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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

２３００１ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

１１ カシノラピス 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３０－ ４１：０８．９ １．９�

３３ エリモヴィエント 牡２栗 ５４ 浜中 俊山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ２１：０９．８５ １７．９�
２２ メイショウヒデタダ 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４５６－ ４１：１０．１２ １．８�
６６ テイエムハピネス 牝２黒鹿５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 大北牧場 ４５２＋ ２１：１０．２� １２．７�
４４ シゲルハッサク 牡２芦 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 井高牧場 ４６４＋ ４１：１０．３� ５７．９�
５５ マリノアーサー 牡２栗 ５４

５１ ▲水口 優也矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 新冠 八木 常郎 ４３４－ ２１：１０．５１� ４７．８�

（６頭）

売 得 金

単勝： １４，２３３，２００円 複勝： ２６，９５６，２００円 枠連： 発売なし

馬連： ２６，００８，７００円 馬単： ２５，０６８，９００円 ワイド： １８，２７６，１００円

３連複： ２５，９４８，９００円 ３連単： １００，５４５，４００円 計： ２３７，０３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ４５０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １１０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 ��� ２，９７０円

票 数

単勝票数 計 １４２３３２ 的中 � ６００５９（２番人気）
複勝票数 計 ２６９５６２ 的中 � １１３４８７（１番人気）� １５６０７（４番人気）
馬連票数 計 ２６００８７ 的中 �� １３２４６（５番人気）
馬単票数 計 ２５０６８９ 的中 �� ９２７３（６番人気）
ワイド票数 計 １８２７６１ 的中 �� ７１６３（５番人気）�� １２８０２８（１番人気）�� ９３４９（４番人気）
３連複票数 計 ２５９４８９ 的中 ��� ５３２９２（２番人気）
３連単票数 計１００５４５４ 的中 ��� ２４９８９（９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．２―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４５．５―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノラピス �
	
父 グ ラ ン デ ラ �

	
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．６．１８ 阪神２着

２００９．３．８生 牝２栗 母 マヤノロゼッタ 母母 マックスロゼ ４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

２３００２ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第２競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

１１ エスカナール 牝３黒鹿５４ 和田 竜二下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４８０± ０２：０１．０ １．９�

２４ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５４＋１６２：０１．２１� ４．３�
８１７ アイドルバイオ 牝３青 ５４ 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４１２－ ６２：０１．５２ ３６．１�
５９ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２２：０１．６クビ ４．４�
７１３ ハイデルベーレ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４２－１０２：０１．９１� ６３．７�
６１１ エイシンピンキー 牝３鹿 ５４ 幸 英明平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４２４± ０ 〃 クビ ８２．６	
８１６ シエーナスプレーマ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６－ ４２：０２．１１� ２５．５


３６ ユメノアイリス 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三玉井 宏和氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５４± ０ 〃 ハナ １５７．９�
８１８ ア カ マ イ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４３６－ ４２：０２．２クビ ３０．６�
３５ グランゴール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平林 進氏 鈴木 孝志 新冠 協和牧場 ３９８＋１０ 〃 ハナ １２３．４
７１４ アートスポット 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４２８＋１２ 〃 ハナ １７２．８�
２３ ライトアップゲラン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 白井牧場 ４３８－ ８ 〃 ハナ ４２５．３�

１２ ポ レ モ ス 牝３鹿 ５４ 酒井 学藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０＋１２２：０２．３� １９．６�
５１０ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４４－ ８２：０２．４� ２３７．２�
４７ ウエスタンジェミー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４４４－ ４２：０２．５� ３３８．９�
４８ プレシャスライン 牝３栗 ５４ 赤木高太郎下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４５８－１４２：０２．８１� ２３．６�
６１２ ブルーパメラ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋 誠次 ４４８－ ２２：０２．９� ３６０．７�
７１５ プレザントブルー 牝３栗 ５４ 小牧 太 �ブルーマネジメント加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 ４３０＋ ２２：０４．５１０ ３９６．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，５４５，４００円 複勝： ２１，９６６，６００円 枠連： ９，１９１，４００円

馬連： ２８，１３３，４００円 馬単： ２０，５６８，８００円 ワイド： １３，４１３，４００円

３連複： ４２，５８０，１００円 ３連単： ７１，８１４，８００円 計： ２２１，２１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ５７０円 枠 連（１－２） ４７０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ８５０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� ６，９１０円

票 数

単勝票数 計 １３５４５４ 的中 � ５８０５８（１番人気）
複勝票数 計 ２１９６６６ 的中 � ９１２２７（１番人気）� ３５１３４（３番人気）� ５２０７（８番人気）
枠連票数 計 ９１９１４ 的中 （１－２） １４６３１（２番人気）
馬連票数 計 ２８１３３４ 的中 �� ４２８２２（２番人気）
馬単票数 計 ２０５６８８ 的中 �� １８８２６（２番人気）
ワイド票数 計 １３４１３４ 的中 �� １７０５５（２番人気）�� ３５２７（８番人気）�� ２４４７（１４番人気）
３連複票数 計 ４２５８０１ 的中 ��� １２２８９（７番人気）
３連単票数 計 ７１８１４８ 的中 ��� ７６７２（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．６―３５．４―４８．６―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．４―１：３８．３―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エスカナール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Edgy Diplomat デビュー ２０１０．１１．７ 京都５着

２００８．３．１生 牝３黒鹿 母 エ ス カ ニ ア 母母 Carezza ５戦１勝 賞金 １０，６００，０００円

第４回　小倉競馬　第１日



２３００３ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第３競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１� アスターポメリー 牡３栗 ５６
５５ ☆川須 栄彦加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe ４２６－ ８ ５９．１ １３．１�

６９ � アンティフォナ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 米 Shadai Cor-
poration ４５０－ ６ ５９．３１� ４．６�

１１ ジ ャ ベ リ ン 牡３栗 ５６ 幸 英明石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４７６－ ２ ５９．７２� ２．２�
８１３ アキノランラン 牝３芦 ５４ 太宰 啓介穐吉 正孝氏 牧田 和弥 新冠 競優牧場 ４４２＋ ５ ５９．８クビ １３３．１�
５８ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿５６ 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４５０－ ２１：００．１２ ６０．３�
３４ カシノダンガン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４６８－ ４１：００．２� ３８．４�
８１４� タツフラッシュ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock ４８２－ ２１：００．３クビ ３．９	
３３ アドマイヤクイーナ 牝３芦 ５４ 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 クビ ９．６

２２ アグネスピンキー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４２２ ―１：００．４クビ ３６．４�
４５ ダノンスプリーム 牡３栗 ５６ 小牧 太�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B４４４＋ ４１：００．７２ ２６．２
６１０ クリノハマナス 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 北星村田牧場 ４３４－１０１：０１．０１� ４９０．５�
５７ ミ セ ス ボ ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志��昭牧場 武田 博 浦河 高昭牧場 ４４０－１０１：０１．５３ ３０７．０�
４６ フェアギャンブラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二�ターフ・スポート坂口 正則 新ひだか 藤井 益美 B４２８＋ ４１：０２．１３� ３８．９�
７１２ リトルスターレット 牝３栗 ５４ 赤木高太郎�平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４５０ ―１：０２．５２� ３１８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，１１１，７００円 複勝： ２９，７７４，２００円 枠連： ８，３６０，３００円

馬連： ３２，０４１，３００円 馬単： ２５，６４０，３００円 ワイド： １６，０８５，７００円

３連複： ４６，７２７，７００円 ３連単： ７４，０２３，２００円 計： ２５０，７６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ２６０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（６－７） ２，４６０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ５，２００円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ４６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� １９，９２０円

票 数

単勝票数 計 １８１１１７ 的中 � １０９３０（５番人気）
複勝票数 計 ２９７７４２ 的中 � ２１１２０（５番人気）� ４３１５２（３番人気）� １０１１５７（１番人気）
枠連票数 計 ８３６０３ 的中 （６－７） ２５１６（１０番人気）
馬連票数 計 ３２０４１３ 的中 �� １１８８９（８番人気）
馬単票数 計 ２５６４０３ 的中 �� ３６４４（１８番人気）
ワイド票数 計 １６０８５７ 的中 �� ４６９３（１０番人気）�� ８１９４（５番人気）�� ２１５１４（１番人気）
３連複票数 計 ４６７２７７ 的中 ��� １９８００（５番人気）
３連単票数 計 ７４０２３２ 的中 ��� ２７４３（６１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．１
３ １１（３，１３）（１，９）（６，１４）２－７，１０（４，８）５＝１２ ４ １１（３，１３）９，１（２，１４）－６－１０，８（４，７）５＝１２

勝馬の
紹 介

�アスターポメリー �
�
父 Pomeroy �

�
母父 Scatmandu デビュー ２０１１．１．２２ 小倉６着

２００８．２．１０生 牡３栗 母 Scattitude 母母 Laptop ６戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グランオペラ号・シゲルコモン号・バーネット号
（非抽選馬） ３頭 エドモンドシチー号・タムロプリンセス号・フジマサフローラ号

２３００４ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第４競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１３ アドマイヤネアルコ 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７２± ０１：５９．９ １．６�

２３ フクラムサイフ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４８８－ ６２：００．１１� ３．７�
５９ ペガサスイエロー 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６４－ ２２：００．３１ １４．７�
３４ ウォーターワールド 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ ５７．４�
７１２ タカノコウモン 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４３０＋ ２２：００．７２� １９９．６�
２２ ハッピーティア 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 B４４８－ ６２：００．８� ３３．７�
４７ メイショウハウル 牡３栗 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 新冠 北星村田牧場 ４８２ ―２：０１．１２ ３１．２�
５８ キジトサルヲツレテ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 ４３２－ ２２：０１．２� ２８４．８	
１１ シゲルカカリチョウ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２２－ ２２：０１．３クビ ２２３．０

３５ クリノプロジェクト 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ ６２．７�
８１５ ショウナンアピア 牝３青 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４２６－１０ 〃 ハナ ４３．１�
６１１ ニホンピロフィード 牡３鹿 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 日高 佐々木 直孝 ４１２－ ４２：０１．９３� ８２．８
４６ マイネルシャテール 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 落合 一巳 ４６６＋ ８２：０２．８５ ２２．７�
８１４ オーミレゴリス 牡３栗 ５６ 藤岡 康太岩� 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 田中 裕之 ４６４－ ６２：０３．２２� ４３３．９�
６１０ キクノスフィーダ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦菊池 五郎氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 ４８６＋ ２２：０４．８１０ ９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，３４４，４００円 複勝： ５３，４３７，０００円 枠連： １０，０２７，０００円

馬連： ３１，５７０，７００円 馬単： ３０，７１９，０００円 ワイド： １７，２３３，０００円

３連複： ４６，４４３，８００円 ３連単： ９４，３９１，６００円 計： ３０１，１６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（２－７） ３００円

馬 連 �� ３００円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３２０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ２，９２０円

票 数

単勝票数 計 １７３４４４ 的中 � ８７３２８（１番人気）
複勝票数 計 ５３４３７０ 的中 � ３６５７５２（１番人気）� ６０６２８（２番人気）� １５５３５（４番人気）
枠連票数 計 １００２７０ 的中 （２－７） ２４９３４（１番人気）
馬連票数 計 ３１５７０７ 的中 �� ７９６７８（１番人気）
馬単票数 計 ３０７１９０ 的中 �� ４９６０２（１番人気）
ワイド票数 計 １７２３３０ 的中 �� ３７００６（１番人気）�� １２１１４（３番人気）�� ５５９６（７番人気）
３連複票数 計 ４６４４３８ 的中 ��� ３２１６０（２番人気）
３連単票数 計 ９４３９１６ 的中 ��� ２３８７０（３番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．１―１１．３―１２．９―１２．７―１２．２―１２．１―１１．７―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．９―２３．０―３４．３―４７．２―５９．９―１：１２．１―１：２４．２―１：３５．９―１：４７．５

コーナー
通過順位

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

２
４

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

アドマイヤネアルコ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 エーピーダンサー デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１２着

２００８．３．２２生 牡３芦 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント ８戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
※ウォーターワールド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２３００５ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第５競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１５分 （芝・右）

九州産馬，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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

３５ テイエムハエンカゼ 牡２栗 ５４ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４２２ ―１：１０．０ ２２．５�

８１８ カシノエルフ 牡２栗 ５４ 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４６８ ―１：１０．２１ ２０．７�
５９ グランデエンジェル 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦 �グランデオーナーズ 佐藤 正雄 鹿児島 小園 孝一 ４５０ ―１：１０．４１� ３２．１�
７１４ カシノチョッパー 牡２黒鹿５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４６２ ―１：１０．５� ３．３�
５１０ ヤングエイト 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 徳重 正幸 ４１６ ―１：１０．６� ２８．４�
４８ キリシマキセキ 牡２栗 ５４ 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 ４３２ ―１：１０．８１� ５．７�
８１６ キリシマジャパン 牡２栗 ５４ 武 幸四郎西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４９６ ― 〃 クビ ６．４	
２３ ミスマルシゲ 牝２青鹿５４ 北村 友一坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４１０ ―１：１０．９クビ １５．７

７１３ コウエイコムスメ 牝２栗 ５４

５１ ▲森 一馬伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 服部 文明 ４１０ ―１：１１．０� ８．１�
１２ スズノエヴァグリン 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太阿部 雅子氏 五十嵐忠男 宮崎 吉野 政敏 ４１０ ―１：１１．２１� １４５．５�
８１７ コウユーサムライ 牡２栗 ５４ 田村 太雅加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４６６ ―１：１１．７３ １７．６
７１５ カシノブローチ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 新保 孝一 ４１６ ―１：１２．３３� １０２．３�
４７ カシノサンクス 牡２栗 ５４ 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 小園 孝一 ４６８ ―１：１２．５１� ３０．３�
６１２ ヒノクニリョジョウ 牝２栗 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４７０ ―１：１３．０３ ６．９�
１１ ク ー ノ 牡２栗 ５４

５３ ☆松山 弘平門野 重雄氏 坪 憲章 宮崎 戸田 ゆり子 ４５０ ―１：１４．８大差 １６６．６�
３６ クラウンエンビー 牡２栗 ５４ 熊沢 重文矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４６０ ―１：１５．１２ １１５．３�
２４ クラウンペコ 牝２芦 ５４ 鷹野 宏史矢野 悦三氏 松永 康利 熊本 小林 良助 ４４４ ―１：１５．３１� １４４．７�
６１１ キリシマセンプー 牝２鹿 ５４ 芹沢 純一土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ４２２ ―１：１５．７２� １８１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，７２１，１００円 複勝： １８，７８６，９００円 枠連： １５，０１９，４００円

馬連： ３２，７６７，７００円 馬単： ２２，６２４，４００円 ワイド： １５，１７９，７００円

３連複： ４５，５７７，２００円 ３連単： ６４，７７４，３００円 計： ２２７，４５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２５０円 複 勝 � １，２１０円 � ６３０円 � ７００円 枠 連（３－８） ４，４１０円

馬 連 �� ３７，６１０円 馬 単 �� ７１，６７０円

ワ イ ド �� ８，９６０円 �� ７，６８０円 �� ５，２７０円

３ 連 複 ��� ２３３，５９０円 ３ 連 単 ��� １，４４８，５９０円

票 数

単勝票数 計 １２７２１１ 的中 � ４４６１（９番人気）
複勝票数 計 １８７８６９ 的中 � ３９２７（１２番人気）� ８０７４（８番人気）� ７２２９（９番人気）
枠連票数 計 １５０１９４ 的中 （３－８） ２５１７（１７番人気）
馬連票数 計 ３２７６７７ 的中 �� ６４３（７３番人気）
馬単票数 計 ２２６２４４ 的中 �� ２３３（１４２番人気）
ワイド票数 計 １５１７９７ 的中 �� ４１６（７２番人気）�� ４８６（６６番人気）�� ７１２（５５番人気）
３連複票数 計 ４５５７７２ 的中 ��� １４４（３５８番人気）
３連単票数 計 ６４７７４３ 的中 ��� ３３（２０７３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．１―１１．５―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．３―４５．８―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムハエンカゼ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 カコイーシーズ 初出走

２００９．３．２３生 牡２栗 母 テイエムシーズン 母母 モンテカモン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 カシノサンクス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

クラウンペコ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 カシノサンクス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クーノ号・クラウンエンビー号・クラウンペコ号・キリシマセンプー号は，平成２３年８月３０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１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 カシノアポロン号・カシノアラシ号・カシノギア号・カシノデューク号・クラウンカンターレ号・

グランデセイフウ号・コウエイサツマ号・サチノタカチホ号・シゲルオリーブ号・スカッドホーク号・
テイエムキモシタ号・テイエムキュウベエ号・ナカスノクリチャン号・ネクストズキュン号・ハハノオモイノセテ号・
マルシゲタカチャン号・ミスコクラ号・リッシンドラゴン号

２３００６ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第６競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時４５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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

４７ シゲルシバグリ 牡２栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４７４ ―１：０９．４ ３．１�

３５ タイセイシュバリエ 牡２芦 ５４ 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２ ―１：０９．９３ １５．４�

７１３ アンビータブル 牝２青 ５４ 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４３８ ―１：１０．１１ ２．２�
２２ カシノアラシ 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４５４ ― 〃 クビ ２４．６�
６１１ ブループルチェッラ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４４８ ―１：１０．２� １６．０�
５９ メイショウルーメン 牡２青鹿５４ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５４ ―１：１０．５１� １２．９�
３４ リーノレオン 牡２栗 ５４ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７８ ―１：１０．９２� ２６．１	
４６ テイエムキュウベエ 牡２栗 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４５８ ―１：１１．１１� ２８．８

５８ サチノタカチホ 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９０ ―１：１１．２クビ １４６．６�
６１０ テーオーフェアリー 牝２栗 ５４ 小牧 太小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４９４ ― 〃 クビ ９．２�
７１２ ナカスノクリチャン 牝２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 高橋 隆 鹿児島 釘田フアーム ４２２ ―１：１１．６２� １４７．５
８１４ ミ ス コ ク ラ 牝２芦 ５４ 中村 将之西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 ４４０ ―１：１２．０２� １６０．４�
８１５ シゲルバナナ 牡２鹿 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 大橋 勇樹 様似 清水スタッド ４３８ ―１：１２．１クビ ４５．４�
２３ スカッドホーク 牡２鹿 ５４ 安藤 光彰竹原 孝昭氏 松永 幹夫 熊本 小林 良助 ３９２ ―１：１２．６３ １８９．９�
１１ ネクストズキュン 牡２芦 ５４ 高橋 亮泉 一郎氏 高橋 隆 宮崎 吉野 政敏 ４０２ ―１：１２．８１� ２３１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，７８０，１００円 複勝： ２２，５２５，２００円 枠連： １２，２２３，７００円

馬連： ３２，８０２，９００円 馬単： ２５，４４１，０００円 ワイド： １５，１２０，８００円

３連複： ４３，８５５，４００円 ３連単： ７１，２１７，７００円 計： ２４０，９６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １２０円 枠 連（３－４） １，２４０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ２２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� １６，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７７８０１ 的中 � ４５５６５（２番人気）
複勝票数 計 ２２５２５２ 的中 � ４８１０４（２番人気）� １７４１７（４番人気）� ６４２９２（１番人気）
枠連票数 計 １２２２３７ 的中 （３－４） ７２８３（７番人気）
馬連票数 計 ３２８０２９ 的中 �� ８７１７（１１番人気）
馬単票数 計 ２５４４１０ 的中 �� ４１２４（１８番人気）
ワイド票数 計 １５１２０８ 的中 �� ４０３７（９番人気）�� ２１３３７（１番人気）�� ４７４３（８番人気）
３連複票数 計 ４３８５５４ 的中 ��� １７８４９（４番人気）
３連単票数 計 ７１２１７７ 的中 ��� ３１９６（３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．３―１１．４―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３４．８―４６．２―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．６
３ ・（７，１５）（２，６，１３）１４（８，９）（１２，１１）５（３，１０）（１，４） ４ ７，１５（２，１３）（６，９）（８，１１，５）１４，１２（４，１０）３－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルシバグリ �
�
父 トワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００９．３．３０生 牡２栗 母 ケイエフキセキ 母母 フミノスキー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 メイショウルーメン号の騎手田中健は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
※カシノアラシ号・サチノタカチホ号・スカッドホーク号・テイエムキュウベエ号・ナカスノクリチャン号・ネクストズキュン号・ミスコクラ号
は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２３００７ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第７競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５１０ サンライズブレット 牡３栗 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６２－１０１：４６．６ ３．６�

１１ スズカゴルゴ 牡３黒鹿 ５６
５４ △国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４４４ ―１：４７．５５ ６７．７�

７１３ イケオコリンボー 牡３栗 ５６ 川田 将雅池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８６－ ２１：４７．７１� ８．０�
１２ メイショウホウユウ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ５２２＋１０１：４７．８クビ ９．９�
８１６ カシノウィンド 牡３青鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６２＋ ４ 〃 アタマ ８．８�
５９ テイエムミライオー 牡３芦 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 土居 忠吉 ４７８－ ８１：４８．０１� ５．０�
６１２ ラプスドール 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：４８．１クビ ５．１

８１５ グレイレジェンド 牡３芦 ５６ 石橋 守小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ ７．４�
３５ ファルブキング 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰猪野毛雅人氏 新川 恵 新ひだか 猪野毛牧場 ５０２＋ ２１：４８．８４ １２５．８�
３６ オースミロック �３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦オースミ 白井 寿昭 日高 長谷川牧場 ４５６ ―１：４８．９� ８９．０�
２３ ク ッ カ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文飯田 正剛氏 池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４５０－１２１：４９．３２� １９２．５�
２４ マイティローヤー 牡３栗 ５６ 中村 将之 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 安達 昭夫 浦河 富菜牧場 ４９４± ０１：４９．９３� ５７．０�
７１４ メイショウシモーヌ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜松本 好�氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４０＋ ２１：５０．５３� ６７．８�
６１１ テンエイアドニス 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４１６－ １１：５０．８１� ３７３．３�
４７ フェブスター 牡３栗 ５６ 酒井 学釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 高橋 幸男 ４４６－ ２１：５１．４３� ５９．０�
４８ キングリホリホ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５４－ ４１：５２．０３� ５５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４３８，１００円 複勝： ２６，８８１，９００円 枠連： １３，３７７，１００円

馬連： ４０，３２６，２００円 馬単： ２６，６９０，５００円 ワイド： １７，０３２，９００円

３連複： ５４，７７４，７００円 ３連単： ８７，５９４，３００円 計： ２８３，１１５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � １，６９０円 � ２３０円 枠 連（１－５） １，１５０円

馬 連 �� １４，５２０円 馬 単 �� ２２，５４０円

ワ イ ド �� ３，９８０円 �� ６５０円 �� ６，８８０円

３ 連 複 ��� ３３，１９０円 ３ 連 単 ��� １８５，７７０円

票 数

単勝票数 計 １６４３８１ 的中 � ３６５３２（１番人気）
複勝票数 計 ２６８８１９ 的中 � ４６５１６（２番人気）� ３１２４（１３番人気）� ３２７７０（４番人気）
枠連票数 計 １３３７７１ 的中 （１－５） ８６５５（５番人気）
馬連票数 計 ４０３２６２ 的中 �� ２０５１（２５番人気）
馬単票数 計 ２６６９０５ 的中 �� ８７４（４８番人気）
ワイド票数 計 １７０３２９ 的中 �� １０２０（３０番人気）�� ７０２２（５番人気）�� ５８５（５８番人気）
３連複票数 計 ５４７７４７ 的中 ��� １２１８（８１番人気）
３連単票数 計 ８７５９４３ 的中 ��� ３４８（４２３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．５―４２．９―５６．１―１：０８．８―１：２１．２―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．８
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンライズブレット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神４着

２００８．４．２生 牡３栗 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ ３戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔その他〕 サンライズブレット号は，４コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングリホリホ号は，平成２３年８月３０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 タイムウィルフライ号・ハリウッドサイン号・モータウンサウンド号

２３００８ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第８競走 ��３，３９０�第１３回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走１３時５０分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増，障害重賞競走未勝利馬（収得賞
金４００万円以下の馬を除く）１�減，収得賞金４００万円以下の馬２�減

賞 品
本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード３：４０．０良

６１０ ドングラシアス 牡７黒鹿５９ 高田 潤山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５００－２８３：４３．０ ３３．０�

１１ シゲルダイセン 牡５鹿 ５８ 植野 貴也森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７０－ ６３：４３．２１� １２．８�
５７ スプリングカエサル 牡５黒鹿５９ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４７８－ ４３：４４．０５ ４．１�
６９ エムエスワールド 牡８黒鹿５８ 熊沢 重文ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７２－ ６３：４４．７４ ２．８�
８１３ ヒカリアライブ 牡５鹿 ５９ 佐久間寛志�ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４３８＋ ４３：４４．８クビ ７．４�
３３ � タマモサプライズ �６鹿 ５９ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８２＋ ６３：４５．０１� １３．５�
２２ マンノレーシング 牡８鹿 ５９ 難波 剛健萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４８０＋１０３：４５．２� ８０．８	
８１４ ワシャモノタリン 牡５黒鹿５８ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４９８－ ６３：４７．１大差 １９．８

４６ シャイニーブラック 牡４黒鹿５８ 黒岩 悠小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６４－ ６３：４７．３１� １４．９�
７１１ スリーロゼット 牝５鹿 ５６

５７ 北沢 伸也永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４５４－ ４３：４８．０４ ８９．０�
７１２ テイエムブユウデン 牡４鹿 ５８ 南井 大志竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４５６＋ ４３：４９．７大差 ２０４．５
４５ ライブリシュロム 牡８栗 ５８ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４９０－ ２３：５１．０８ １８８．９�
３４ ゴールデンガッツ 牡６栗 ５８ 岩崎 祐己�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５１２＋１６３：５１．１� ２５．３�
５８ エーシンディーエス 牡６鹿 ６２ 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０４－ ６３：５３．８大差 ６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，７４１，１００円 複勝： ２８，１６２，７００円 枠連： １７，９６０，５００円

馬連： ６１，４２０，４００円 馬単： ３７，４９５，８００円 ワイド： ２３，３１６，１００円

３連複： ８６，２７１，８００円 ３連単： １４５，７３６，５００円 計： ４２２，１０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３００円 複 勝 � ６５０円 � ４３０円 � １８０円 枠 連（１－６） ２，２１０円

馬 連 �� １９，１９０円 馬 単 �� ３８，４４０円

ワ イ ド �� ４，４３０円 �� １，７２０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １９，４１０円 ３ 連 単 ��� ２０８，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２１７４１１ 的中 � ５１９９（１０番人気）
複勝票数 計 ２８１６２７ 的中 � ９５１５（９番人気）� １５６１５（６番人気）� ５４６７５（２番人気）
枠連票数 計 １７９６０５ 的中 （１－６） ６０１５（９番人気）
馬連票数 計 ６１４２０４ 的中 �� ２３６３（４５番人気）
馬単票数 計 ３７４９５８ 的中 �� ７２０（９１番人気）
ワイド票数 計 ２３３１６１ 的中 �� １２５７（４６番人気）�� ３３４５（２０番人気）�� ６０１６（１０番人気）
３連複票数 計 ８６２７１８ 的中 ��� ３２８１（６５番人気）
３連単票数 計１４５７３６５ 的中 ��� ５１６（５０８番人気）

上り １マイル １：４４．８ ４F ５２．２－３F ３９．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
８（９，７）３，１３，１４（１０，５）（１１，１）６，２，４＝１２
７，１３，９，３，１０，１＝１４，２（８，１１）６，５＝４＝１２

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

勝馬の
紹 介

ドングラシアス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００６．１２．３ 阪神１０着

２００４．２．２９生 牡７黒鹿 母 ヤワラブライト 母母 ロイヤルクロス 障害：２０戦３勝 賞金 １０５，２９０，０００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） ２頭 スリーアトラス号・メイショウサンドラ号



２３００９ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１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，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 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

１１ メイショウナルト 牡３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４４２－１４１：４５．８ ３．２�

４４ タムロスカイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８２± ０１：４６．１１� １．９�
２２ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５８－ ２１：４６．４１� １０．３�
８９ シーキングフェイム 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６８＋１２１：４６．６１� ２５．８�
７７ オリエンタルコール 牡４鹿 ５７ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４３２－ ２１：４６．９２ ５２．３�
７８ ゴールドサクセス 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４７６＋ ２１：４７．１１� ５．９�
８１０ カレンデイムーン 牡３栗 ５４ 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：４７．３� ２２．８	
３３ プ リ テ ィ 牝４青鹿５５ 中村 将之 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 安平 ノーザンファーム ４３４＋１４１：４８．１５ １７７．６

５５ ホークウィンザー 牡６芦 ５７ 藤岡 康太小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４５２± ０１：４８．６３ ５５．８�
６６ セイランダンス 牝４栗 ５５ 赤木高太郎田中 芳郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４４２＋１２１：５０．４大差 ２７８．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，４８７，８００円 複勝： ５１，８４０，５００円 枠連： １３，００７，４００円

馬連： ６１，９６６，８００円 馬単： ５２，０５２，３００円 ワイド： ２２，４５５，４００円

３連複： ７３，２２９，９００円 ３連単： ２１２，８１８，４００円 計： ５１１，８５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－４） ２６０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ４１０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� １，８００円

票 数

単勝票数 計 ２４４８７８ 的中 � ６２０１２（２番人気）
複勝票数 計 ５１８４０５ 的中 � ６１９４０（２番人気）� ３２９６９３（１番人気）� ３３０８５（４番人気）
枠連票数 計 １３００７４ 的中 （１－４） ３７５３３（１番人気）
馬連票数 計 ６１９６６８ 的中 �� １９３２２４（１番人気）
馬単票数 計 ５２０５２３ 的中 �� ７５５７９（２番人気）
ワイド票数 計 ２２４５５４ 的中 �� ４６２８８（１番人気）�� １０３６４（６番人気）�� ２７３５６（３番人気）
３連複票数 計 ７３２２９９ 的中 ��� ９９２７５（２番人気）
３連単票数 計２１２８１８４ 的中 ��� ８７４９０（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１２．４―１１．８―１１．８―１２．０―１１．６―１０．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．０―４７．８―５９．６―１：１１．６―１：２３．２―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウナルト 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１０．８．８ 小倉２着

２００８．２．１０生 牡３鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ ８戦２勝 賞金 ３８，５０７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイランダンス号は，平成２３年８月３０日まで平地競走に出走できない。

２３０１０ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第１０競走 １，７００�
ぶ ぜ ん

豊 前 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２３ コウユーヒーロー 牡４青 ５７ 北村 友一加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５１６± ０１：４４．８ ２．９�

４８ � モエレジュンキン 牡４鹿 ５７ 国分 優作鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５２± ０１：４５．６５ ４．２�
３５ ランブリングローズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４６６± ０１：４６．１３ １０．２�
７１４ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５７ 中村 将之土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５０－１４１：４６．２クビ ４５．５�
３６ ボストンリョウマ 牡３青鹿５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８± ０１：４６．９４ ８．９�
８１５ ファイアアロー 牡３黒鹿５４ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４６＋ ２１：４７．１１� ３２．０�
６１２ シークロノス 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５２２＋１２１：４８．３７ ２０８．０	
１２ ビットプレスト 牡３鹿 ５４ 渡辺 薫彦礒川 正明氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４４－ ６１：４８．４� ２５０．９

４７ � メモリーパーミット 牡４栗 ５７ 藤懸 貴志�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ４９４＋ ２１：４８．７１� ７６．０�
５９ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５３０＋１４１：４８．９１� ４９．１�
７１３ トーアシシイ 牝３栗 ５２ 浜中 俊高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ２０．９
１１ ハンターワディ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７８－１０１：４９．０� ３４．４�
６１１ ペガサスフラッシュ 牡３栗 ５４ 高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２８± ０１：４９．１� １２．７�
５１０ シゲルジョウム 牡３鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４７０－ ７１：４９．７３� １５２．５�
８１６ アキノモーグル 牡３栗 ５４ 川須 栄彦穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５０６＋ ４１：５１．１９ ６．４�
２４ キクノフレヴァン 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４７６＋ ８１：５２．９大差 ２３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１０３，１００円 複勝： ４５，２８８，１００円 枠連： ２４，０４７，８００円

馬連： １１０，３３９，２００円 馬単： ５６，１７４，７００円 ワイド： ３６，３４２，５００円

３連複： １２５，６７９，１００円 ３連単： ２１９，０８３，７００円 計： ６４３，０５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（２－４） ５４０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ５２０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２６１０３１ 的中 � ７３４１７（１番人気）
複勝票数 計 ４５２８８１ 的中 � １１５９７３（１番人気）� ７４４８５（２番人気）� ３７０４５（６番人気）
枠連票数 計 ２４０４７８ 的中 （２－４） ３３１７０（１番人気）
馬連票数 計１１０３３９２ 的中 �� １４６４４９（１番人気）
馬単票数 計 ５６１７４７ 的中 �� ３８６４２（１番人気）
ワイド票数 計 ３６３４２５ 的中 �� ３７５６１（１番人気）�� １６４８１（４番人気）�� １３７８９（５番人気）
３連複票数 計１２５６７９１ 的中 ��� ５８３３５（２番人気）
３連単票数 計２１９０８３７ 的中 ��� ２５３０３（２番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．７―１１．１―１２．４―１３．０―１３．５―１２．４―１１．９―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．４―２８．５―４０．９―５３．９―１：０７．４―１：１９．８―１：３１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

コウユーヒーロー �
�
父 カコイーシーズ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．１８ 小倉１１着

２００７．５．２２生 牡４青 母 リアルハイブローウ 母母 コスモドリーム ２２戦２勝 賞金 ３３，８２８，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔その他〕 トーアシシイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキノモーグル号・キクノフレヴァン号は，平成２３年８月３０日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 トーアシシイ号は，平成２３年８月３０日まで出走できない。



２３０１１ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第１１競走 ��２，０００�西部スポニチ賞
発走１５時３５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下，２２．７．３１以降２３．７．２４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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 ミキノバンジョー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４９２＋ ４１：５９．０ ３．９�

６６ ハードダダンダン 牡４黒鹿５５ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６０＋ ６１：５９．３２ ５．０�
５５ � ワールドブルー 牡５鹿 ５３ 小牧 太 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４８２－ ２ 〃 ハナ ３１．５�
７８ �� ウィッシングデュー 牝７黒鹿５０ 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９６＋ ２１：５９．４� １２．３�
８９ ラッキーポケット 牡５鹿 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５１４＋ ８１：５９．５クビ ２．５�
３３ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５１ 松山 弘平飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １４．１�
１１ ウィズインライアン 牝５鹿 ５１ 国分 優作内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４４４＋ ８１：５９．６クビ ５９．０	
２２ � ハギノアスラン �７鹿 ５４ 鮫島 良太日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５２－ ２ 〃 クビ ２５．８

７７ ジャングルストーン 牡５栗 ５４ 高倉 稜 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７０＋ ６２：００．２３� １０．２�
８１０ セ ン ノ カ ゼ 牡６鹿 ５６ 佐藤 哲三河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４９０＋ ４２：００．９４ １８．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３０，９００，１００円 複勝： ３７，７０８，２００円 枠連： ２６，５５７，５００円

馬連： １３２，１４８，０００円 馬単： ８９，６５６，４００円 ワイド： ４１，９４９，３００円

３連複： １６３，８８９，３００円 ３連単： ３９１，６３８，８００円 計： ９１４，４４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ５３０円 枠 連（４－６） １，２００円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ２，１６０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� １１，０５０円 ３ 連 単 ��� ４５，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３０９００１ 的中 � ６３１８８（２番人気）
複勝票数 計 ３７７０８２ 的中 � ６９７４０（２番人気）� ５９０４３（３番人気）� １４２９２（９番人気）
枠連票数 計 ２６５５７５ 的中 （４－６） １６３５７（５番人気）
馬連票数 計１３２１４８０ 的中 �� ８２６９５（４番人気）
馬単票数 計 ８９６５６４ 的中 �� ３４２０５（６番人気）
ワイド票数 計 ４１９４９３ 的中 �� ２４８０３（３番人気）�� ４５５３（２７番人気）�� ５１６７（２４番人気）
３連複票数 計１６３８８９３ 的中 ��� １０９５０（３９番人気）
３連単票数 計３９１６３８８ 的中 ��� ６２９４（１４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．８―１３．３―１２．５―１１．６―１１．４―１１．３―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．５―３５．３―４８．６―１：０１．１―１：１２．７―１：２４．１―１：３５．４―１：４６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミキノバンジョー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．１１．１５ 京都２着

２００７．４．２５生 牡４鹿 母 ニホンピロオリーブ 母母 ニホンピロビツキー １６戦４勝 賞金 ５２，８７７，０００円

２３０１２ ７月３０日 晴 良 （２３小倉４）第１日 第１２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
１：４１．７

不良

不良

５１０� ピシーズクイーン 牝４鹿 ５５ 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４７０＋ ６１：４５．９ ３０．０�

８１６ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５５ 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ８ 〃 クビ １．８�
４７ ナリタシルエット 牝４黒鹿５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４７４＋ ８１：４６．０クビ ５．１�
２３ � クリノソーニャ 牝６鹿 ５５

５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４４８－ ６１：４６．３２ ２６７．０�
１２ メイショウボヌス 牝４栗 ５５ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８８＋ ４１：４６．５１ １５．７�
３５ パ ミ ー ナ 牝４栗 ５５ 北村 友一門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋１４１：４６．７１� １６．７�
４８ ティボリペガサス 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ １０１．７	
１１ ラトーヌペガサス 牝３鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４３６＋１２１：４６．８� １５．８

８１５ ビップピュアレディ 牝４栗 ５５

５３ △国分 優作鈴木 邦英氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：４６．９クビ ２９．２�
３６ ペパーミントラヴ 牝５芦 ５５ 幸 英明 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１４－ ４１：４７．１１� ６．９
７１４ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５２ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：４７．３１ ２１．１�
６１２ ワイドロータス 牝５鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜幅田 昌伸氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ２１：４７．５１ １３１．２�
２４ � プ ル プ ル 牝５鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４２６＋ ４１：４７．９２� １１１．５�
７１３ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿 ５２

５１ ☆松山 弘平井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４０８± ０ 〃 クビ ２３４．０�
６１１ サックアクロア 牝４青鹿５５ 鮫島 良太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B４７８＋２８１：４９．８大差 ２４５．１�
５９ � メイショウフェーヴ 牝６栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 ４５２－ ８１：５２．２大差 １７７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，２１６，６００円 複勝： ４８，３６０，４００円 枠連： ２５，９０２，４００円

馬連： ９８，４５８，２００円 馬単： ６２，３６５，５００円 ワイド： ３６，１９５，０００円

３連複： １２４，７３１，４００円 ３連単： ２５５，４６６，８００円 計： ６８３，６９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０００円 複 勝 � ４４０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（５－８） １，７９０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ８，２３０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ２，１８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ４６，０００円

票 数

単勝票数 計 ３２２１６６ 的中 � ８４８３（９番人気）
複勝票数 計 ４８３６０４ 的中 � １５４７１（８番人気）� ２０６４５３（１番人気）� ７０２８４（２番人気）
枠連票数 計 ２５９０２４ 的中 （５－８） １０７３８（８番人気）
馬連票数 計 ９８４５８２ 的中 �� ２７７３６（９番人気）
馬単票数 計 ６２３６５５ 的中 �� ５５９３（２５番人気）
ワイド票数 計 ３６１９５０ 的中 �� ９０４６（１１番人気）�� ３５７６（２４番人気）�� ４４０５７（２番人気）
３連複票数 計１２４７３１４ 的中 ��� ２３３４５（１５番人気）
３連単票数 計２５５４６６８ 的中 ��� ４０９９（１３４番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．０―１１．６―１３．１―１２．９―１２．７―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―２９．３―４２．４―５５．３―１：０８．０―１：２０．４―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．９
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ピシーズクイーン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ジョリーズヘイロー

２００７．３．１９生 牝４鹿 母 タカミツクイーン 母母 マルサンホマレ ４戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 メイショウフェーヴ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



（２３小倉４）第１日 ７月３０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１１，７６０，０００円
４，３１０，０００円
４，３１０，０００円
２，１１０，０００円
１９，５３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，５３１，５００円
５，６０２，８００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
２４５，６２２，７００円
４１１，６８７，９００円
１７５，６７４，５００円
６８７，９８３，５００円
４７４，４９７，６００円
２７２，５９９，９００円
８７９，７０９，３００円
１，７８９，１０５，５００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 ４，９３６，８８０，９００円

総入場人員 ８，９７２名 （有料入場人員 ７，７１３名）


