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２３１０９ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０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

８１２ カシノインカローズ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４４４＋ ６１：０９．１ １７．５�

２２ ローレルブレット 牡２黒鹿５４ 酒井 学 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４３６＋ ４ 〃 ハナ ５．３�
４４ ローレルイニシオ 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 �渡 信義 ４６０－１０１：０９．４１� ７．６�
４５ シゲルドリアン 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 中前牧場 ４３２－ ２１：０９．６１� ２６．８�
５７ タガノリバレンス 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８０－ ４１：０９．８１� ８．７�

５６ ハートオブミニー 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７２－ ２１：０９．９� ２８８．９	
７１１ マイネルアルティマ 牡２芦 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４４２＋ ２１：１０．２１� ２．５

８１３ アイディンブルー 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 尚大 ４９０－ ４１：１０．５２ ２０．３�
１１ スターファンタジア 牝２黒鹿５４ 田村 太雅下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４５４± ０１：１０．６� ２５９．４�
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 ４７２＋ ４１：１０．７クビ ４．０
６８ スズカテング 牡２黒鹿５４ 北村 友一永井 啓弍氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４４６－ ２１：１１．５５ １３１．９�
７１０ ハーモニアス 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４２８－ ２１：１２．２４ １４９．７�
６９ シゲルセトカ 牡２栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 田中 章博 日高 白井牧場 ４４８＋ ６１：１３．１５ １４２．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，９６０，１００円 複勝： １９，６８１，９００円 枠連： ７，６３２，２００円

馬連： ２８，７２４，０００円 馬単： ２１，１４２，３００円 ワイド： １２，８９４，８００円

３連複： ４３，２４９，３００円 ３連単： ７１，４６０，５００円 計： ２１５，７４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ４９０円 � ２１０円 � ２５０円 枠 連（２－８） ２，５５０円

馬 連 �� ４，９１０円 馬 単 �� １１，５６０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� １，２７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ９，７５０円 ３ 連 単 ��� ７８，９５０円

票 数

単勝票数 計 １０９６０１ 的中 � ４９５４（６番人気）
複勝票数 計 １９６８１９ 的中 � ８９９３（６番人気）� ２９０２６（３番人気）� ２１５３６（４番人気）
枠連票数 計 ７６３２２ 的中 （２－８） ２２１５（１３番人気）
馬連票数 計 ２８７２４０ 的中 �� ４３２２（１８番人気）
馬単票数 計 ２１１４２３ 的中 �� １３５０（３７番人気）
ワイド票数 計 １２８９４８ 的中 �� ２２２３（２０番人気）�� ２４６９（１７番人気）�� ４６７１（９番人気）
３連複票数 計 ４３２４９３ 的中 ��� ３２７４（３３番人気）
３連単票数 計 ７１４６０５ 的中 ��� ６６８（２２０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．０―１１．４―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．５―４４．９―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノインカローズ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．８．６ 小倉８着

２００９．３．２９生 牝２鹿 母 ノーザンセレナード 母母 ダイナセレナード ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーモニアス号は，平成２３年９月２８日まで平地競走に出走できない。

シゲルセトカ号は，平成２３年１０月２８日まで平地競走に出走できない。

２３１１０ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第２競走 ��２，６００�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 ４，８００，０００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

２：３８．２
２：３７．４

良

良

５９ アドマイヤスコール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６２：３８．４ ３．６�

１２ ライジングサン 牡３栗 ５６
５５ ☆松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５０４＋ ４２：３８．６１ ８．３�

３５ メイショウスピード 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ４ 〃 アタマ １９．９�

５１０ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２２：３８．８１� ３３．６�
７１４ ナリタサジタリウス 牡３栗 ５６ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ １６．２	
６１２ プレスインザサン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦廣村 茂一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４４４＋ ８２：３９．２２� ２．３

６１１ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５０４± ０２：３９．９４ ４０．９�
２４ タイムウィルフライ 牡３黒鹿５６ 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４８４－１２２：４０．４３ １１．２�
１１ ウインテイクオフ �３黒鹿５６ 和田 竜二�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４５４＋ ２２：４０．５クビ １９．１
７１３ ウインスティング 牡３鹿 ５６ 北村 友一�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６４± ０２：４０．６� ３６．７�
２３ キョウワブリット 牡３栗 ５６ 小坂 忠士�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４８± ０２：４１．２３� １９８．８�
８１６ テイエムトマホーク 牡３黒鹿５６ 酒井 学竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５０４＋１０２：４１．４１� ３４３．８�
４８ ローレルガイア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也 �ローレルレーシング 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４６８± ０２：４１．５クビ ３１０．８�
３６ キョウワノイノリ 牡３青鹿５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４７０＋１６２：４１．６� ３９．１�
８１５ ココモオレンジ 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 優作吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７２± ０２：４５．１大差 １２１．７�
４７ リヴォルバー 牡３青鹿５６ 太宰 啓介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８－ ２ （競走中止） ２１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４７４，２００円 複勝： １８，０１６，８００円 枠連： ８，４０６，２００円

馬連： ２９，９６１，８００円 馬単： ２０，９６３，６００円 ワイド： １４，１９０，３００円

３連複： ４６，３４９，９００円 ３連単： ７０，４６０，８００円 計： ２１９，８２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ４１０円 枠 連（１－５） １，０３０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １，１３０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ２３，９２０円

票 数

単勝票数 計 １１４７４２ 的中 � ２５３６０（２番人気）
複勝票数 計 １８０１６８ 的中 � ３２９１９（２番人気）� ２０３９０（３番人気）� ９４８４（６番人気）
枠連票数 計 ８４０６２ 的中 （１－５） ６０８０（４番人気）
馬連票数 計 ２９９６１８ 的中 �� １６５０９（５番人気）
馬単票数 計 ２０９６３６ 的中 �� ６２３９（７番人気）
ワイド票数 計 １４１９０３ 的中 �� ６５１０（４番人気）�� ３０６１（１３番人気）�� ２０１２（２０番人気）
３連複票数 計 ４６３４９９ 的中 ��� ４９４１（２２番人気）
３連単票数 計 ７０４６０８ 的中 ��� ２１７４（６１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１１．７―１１．９―１２．１―１２．５―１２．７―１２．４―１２．５―１１．９―１１．７―１２．３―１２．４

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―２４．３―３６．０―４７．９―１：００．０―１：１２．５―１：２５．２―１：３７．６―１：５０．１―２：０２．０―２：１３．７―２：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．３―３F３６．４
１
�
１２（１，７，１５）－５－（２，９）（３，１０）（４，６，１１）－１４－１３，１６－８
１２（５，９）１（２，１０）（４，３，１１）１４（１５，６）－１６（８，１３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤスコール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．３０ 京都７着

２００８．４．７生 牡３鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス ７戦１勝 賞金 ６，５３０，０００円
〔競走中止〕 リヴォルバー号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症したため２周目３コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ココモオレンジ号は，平成２３年９月２８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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アウゲンイカロス号・アグネスネオ号・アルジェンタム号・テンシノイツル号・テーオーゼウス号・

ミッキークリスタル号

第４回　小倉競馬　第１０日



２３１１１ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第３競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

６１０� 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 ４５４＋ ４ ５９．３ １．７�

４５ 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 ４５２＋ ２ ５９．５１� ５．４�
８１４ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４７０＋１２１：００．２４ １２．９�
５７ ドリームスパ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介セゾンレースホース� 中村 均 宮城 遊佐 武俊 ４９８＋ ６１：００．４１� １１．８�
８１３ エドモンドシチー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ４ 〃 クビ ２１４．６�
７１１ ナムラプルート 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬奈村 信重氏 松永 昌博 新ひだか 八田ファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ７．６	
６９ グランプリワイルド 牡３青鹿５６ 川田 将雅�グランプリ 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ８１：００．６１� ８．４

７１２ スズカミニオン 牝３黒鹿５４ 中村 将之永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ３７４＋ ６ 〃 クビ ５３４．８�
２２ ロングアポロ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４６２＋ ４１：００．８１� ５０４．５�
５８ ビ ハ ク 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 出羽牧場 ４０８± ０１：０１．０１� ２７２．３
３４ カシノマイラヴ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４４０＋ ６１：０１．５３ １０８．４�
１１ ゴールデンワンダー 牡３栗 ５６ 藤岡 康太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ２１：０１．７１� ３７．３�
４６ グランローズ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ３５６＋１２１：０２．５５ ４７７．５�

（１３頭）
３３ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 北村 友一杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８０＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，９６４，４００円 複勝： ４５，７８５，６００円 枠連： ９，５１３，８００円

馬連： ３０，８９４，０００円 馬単： ２９，２０２，２００円 ワイド： １５，１４１，６００円

３連複： ３７，８２２，５００円 ３連単： ８７，５６０，７００円 計： ２７２，８８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（４－６） ３３０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ２，６２０円

票 数

単勝票数 差引計 １６９６４４（返還計 １１０７） 的中 � ８２４５４（１番人気）
複勝票数 差引計 ４５７８５６（返還計 １７４０） 的中 � ３０１８８０（１番人気）� ４６４５８（２番人気）� １７４４５（５番人気）
枠連票数 差引計 ９５１３８（返還計 ３４） 的中 （４－６） ２１３８４（１番人気）
馬連票数 差引計 ３０８９４０（返還計 １４５５５） 的中 �� ６３４０８（１番人気）
馬単票数 差引計 ２９２０２２（返還計 ９２０４） 的中 �� ４３８０８（１番人気）
ワイド票数 差引計 １５１４１６（返還計 ４４９２） 的中 �� ２６１６２（１番人気）�� ９１４２（５番人気）�� ５８９１（７番人気）
３連複票数 差引計 ３７８２２５（返還計 ２９５５８） 的中 ��� ２７０４９（３番人気）
３連単票数 差引計 ８７５６０７（返還計 ５７５９２） 的中 ��� ２４６９１（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．５―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．４―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンティフォナ �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Cat Thief デビュー ２０１１．７．３ 京都４着

２００８．２．２６生 牝３栗 母 Snatched 母母 Christmas Star ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走除外〕 スナークワイルド号は，装鞍所で疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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。
（非抽選馬） ２頭 スズカラッシュ号・ラルガヴィータ号

２３１１２ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第４競走 ��２，９００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：０７．１良

２２ ワシャモノタリン 牡５黒鹿６０ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５０２＋ ４３：１０．５ １４．２�

８１１� カワキタトップ 牡５芦 ６０ 北沢 伸也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４８４＋ ８３：１０．８２ ７．３�
８１０ シゲルダイセン 牡５鹿 ６１ 植野 貴也森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７８＋ ８３：１１．２２� ２．１�
６６ エルジャンクション �５鹿 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ２ 〃 クビ ４．７�
７９ � マックスチャンプ 牡１０鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８２＋ ２３：１１．８３� ３５．５�
３３ リバーキャッスル 牝６栗 ５８ 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４４２± ０３：１１．９� ８．８�
５５ マッキーケインズ 牡６栗 ６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２２－ ２３：１２．３２� ４５．９�
４４ マーブルジーン 牡７黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９２－ ４３：１２．４� ５３．１	
６７ エーシンダードマン 牡７青鹿６０ 西谷 誠
栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５１２± ０３：１２．６１� １３．６�
１１ ライブリシュロム 牡８栗 ６０ 南井 大志加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４９４＋ ４３：１４．７大差 ２２８．３�
７８ メイショウサンドラ 牝５鹿 ５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 赤田牧場 ４６６－ ６ （競走中止） １０．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，１０９，７００円 複勝： １８，５６１，８００円 枠連： １０，４６９，０００円

馬連： ２９，６０６，４００円 馬単： ２４，２４３，１００円 ワイド： １４，２０６，６００円

３連複： ４５，３６６，５００円 ３連単： ８３，３９８，２００円 計： ２３７，９６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ３１０円 � ２２０円 � １３０円 枠 連（２－８） １，３９０円

馬 連 �� ５，２７０円 馬 単 �� １１，２７０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ６７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ３，３１０円 ３ 連 単 ��� ４４，４４０円

票 数

単勝票数 計 １２１０９７ 的中 � ６７５３（７番人気）
複勝票数 計 １８５６１８ 的中 � １１５８３（７番人気）� １９４２５（３番人気）� ５８０６３（１番人気）
枠連票数 計 １０４６９０ 的中 （２－８） ５５６１（７番人気）
馬連票数 計 ２９６０６４ 的中 �� ４１４９（１９番人気）
馬単票数 計 ２４２４３１ 的中 �� １５８８（３９番人気）
ワイド票数 計 １４２０６６ 的中 �� ２２８７（１９番人気）�� ５０５４（９番人気）�� １２４７１（２番人気）
３連複票数 計 ４５３６６５ 的中 ��� １０１１７（１２番人気）
３連単票数 計 ８３３９８２ 的中 ��� １３８５（１４１番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５０．９－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワシャモノタリン �
�
父 エアエミネム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．８．２４ 小倉１０着

２００６．３．１８生 牡５黒鹿 母 ジョウネツノアラシ 母母 クルンテープ 障害：４戦２勝 賞金 ２４，２００，０００円
〔競走中止〕 メイショウサンドラ号は，２周目１号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



２３１１３ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１１ ミサソレムニス 牝２栗 ５４ 和田 竜二吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０ ―１：０９．９ １７．３�

６９ ウェルトレインド 牡２鹿 ５４ 浜中 俊岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４７０ ―１：１０．１１� ３．２�
７１０ アルベルトバローズ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７４ ―１：１０．４１� ２．７�
８１２ トロピカルメジャー 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ６．６�
７１１ ミ ス ネ バ ー 牝２栗 ５４ 幸 英明澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４４４ ―１：１０．７２ １１．９�
８１３ イ ロ ッ ポ イ 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 ４７４ ― 〃 クビ ２０．４�
５６ ヤマニンメンヒル 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４５８ ―１：１０．８� １５．５	
３３ シゲルマンゴスチン 牝２鹿 ５４

５１ ▲森 一馬森中 蕃氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 ４５４ ―１：１１．１１� １１６．２

２２ ザプレジデント 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４５８ ― 〃 クビ １４８．３�
５７ テイエムデイジー 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４４４ ―１：１１．７３� １５５．６�
６８ メイショウハレバレ 牝２鹿 ５４ 石橋 守松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４２８ ― 〃 クビ ４３．６
４４ ヤマニンフルーリー 牝２栗 ５４ 北村 友一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４５４ ―１：１１．８クビ １０．１�
４５ テイエムベンケイ 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４７８ ―１：１２．２２� ９６．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，２８０，３００円 複勝： ２４，３１２，４００円 枠連： １０，１５０，８００円

馬連： ３５，９８１，０００円 馬単： ３０，０１２，７００円 ワイド： １７，８６０，７００円

３連複： ４９，２２９，５００円 ３連単： ８８，４４６，０００円 計： ２７１，２７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ３６０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（１－６） ２，７１０円

馬 連 �� ２，６００円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ８２０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １９，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５２８０３ 的中 � ６９６５（７番人気）
複勝票数 計 ２４３１２４ 的中 � １１００６（７番人気）� ５４５４２（２番人気）� ６８０５１（１番人気）
枠連票数 計 １０１５０８ 的中 （１－６） ２７６７（１１番人気）
馬連票数 計 ３５９８１０ 的中 �� １０２４１（１１番人気）
馬単票数 計 ３００１２７ 的中 �� ３４０９（２６番人気）
ワイド票数 計 １７８６０７ 的中 �� ４３３３（１２番人気）�� ４７５８（１１番人気）�� ２６９３４（１番人気）
３連複票数 計 ４９２２９５ 的中 ��� １８３８７（５番人気）
３連単票数 計 ８８４４６０ 的中 ��� ３３６２（５８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．６―１１．７―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３４．３―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミサソレムニス �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

２００９．３．３生 牝２栗 母 ダイナグロリア 母母 ダイナエイコーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３１１４ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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 ２４０，０００
２４０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３６ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８４± ０１：４５．９ １．７�

３５ タマモルーキー 牡３栗 ５６ 川田 将雅タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４８６＋ ８１：４６．５３� １６．６�
１１ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６ 幸 英明吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４４６± ０ 〃 クビ ８．８�
２３ ゴールドジェーン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４５２＋１４１：４６．８２ ９５．７�
４７ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６０± ０１：４７．０１� １１．７�
８１５ ハギノクレバー 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 B４５４－ ４ 〃 同着 ５７９．７	
７１４ テイエムミライオー 牡３芦 ５６

５５ ☆川須 栄彦竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 土居 忠吉 ４８４＋ ６１：４７．２１� １５．９

５９ カネトシテンアップ 牡３鹿 ５６ 北村 友一兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４６０－ ８１：４７．５２ １８５．３�
６１２ ウエリントンシチー 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４７２＋ ８ 〃 ハナ ３７．９�
６１１ ヤマカツクライム 牡３栗 ５６ 酒井 学山田 博康氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ５２２－ ６１：４８．１３� １３９．４
１２ サンダーストラック 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ８１：４８．３１� ４．９�
４８ シンゼンバイロン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志原 司郎氏 飯田 明弘 白老 習志野牧場 ４７４－ ４１：４８．４クビ ５８６．０�
７１３ シゲルヒラトリ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 井高牧場 B４８４－ ２ 〃 クビ ５０．１�
８１６ ホッコーロブロイ 牡３栗 ５６

５４ △国分 優作矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 丸幸小林牧場 ４８８＋ ６１：４８．５クビ ４４．８�
２４ エリートバイオ 牝３芦 ５４

５１ ▲森 一馬バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４６０－ ４１：４９．３５ １８４．０�
５１０ マコトポセイドン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ４ （競走中止） ３６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４４９，９００円 複勝： ４５，８８０，４００円 枠連： １５，４３１，０００円

馬連： ４０，４４４，４００円 馬単： ３３，２９２，１００円 ワイド： ２１，００９，７００円

３連複： ５９，２８６，３００円 ３連単： １１３，０５７，９００円 計： ３４８，８５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（３－３） １，１７０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２９０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ６，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２０４４９９ 的中 � ９８００５（１番人気）
複勝票数 計 ４５８８０４ 的中 � ２６５９１６（１番人気）� ２２５７４（４番人気）� ３６２６０（３番人気）
枠連票数 計 １５４３１０ 的中 （３－３） ９７４５（４番人気）
馬連票数 計 ４０４４４４ 的中 �� ３４２２６（３番人気）
馬単票数 計 ３３２９２１ 的中 �� １８３９１（４番人気）
ワイド票数 計 ２１００９７ 的中 �� １３９２２（３番人気）�� ２０２０９（２番人気）�� ４３４７（１２番人気）
３連複票数 計 ５９２８６３ 的中 ��� ２６５３８（４番人気）
３連単票数 計１１３０５７９ 的中 ��� １３８８２（１０番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．７―１２．７―１２．４―１２．３―１２．７―１２．８―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．６―４２．３―５４．７―１：０７．０―１：１９．７―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．９
１
３
６（１０，１３）３（５，１６）（１，９，１１）（４，２）－（７，１２）（８，１５，１４）
６（３，１３）（１１，２）（５，１６）（１，９，７）１４（４，１０，１５，１２）－８

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

勝馬の
紹 介

ワンダースピンドル �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１１．３．２０ 阪神４着

２００８．４．２４生 牡３黒鹿 母 ワンダーエスセーナ 母母 ワンダーヒロイン ６戦１勝 賞金 １１，６８０，０００円
〔競走中止〕 マコトポセイドン号は，３コーナーで異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 マコトポセイドン号は，３コーナーで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 テイエムカミカゼ号
（非抽選馬） １頭 マイネクラレット号



２３１１５ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

１１ 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 ４５６＋ ２２：００．４ ２．１�

８１６ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ 小牧 太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ３４．３�
４８ ブライトメッセージ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４２：００．５� １０．７�
７１４ レ イ テ ッ ド 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４２：００．７１� ４．９�
３５ 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 ４５８－ ２２：０１．０１� ４．５�
８１８ バロンルージュ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋１８２：０１．４２� ４１６．４�

６１１ メイショウチルチェ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４６６＋ ４２：０１．６１� ３０５．１	
７１５ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４３４± ０２：０１．７クビ ２２．８�
５９ アドマイヤアロング 牝３黒鹿５４ 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ４２：０１．８� １６．９�
１２ 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 B４５２＋ ４ 〃 ハナ ３０．０
２４ トウカイルミナス 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４７８＋ ８２：０１．９� ３９８．６�
７１３ エリモフロンティア 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜山本 慎一氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント ４６４± ０２：０２．０クビ ４６８．７�
６１２ ハナサクテーラー 牝３芦 ５４ 小坂 忠士中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４７２＋ ６２：０２．３２ ２７．３�
３６ フィールザヴォーグ 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム ５２６ ―２：０３．４７ ６６．７�
５１０ グラスキセキ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介半沢� 増本 豊 新ひだか 見上牧場 ４９４＋ ２２：０３．９３ ４００．５�
４７ フラワーキー 牝３青鹿５４ 安藤 光彰北前孔一郎氏 田所 秀孝 浦河 村下農場 ４８４－ ２２：０４．２２ ３９５．８�
８１７ ペプチドタカラブネ 牝３芦 ５４ 酒井 学沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４６８－ ４２：０６．０大差 ４５４．７�
２３ トウカイアンバー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ３７４ ―２：０６．９５ ４０．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２９１，５００円 複勝： ３９，３１７，２００円 枠連： １３，９５０，０００円

馬連： ５１，０９２，３００円 馬単： ３７，０７３，０００円 ワイド： ２２，２９９，７００円

３連複： ６９，５３３，８００円 ３連単： １２９，６０３，１００円 計： ３８４，１６０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ５３０円 � ２５０円 枠 連（１－８） １，７８０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ４６０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ６，２２０円 ３ 連 単 ��� ２９，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２１２９１５ 的中 � ８１９３９（１番人気）
複勝票数 計 ３９３１７２ 的中 � １６３０４０（１番人気）� １１６８３（７番人気）� ３１００５（４番人気）
枠連票数 計 １３９５００ 的中 （１－８） ５７８４（５番人気）
馬連票数 計 ５１０９２３ 的中 �� １３５２７（１０番人気）
馬単票数 計 ３７０７３０ 的中 �� ８０８１（１２番人気）
ワイド票数 計 ２２２９９７ 的中 �� ６６０５（８番人気）�� １３１２０（４番人気）�� ２４５６（２２番人気）
３連複票数 計 ６９５３３８ 的中 ��� ８２５２（１８番人気）
３連単票数 計１２９６０３１ 的中 ��� ３２１３（８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．６―１２．３―１１．９―１２．０―１１．７―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．９―１：００．２―１：１２．１―１：２４．１―１：３５．８―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オーシャンビーナス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．２．５ 京都２着

２００８．３．１生 牝３栗 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ８戦１勝 賞金 １５，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペプチドタカラブネ号・トウカイアンバー号は，平成２３年９月２８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。
（非当選馬） １頭 ガルネリ号

２３１１６ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１２ エーシンジェネシス 牝３鹿 ５２
５１ ☆川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４７０－ ８１：４５．５ ４．４�

２３ シャイニングカラー 牡３黒鹿５４ 幸 英明 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４６２＋ ８１：４５．９２� １５．７�
１１ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９０－ ２ 〃 アタマ ５．３�
５９ アンコールワット 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦馬場 幸夫氏 吉田 直弘 浦河 山下 恭茂 ５２６＋１０１：４６．０クビ ６６．４�
５１０ ペガサスフラッシュ 牡３栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２４－ ４ 〃 アタマ １３．４�
７１４ テイエムエビスオー 牡３鹿 ５４ 鷹野 宏史竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８２－ ２１：４６．２１ ２０２．６	
３５ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：４６．４１� ３１．０

４８ ヴィクトリースター 牡３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４５０＋ ８ 〃 クビ ２．０�
８１５� トウケイトニー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲森 一馬木村 信彦氏 高橋 隆 浦河 細道牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ６７８．９�
８１６� プ ル プ ル 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４３６＋１０１：４６．５� ２９９．６
２４ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５５ 野元 昭嘉 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２１：４６．６クビ ２７．２�
６１２ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ １６．２�
３６ � プランテーション 牝４芦 ５５

５３ △国分 優作中西 功氏 牧田 和弥 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４４２± ０１：４７．１３ ３４７．８�

４７ サトノスパイダー 牡３青鹿５４ 北村 友一里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１２－ ６１：４７．２� ４１．９�
６１１ ベ リ ー フ 牝４栗 ５５ 和田 竜二岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４５２＋ ２１：４８．０５ ６６．５�
７１３� リバースターリング 牡３栗 ５４ 酒井 学河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４６２－ ６ （競走中止） １１７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２４０，０００円 複勝： ３１，０７４，５００円 枠連： １７，７４８，０００円

馬連： ５３，６４４，３００円 馬単： ３８，８１４，２００円 ワイド： ２３，５６８，９００円

３連複： ７１，２７５，１００円 ３連単： １２９，５２０，３００円 計： ３９０，８８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（１－２） １，２２０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ５，０７０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� ３９０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� ２０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２５２４００ 的中 � ４５３６６（２番人気）
複勝票数 計 ３１０７４５ 的中 � ４７１０４（３番人気）� ２０３８３（５番人気）� ７０１３５（２番人気）
枠連票数 計 １７７４８０ 的中 （１－２） １０７４５（４番人気）
馬連票数 計 ５３６４４３ 的中 �� １４１１７（９番人気）
馬単票数 計 ３８８１４２ 的中 �� ５６５２（１６番人気）
ワイド票数 計 ２３５６８９ 的中 �� ６００３（１０番人気）�� １６４８２（３番人気）�� ７０３１（７番人気）
３連複票数 計 ７１２７５１ 的中 ��� １３３５６（１０番人気）
３連単票数 計１２９５２０３ 的中 ��� ４６２６（５２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．４―４２．２―５４．７―１：０６．８―１：１９．３―１：３２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．７
１
３
２（７，４，１０）－（９，１６）１，３（６，８）１１，１４，５－１２，１５
２（７，４）１０（９，３）－８（１６，１１）（１，１４）－（６，５，１５）１２

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

勝馬の
紹 介

エーシンジェネシス �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１着

２００８．２．１４生 牝３鹿 母 ミッションガール 母母 Triple Strike １１戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
〔競走中止〕 リバースターリング号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クリスタルドア号



２３１１７ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第９競走 ��１，８００�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５２ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４９６＋ ４１：４５．７ １０．９�

６１２ クリスティロマンス 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４５６± ０ 〃 アタマ ２．９�
２３ 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 ４７０＋ ４ 〃 ハナ １４．１�
３５ メ デ タ シ 牝３鹿 ５２ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３４＋ ８１：４５．８� ２．４�
４８ マイネアロマ 牝４黒鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７６＋ ６１：４６．３３ １８．９�
３６ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ２７．９	
２４ テーブルスピーチ 牝４栗 ５５ 小牧 太谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４６６＋１２１：４６．４� １２．０

１２ メロウメロディ 牝３鹿 ５２ 松山 弘平吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４９８＋１８１：４６．５クビ １２８．５�
８１５ アイドルバイオ 牝３青 ５２ 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ２ 〃 ハナ １３．２�
６１１ タガノエベンヌ 牝３黒鹿５２ 高倉 稜八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２＋ ４１：４６．６� ２９．０
７１４ リッカメルド 牝７黒鹿５５ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５４－ ２１：４６．８１� ９６．０�
４７ シゲルコイヒメ 牝４黒鹿５５ 北村 友一森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 出羽牧場 ４３８＋ ４１：４７．０１� １２６．６�
８１６ ベ イ ル リ 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ １２３．８�
５９ ラブイズモネ 牝５栗 ５５ 野元 昭嘉江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４２８＋ ２１：４７．６３� ２８８．４�
７１３� アムールエテルネル 牝４栗 ５５ 藤岡 康太岩� 僖澄氏 宮 徹 新冠 山岡ファーム ４２６＋１０１：４８．４５ ５００．２�
５１０ ビビアンスマイル 牝３黒鹿５２ 渡辺 薫彦畑 清介氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４６８－ ９１：４８．５� ４２８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１７９，４００円 複勝： ４８，６６２，２００円 枠連： ２１，５９６，９００円

馬連： ９２，８７３，６００円 馬単： ５８，６７８，５００円 ワイド： ３６，６９３，６００円

３連複： １１６，６１４，１００円 ３連単： ２３３，５４６，９００円 計： ６３６，８４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（１－６） １，３９０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ５，１１０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� １，４５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ５，１３０円 ３ 連 単 ��� ３９，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２８１７９４ 的中 � ２０５１２（３番人気）
複勝票数 計 ４８６６２２ 的中 � ３９４５２（３番人気）� １４０３４６（１番人気）� ３９２４８（４番人気）
枠連票数 計 ２１５９６９ 的中 （１－６） １１５３３（６番人気）
馬連票数 計 ９２８７３６ 的中 �� ３４５７８（１０番人気）
馬単票数 計 ５８６７８５ 的中 �� ８４７８（２１番人気）
ワイド票数 計 ３６６９３６ 的中 �� １５２６６（４番人気）�� ５９１９（１７番人気）�� １６７１６（２番人気）
３連複票数 計１１６６１４１ 的中 ��� １６８０２（１０番人気）
３連単票数 計２３３５４６９ 的中 ��� ４３６０（１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３５．２―４６．９―５８．８―１：１０．７―１：２２．０―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
１
３
７，１２，１１（６，１０）１６（８，９）（２，３，１３，１４）（１，５，１５）４・（７，１２）（１１，１０，５）（１６，１５）６，４（８，９，１３）１（３，１４）２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ イ ネ マ オ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig デビュー ２０１０．６．２６ 阪神７着

２００８．３．２９生 牝３鹿 母 レ ッ ド ジ グ 母母 Red Ember １４戦２勝 賞金 ２５，４８０，０００円
〔その他〕 ラブイズモネ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラブイズモネ号は，平成２３年９月２８日まで出走できない。
※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 ネオイユドゥレーヌ号

２３１１８ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第１０競走 ��
��２，０００�

げ ん か い

玄 海 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．８．２８以降２３．８．２１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

３３ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５７．５ 浜中 俊田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４５０＋１２１：５９．７ ５．５�

５５ サトノパンサー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８６－ ８ 〃 ハナ ２．２�
８９ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５１ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ １７．３�
８１０ ハードダダンダン 牡４黒鹿５５ 川田 将雅津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６０± ０ 〃 ハナ ４．０�
２２ � 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 ４８６＋ ４２：００．０１� １１．１�
１１ � イーサンジャンパー 牡５栗 ５１ 川須 栄彦国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ４９６＋１４ 〃 クビ ５０．６�
７８ スーサングレート 牡３栗 ５３ 幸 英明林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B４９８＋ ６２：００．１クビ ７．８	
４４ 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 B４５０＋ ６２：００．４２ ２９．９

６６ ジャングルストーン 牡５栗 ５３ 国分 恭介 �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 ４６４± ０２：００．５クビ ４５．５�
７７ オカゲサマデ 牝５鹿 ５０ 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７２＋ ２２：０１．０３ １０７．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３０，３４２，０００円 複勝： ４０，１５５，０００円 枠連： １６，９３３，１００円

馬連： ８５，７８０，８００円 馬単： ６１，４７６，７００円 ワイド： ３１，８０９，０００円

３連複： １００，９８１，０００円 ３連単： ２５０，０１３，５００円 計： ６１７，４９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（３－５） ６５０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ９８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� １１，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３０３４２０ 的中 � ４３６６２（３番人気）
複勝票数 計 ４０１５５０ 的中 � ５４００５（３番人気）� １３１４９６（１番人気）� ２７４２２（６番人気）
枠連票数 計 １６９３３１ 的中 （３－５） １９３５４（２番人気）
馬連票数 計 ８５７８０８ 的中 �� ９１６７２（２番人気）
馬単票数 計 ６１４７６７ 的中 �� ２７６５７（６番人気）
ワイド票数 計 ３１８０９０ 的中 �� ２７６６０（２番人気）�� ７３０９（１４番人気）�� １４９３０（８番人気）
３連複票数 計１００９８１０ 的中 ��� ３１６２６（８番人気）
３連単票数 計２５００１３５ 的中 ��� １６０３１（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．０―３６．６―４９．０―１：０１．２―１：１３．３―１：２４．８―１：３６．２―１：４７．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デンコウオクトパス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００９．８．１ 小倉９着

２００７．４．１２生 牡４鹿 母 シルキーマニッシュ 母母 スポーデズブルー ２２戦４勝 賞金 ６３，０４７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔その他〕 オカゲサマデ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オカゲサマデ号は，平成２３年９月２８日まで出走できない。

１レース目



２３１１９ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第１１競走 ��
��１，７００�

あ そ

阿蘇ステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，２２．８．２８以降２３．８．２１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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１０ フサイチセブン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ２１：４４．２ ３．９�

３３ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 浜中 俊東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１４－ ２１：４４．３� ４．５�
７８ � イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５８ 北村 友一藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B５２０＋ ６１：４５．０４ ２．５�
６６ スーサンライダー 牡７栗 ５２ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ６１：４５．３２ １４．４�
８１１ シルクダイナスティ 牡６栗 ５１ 松山 弘平有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４７６± ０１：４５．４� ２５．３�
４４ マイプリティワン 牡７鹿 ５２ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４８６＋１２ 〃 アタマ ２４．８	
６７ マッシヴエンペラー 牡６栗 ５１ 酒井 学小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８２± ０１：４５．５� ７．１

５５ ピースキーパー 牡６鹿 ５３ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ４１：４５．７１� ２７．５�
７９ マルブツリード 牡８栗 ５６ 幸 英明大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５０６＋１４１：４６．３３� ４３．３
１１ テイエムザエックス 牡８栗 ５３ 国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：４６．４� １２８．３�
２２ � アドマイヤゴルゴ 牡７鹿 ５４ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４８６－ ６１：４６．８２� ５５．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，５２５，８００円 複勝： ５０，８９１，０００円 枠連： ３２，１３３，１００円

馬連： １６６，８５２，３００円 馬単： １０５，２４２，７００円 ワイド： ４８，６８５，４００円

３連複： ２０６，５７２，９００円 ３連単： ４８２，４５９，５００円 計： １，１３３，３６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（３－８） ９３０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４０５２５８ 的中 � ８２１８５（２番人気）
複勝票数 計 ５０８９１０ 的中 � ９１７１２（２番人気）� ８０５３１（３番人気）� １５１４０２（１番人気）
枠連票数 計 ３２１３３１ 的中 （３－８） ２５６０４（６番人気）
馬連票数 計１６６８５２３ 的中 �� １１５００６（４番人気）
馬単票数 計１０５２４２７ 的中 �� ３８２９９（６番人気）
ワイド票数 計 ４８６８５４ 的中 �� ２６４５４（４番人気）�� ６１９５２（１番人気）�� ５１５２２（２番人気）
３連複票数 計２０６５７２９ 的中 ��� ２０９４８３（１番人気）
３連単票数 計４８２４５９５ 的中 ��� ７０８３２（９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．７―４３．８―５６．３―１：０８．２―１：２０．０―１：３１．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチセブン �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Vice Regent デビュー ２００９．２．２２ 京都７着

２００６．４．１生 牡５鹿 母 ディボーステスティモニー 母母 Angelic Song １２戦５勝 賞金 ９４，６２１，０００円
［他本会外：１戦１勝］

２３１２０ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１４� タガノシビル 牝４栗 ５５ 川田 将雅八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋ ２１：０７．９ ４．７�

７１５ ダノンカスガ 牡４青鹿５７ 熊沢 重文�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：０８．０� ３．３�
３５ マルブツサバンナ 牡３栗 ５４ 幸 英明大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ５４０＋ ８ 〃 クビ ５．５�
３６ キャロルロゼ 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８２± ０１：０８．１クビ ８０．３�
２４ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４４６－１２ 〃 クビ ５．０�
７１３ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４３０＋ ２１：０８．３１� １６．１	
５１０ マルカレガート 牡６鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介河長産業� 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ７３．３

４８ タムロガッツ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二谷口 屯氏 西園 正都 新冠 小田 健一 ４６４－ ８ 〃 クビ ４９．８�
５９ ハンターワディ 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８２＋ ４１：０８．４クビ ２４．２�

６１１ ラ ヴ セ ン ス 牝４黒鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ４４６－ ４ 〃 同着 １００．２

１２ ミニーバローズ 牝４鹿 ５５ 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ ２３．４�
６１２ シゲルチョウカン 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 尾野 一義 ４５２－ ２１：０８．５クビ １８．３�
１１ フロールジェナ 牝３鹿 ５２ 高橋 智大小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４１８＋１２ 〃 クビ ９５．２�
８１６ セキサンキセキ 牝３青鹿５２ 浜中 俊�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 B４５８＋２８１：０８．７１� ４４．９�
８１７ スナークトマホーク 牡４黒鹿 ５７

５５ △国分 優作杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 近藤牧場 ４２８± ０１：０８．９１� ２８．２�
４７ ナリタシーズン 牡４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５０２± ０１：０９．１� ７６．４�
８１８ パ テ ィ オ 牝３鹿 ５２

４９ ▲水口 優也山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４３２＋ ６１：０９．４１� ２８４．６�
２３ チャールストン 牝６黒鹿５５ 太宰 啓介谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６２－ ８１：０９．６１� ５６．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，１８４，０００円 複勝： ４５，４９７，１００円 枠連： ３６，３７３，８００円

馬連： １１２，５３６，０００円 馬単： ６３，０１１，６００円 ワイド： ４２，４１９，６００円

３連複： １５４，４４３，３００円 ３連単： ３０４，１０３，０００円 計： ７８８，５６８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（７－７） ５５０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ６２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，８３０円 ３ 連 単 ��� ８，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３０１８４０ 的中 � ５０９８２（２番人気）
複勝票数 計 ４５４９７１ 的中 � ７５４１８（２番人気）� ９６２２０（１番人気）� ５６６０７（４番人気）
枠連票数 計 ３６３７３８ 的中 （７－７） ４９６４５（２番人気）
馬連票数 計１１２５３６０ 的中 �� １０６１３７（１番人気）
馬単票数 計 ６３０１１６ 的中 �� ２８４２４（３番人気）
ワイド票数 計 ４２４１９６ 的中 �� ３６８６０（１番人気）�� １５８７７（５番人気）�� ２４６３３（３番人気）
３連複票数 計１５４４４３３ 的中 ��� ６２４４６（３番人気）
３連単票数 計３０４１０３０ 的中 ��� ２５２９４（１１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１０．９―１１．２―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．４―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―３F３４．５
３ ８，５（１４，１７）（７，１２，１５）１６（３，６）（４，９，１１）２（１，１３）１０，１８ ４ ・（８，５，１４，１５）１７（１２，１６）（７，６，１１）（３，４，９，１３）（２，１，１０）１８

勝馬の
紹 介

�タガノシビル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Wild Again

２００７．２．７生 牝４栗 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン １９戦２勝 賞金 ２８，０５０，０００円
初出走 JRA

４レース目



（２３小倉４）第１０日 ８月２８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

２０２，１５０，０００円
４，３１０，０００円
１１，０５０，０００円
１，２９０，０００円
１９，１５０，０００円
５８，９４５，０００円
４，９７６，２００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
２６３，００１，３００円
４２７，８３５，９００円
２００，３３７，９００円
７５８，３９０，９００円
５２３，１５２，７００円
３００，７７９，９００円
１，０００，７２４，２００円
２，０４３，６３０，４００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 ５，５１７，８５３，２００円

総入場人員 １０，１０９名 （有料入場人員 ９，０１８名）


