，０００円 枠連： ２９，５０９，２００円

普通馬連： １０７，８７６，８００円 馬単： ６８，０７１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９０３，７００円

３連複： １３６，３４９，４００円 ３連単： ２８５，７７７，６００円 計： ７１９，３３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（８－８） １，５２０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２２０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� １０，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２５６７７８ 的中 � ６１８０７（２番人気）
複勝票数 計 ３３１６４０ 的中 � ７２９７１（１番人気）� ２９７４３（４番人気）� ６６８６３（２番人気）
枠連票数 計 ２９５０９２ 的中 （８－８） １４３７６（４番人気）
普通馬連票数 計１０７８７６８ 的中 �� ４８３６３（４番人気）
馬単票数 計 ６８０７１７ 的中 �� １９２４９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９０３７ 的中 �� １２９００（４番人気）�� ４５１９９（１番人気）�� １０４６３（６番人気）
３連複票数 計１３６３４９４ 的中 ��� ５７７２４（２番人気）
３連単票数 計２８５７７７６ 的中 ��� １９４８７（２０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―２９．６―４２．３―５５．１―１：０７．８―１：２０．５―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トップコマチ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００７．９．３０ 阪神５着

２００５．４．２５生 牝４鹿 母 トップジョリー 母母 アスターレディー ２３戦３勝 賞金 ４０，９１０，０００円
〔制裁〕 イタリアンオリーブ号の騎手酒井学は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）



２１０２４ ７月１９日 曇 良 （２１小倉２）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時５０分 （芝・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７９ � サ バ ー ス 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：４７．０ ３．６�

４４ ローザブランカ 牝４芦 ５５ 角田 晃一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：４７．１� ５．７�
８１２ エイシンチョーテン 牡６栗 ５７

５４ ▲松山 弘平平井 豊光氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム B５０２± ０１：４７．４２ ９．５�
１１ サワノパンサー 牡３鹿 ５４ 武 豊澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５３６＋ ８１：４７．６１� １．９�
８１１ ホウライブライアン 牡４黒鹿５７ 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 ４７６＋１６ 〃 クビ ２１．７�
７１０ マルカレガート 牡４鹿 ５７ 浜中 俊河長産業	 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４６０＋ ４１：４７．７クビ ２３．４

５５ � アグネスフリーダム 牡４栗 ５７ 上村 洋行渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６ 〃 クビ ４４．１�
６８ � マイアイビギニング 牡４鹿 ５７ 林 満明MYI馬主組合 福永 甲 静内 へいはた牧場 ５０４＋ ８ 〃 ハナ ３２４．５�
６７ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４７６＋ ４１：４８．０１� １３７．９
２２ � エアリアルショット 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４６２－ ２１：４８．２１� ２４．６�
５６ � ベストキッド 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 静内 グランド牧場 ４４４＋ ８１：４８．５２ １８４．９�
３３ � エーシンタウォーズ 牡３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６４＋１６１：４８．９２� １６１．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，６２９，１００円 複勝： ３５，９３３，０００円 枠連： ２７，００４，９００円

普通馬連： １０６，２１７，５００円 馬単： ８６，３０８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２１８，１００円

３連複： １２４，４５０，９００円 ３連単： ３５０，５８２，５００円 計： ７９８，３４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（４－７） １，０３０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ５３０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 ��� １０，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３４６２９１ 的中 � ７７１６０（２番人気）
複勝票数 計 ３５９３３０ 的中 � ７１５６１（２番人気）� ５４２８０（３番人気）� ３３７０７（４番人気）
枠連票数 計 ２７００４９ 的中 （４－７） １９４８５（５番人気）
普通馬連票数 計１０６２１７５ 的中 �� ７００１６（４番人気）
馬単票数 計 ８６３０８４ 的中 �� ２８４３６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２１８１ 的中 �� ２０７５８（４番人気）�� １５４２０（６番人気）�� １０８４３（１０番人気）
３連複票数 計１２４４５０９ 的中 ��� ３８５３８（８番人気）
３連単票数 計３５０５８２５ 的中 ��� ２３７６７（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．３―４８．５―１：００．５―１：１２．６―１：２４．１―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サ バ ー ス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト

２００５．２．２８生 牡４鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ １２戦２勝 賞金 ２６，１０２，０００円
初出走 JRA

※ローザブランカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２１小倉２）第２日 ７月１９日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４４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 手 当

１８６，２２０，０００円
５，４６０，０００円
１，１８０，０００円
１，０７０，０００円
１７，６１０，０００円
５１，５１２，０００円
４，２７４，２００円
１，４２５，６００円

勝馬投票券売得金
２８８，７６４，２００円
４６６，６９６，０００円
２２１，４６８，５００円
９５７，２６２，１００円
７１７，７２９，４００円
２９９，６１３，５００円
１，１６１，７４３，５００円
２，７１２，７４３，３００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 ６，８２６，０２０，５００円

総入場人員 １６，００６名 （有料入場人員 １４，７４５名）




