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２３０２５ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （芝・右）

九州産馬，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

５１０ 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 ４６６－ ２１：０９．８ ３．７�

３５ キリシマジャパン 牡２栗 ５４ 川田 将雅西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４８８－ ８１：１０．１２ ８．７�
２４ カシノアポロン 牡２鹿 ５４ 幸 英明柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４７６＋ ２１：１０．２� ３．２�
８１５ テイエムセキトバ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４２４＋１６ 〃 アタマ ２６．０�
１１ カ シ ノ ギ ア 牡２栗 ５４ 石橋 守柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 片山 建治 ４４６ ―１：１０．５２ ４３．６�
７１３ 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 ４２８－ ４ 〃 ハナ ５．１�
８１７ テイエムハエハエ 牝２栗 ５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４０４－１０１：１０．７１� １５１．２�
２３ カシノデューク 牡２栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４７８ ―１：１０．８クビ ２０．３	
３６ 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 ４６０－ ２１：１１．３３ ７．２

５９ テイエムアバレッケ 牡２鹿 ５４ 田村 太雅竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４５８＋ ２１：１１．５１ ８０．４�
７１４ ミライダクリチャン 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也栗本 博晴氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 B４４２－ ２１：１２．１３� ３００．３�
６１１ テイエムキモシタ 牝２栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４０８ ―１：１２．２� ２３．１
８１６ カシノブローチ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 新保 孝一 ４１６± ０１：１２．３� ２７５．５�
４８ マルシゲタカチャン 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 鹿児島 坂東島 繁藤 ４２８ ―１：１２．５１ ３９．７�
１２ ハハノオモイノセテ 牝２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ３９４－ ６ 〃 クビ ２３１．５�
４７ 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 ４１８－ ４１：１２．７� １９５．５�
６１２ 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 ３９８＋ ６ 〃 クビ ４０４．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８，４５９，５００円 複勝： １５，７５２，４００円 枠連： ８，２６０，４００円

馬連： ２４，３１６，０００円 馬単： １８，７５８，５００円 ワイド： １１，６４５，６００円

３連複： ３８，７７９，２００円 ３連単： ５５，０８６，０００円 計： １８１，０５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（３－５） ６３０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ２４０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ９，８２０円

票 数

単勝票数 計 ８４５９５ 的中 � １８２９４（２番人気）
複勝票数 計 １５７５２４ 的中 � ３２８７０（２番人気）� １４８１２（５番人気）� ３９６８６（１番人気）
枠連票数 計 ８２６０４ 的中 （３－５） ９６９０（３番人気）
馬連票数 計 ２４３１６０ 的中 �� １１１２４（７番人気）
馬単票数 計 １８７５８５ 的中 �� ５２５３（１２番人気）
ワイド票数 計 １１６４５６ 的中 �� ４８９８（８番人気）�� １４０４０（１番人気）�� ６３９１（６番人気）
３連複票数 計 ３８７７９２ 的中 ��� ２２２０７（３番人気）
３連単票数 計 ５５０８６０ 的中 ��� ４１４２（２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．２―１０．８―１１．７―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．４―３３．２―４４．９―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．６
３ ・（４，５）１７，１０，１３，３，１５（１，６，１６，８）９，２－（７，１１）１２，１４ ４ ・（４，５）（１０，１７）（３，１３）１５，１（６，１６，８）－（２，９）－（７，１１）（１４，１２）

勝馬の
紹 介

カシノエルフ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１１．７．３０ 小倉２着

２００９．４．７生 牡２栗 母 ゲイリーアミューズ 母母 Wife Mistress ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

２３０２６ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

７１３ ウインラウニカ 牝２栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦�ウイン 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４４８－ ８１：４８．７ １０．８�

６１１ ニシノビークイック 牡２栗 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ５．８�
６１２ ブルーハーツクライ 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４５０－ ２１：４９．２３ ６．０�
１１ ブレイズアトレイル 牡２芦 ５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４１：４９．３� ３．３�
２４ セトブリッジ 牡２黒鹿５４ 小牧 太難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４８２＋ ４１：４９．８３ ３．４�
５１０ ガ レ ノ ス 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 須崎牧場 ５３０－ ８ 〃 クビ ３２．２	
７１４ ボ ク サ ー 牡２鹿 ５４ 北村 友一岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 秋田牧場 ４７４－ ８１：４９．９クビ ３３．９

５９ ケイトシチー 牝２栗 ５４

５１ ▲花田 大昂 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 日高 幾千世牧場 ４４４－ ４１：５０．４３ １７８．２�
８１６ ボストンストロング 牡２黒鹿５４ 酒井 学�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２４－ ６ 〃 ハナ １９．７�
４７ エーシンクイッカー 牝２青鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 浦河 多田 善弘 ４６０－ ６１：５０．６１� ２５．６
８１５ セイランロンドン 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三田中 芳郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４９８－ ４１：５１．２３� ３０．１�
３６ マコトアプサラス 牝２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作尾田左知子氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４２４± ０１：５１．６２� １８６．０�
４８ シゲルオレンジ 牝２黒鹿５４ 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５０－ ６１：５１．９１� ２１９．０�
２３ サチノポピー 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６０＋ ２１：５２．１１� ７０．５�
３５ ハートオブミニー 牝２黒鹿５４ 安藤 光彰津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４５６－ ４ 〃 ハナ ３４４．６�
１２ テイエムムスタング 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか 仲野牧場 ４６６－ ２１：５３．１６ ３２７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５０４，８００円 複勝： ２２，００６，８００円 枠連： ９，６８６，５００円

馬連： ２７，６３０，５００円 馬単： １９，１２７，２００円 ワイド： １２，９１５，９００円

３連複： ３９，２８０，６００円 ３連単： ６１，３０１，７００円 計： ２０４，４５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ３５０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（６－７） １，３５０円

馬 連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ８，１３０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ９４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ４，４１０円 ３ 連 単 ��� ３６，１４０円

票 数

単勝票数 計 １２５０４８ 的中 � ９１９２（５番人気）
複勝票数 計 ２２００６８ 的中 � １３７３０（５番人気）� ３４０７４（４番人気）� ３５８９５（３番人気）
枠連票数 計 ９６８６５ 的中 （６－７） ５３００（６番人気）
馬連票数 計 ２７６３０５ 的中 �� ６１４８（１２番人気）
馬単票数 計 １９１２７２ 的中 �� １７３８（２７番人気）
ワイド票数 計 １２９１５９ 的中 �� ２９４３（１２番人気）�� ３２９４（９番人気）�� ７１７３（６番人気）
３連複票数 計 ３９２８０６ 的中 ��� ６５８３（１３番人気）
３連単票数 計 ６１３０１７ 的中 ��� １２５２（１１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１２．８―１２．５―１１．８―１１．６―１２．２―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．１―３５．９―４８．４―１：００．２―１：１１．８―１：２４．０―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインラウニカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１１．７．２４ 京都４着

２００９．１．２６生 牝２栗 母 スタンドオンエンド 母母 Delaware Country ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 セイランロンドン号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムムスタング号は，平成２３年９月６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。
（非当選馬） ２頭 ジヴェルニーアート号・ワンダフルフェロー号
（非抽選馬） １頭 リーノレオン号

第４回　小倉競馬　第３日



２３０２７ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第３競走 ��
��１，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ ラプリメーラ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２１：４７．７ ９．１�

２３ � エーシンイオマンテ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 愛 Peter and
Jackie Grimes ４６８± ０１：４８．０２ １．４�

１２ タマモアイガー 牡３鹿 ５６
５３ ▲水口 優也タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか 曾我 博 ４９２－ ６１：４８．２１� ６３４．５�

８１５ タマモルーキー 牡３栗 ５６
５５ ☆松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４７８－１４１：４８．３クビ ２１．６�

４８ シーズガレット 牝３栗 ５４
５１ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５０－ ２１：４８．７２� １２．７�

７１４ タイムウィルフライ 牡３黒鹿５６ 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４９０－１２１：４８．９１� ２９．５�
４７ スタニングミノル 牡３青鹿５６ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５１０＋ ８１：４９．０� １６．１	
５１０ 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 ４７０ ―１：４９．１� １５０．６

６１１ シーエリアル 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４２４－ ４１：４９．２クビ ４７０．０�
５９ ウインマクレガー 牡３黒鹿５６ 幸 英明�ウイン 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ １３．３�
７１３� ヴィデスープラ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 米
Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B５２４± ０ 〃 ハナ １９．３
３５ ナリタハピネス 牡３栗 ５６ 大下 智�オースミ 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５２－ ４１：４９．８３� １６５．６�
２４ メイショウミルキー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 B４６０－ ８１：５０．７５ ９３．４�
３６ ウインスティング 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６４± ０１：５０．９１ ５４９．１�
６１２ クレバーステージ 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 B４７８＋ ８１：５１．８５ １４７．７�
８１６ ドラゴンベータ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４８６＋１０１：５２．５４ ４５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６９２，６００円 複勝： ６８，５４１，０００円 枠連： ９，５５１，１００円

馬連： ３１，３８０，６００円 馬単： ２８，６４３，６００円 ワイド： １８，６６４，５００円

３連複： ４８，４９６，８００円 ３連単： ９３，６７９，９００円 計： ３１９，６５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ８，０６０円 枠 連（１－２） ４４０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２５，６４０円 �� ９，３００円

３ 連 複 ��� ３９，３８０円 ３ 連 単 ��� ２１４，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６９２６ 的中 � １７９９０（２番人気）
複勝票数 計 ６８５４１０ 的中 � ３９０８２（２番人気）� ５００３２６（１番人気）� ５９１（１６番人気）
枠連票数 計 ９５５１１ 的中 （１－２） １６３６４（２番人気）
馬連票数 計 ３１３８０６ 的中 �� ５０１８５（１番人気）
馬単票数 計 ２８６４３６ 的中 �� １２２７６（７番人気）
ワイド票数 計 １８６６４５ 的中 �� ２６０３８（１番人気）�� １５４（７７番人気）�� ４２７（５３番人気）
３連複票数 計 ４８４９６８ 的中 ��� ９０９（７５番人気）
３連単票数 計 ９３６７９９ 的中 ��� ３２２（３８８番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．８―１３．１―１２．７―１２．５―１２．７―１２．９―１４．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．７―４２．８―５５．５―１：０８．０―１：２０．７―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．７
１
３
１３，１（３，１５）（２，１２）７（１４，１６）６（５，１１）９，４，８，１０
１３，１，３（２，１５，９，８）７，１２（１４，１６，１１）（６，４）－５，１０

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

勝馬の
紹 介

ラプリメーラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．９．１１ 札幌７着

２００８．２．７生 牝３鹿 母 ベストアルバム 母母 ベストダンシング ５戦１勝 賞金 ８，７５０，０００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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クーファセミラミス号・サンダーストラック号・モータウンサウンド号
（非抽選馬） ２頭 アドマイヤリボー号・ロブストニケ号

２３０２８ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１１ シゲルチョウカン 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 尾野 一義 ４４８± ０１：０８．７ ７．７�

２４ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４５０＋ ２１：０８．８� ６２．５�
５１０ クリスチャンラヴ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三栗山 良子氏 牧浦 充徳 日高 荒井ファーム ４２４＋１２ 〃 ハナ ２９．３�
８１６ ヴィヴァヴォーチェ 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 優作 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３６＋ ４１：０８．９� ５．７�

２３ シ ル ダ リ ア 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ４１：０９．０� １１．０�

５９ フェリスヴァーズ 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦�佐藤牧場 増本 豊 新冠 隆栄牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ １８．５�

（法６３４）

７１５ マルブツファントム 牡３黒鹿５６ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４８０＋ ６１：０９．１クビ ６．４	
３５ � インタクトラヴ 牝３鹿 ５４ 北村 友一
ノースヒルズ 中村 均 米 North Hills

Management ４３２＋ ２ 〃 クビ ４．２�
８１７ メトログリペン 牡３鹿 ５６ 酒井 学太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４９８＋ ２１：０９．２クビ ６．８�
４７ トムコウクン 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 B４６８＋ ２１：０９．４１ ２８．９
３６ パープルポケット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 本桐牧場 ４１８＋ ４１：０９．６１� ４６８．６�
１１ タ ト ゥ ー ン 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介玉置 辰次氏 坪 憲章 新ひだか 田中 裕之 ４５８＋ ６１：０９．７� ８４．９�
８１８ シャープナー 牝３鹿 ５４ 幸 英明M．タバート氏 加藤 敬二 浦河 不二牧場 ４７４ ― 〃 クビ １６０．５�
７１３ ライブリユラナス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 谷口育成牧場 ４９６－ ８１：０９．８クビ ４５１．８�
７１４ シルクプラズマ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４６８ ―１：０９．９� １４．７�
４８ ビッグゴーゴー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文�ビッグ 五十嵐忠男 浦河 今井 秀樹 ４３６－ ２ 〃 ハナ ２５．２�
６１２ メモリーフェミナ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉
シンザンクラブ 武田 博 浦河 成隆牧場 ４４６＋ ６１：１０．４３ ２５７．３�
１２ イ ェ ル テ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介
ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４ ―１：１１．３５ １９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，３３０，９００円 複勝： ２１，８８９，３００円 枠連： １２，８８６，２００円

馬連： ３５，０９０，２００円 馬単： ２２，０２８，８００円 ワイド： １６，７８２，３００円

３連複： ５３，１２７，８００円 ３連単： ７７，３７９，３００円 計： ２５３，５１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２９０円 � １，２４０円 � ８１０円 枠 連（２－６） ３，４８０円

馬 連 �� １８，０４０円 馬 単 �� ３２，０１０円

ワ イ ド �� ４，６００円 �� ２，６４０円 �� １４，１８０円

３ 連 複 ��� １００，０３０円 ３ 連 単 ��� ６３４，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４３３０９ 的中 � １４７０７（５番人気）
複勝票数 計 ２１８８９３ 的中 � ２３４２６（５番人気）� ４２３６（１３番人気）� ６７１２（１１番人気）
枠連票数 計 １２８８６２ 的中 （２－６） ２７３５（１６番人気）
馬連票数 計 ３５０９０２ 的中 �� １４３６（５４番人気）
馬単票数 計 ２２０２８８ 的中 �� ５０８（１０７番人気）
ワイド票数 計 １６７８２３ 的中 �� ８９９（５３番人気）�� １５８６（３２番人気）�� ２８８（８６番人気）
３連複票数 計 ５３１２７８ 的中 ��� ３９２（２４５番人気）
３連単票数 計 ７７３７９３ 的中 ��� ９０（１５２５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．０―１１．６―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．４―４５．０―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルチョウカン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．７．３１ 小倉７着

２００８．４．２４生 牝３鹿 母 ローランシノワーズ 母母 センゴクヒスイ ７戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
［他本会外：２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アスタープリンセス号・キクノルナ号・タカノエイカン号・ニシノシュクラン号



２３０２９ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第５競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （ダート・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

５７．７
５７．７

重

重

７９ キンシツーストン 牡２鹿 ５４ 幸 英明若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 ４６０ ―１：００．４ ３．６�

７１０ シ ゲ ル ユ ズ 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４７６ ―１：０１．４６ ６．７�
３３ コウセイコタロウ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４６０ ―１：０１．５クビ ７７．７�
５５ タガノカノープス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４３２ ―１：０１．７１� ２．２�
４４ フミノメルキオール 牡２栗 ５４ 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４７０ ― 〃 ハナ １０３．７�
８１２ ゴールドクリチャン 牝２栗 ５４ 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 武田 修一 ４４２ ―１：０１．９１� １８．５�
１１ マイアイスパーク 牡２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也MYI馬主組合 小野 次郎 日高 横井 忠幸 ４６０ ― 〃 クビ １０９．２�
２２ クニノカンタロー 牡２鹿 ５４ 小坂 忠士國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４３６ ―１：０２．２１� ３３．０	
６８ オ リ ー ブ 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４３０ ―１：０２．３クビ １８．０

５６ レアプラチナ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４４４ ―１：０２．６１� １０．２�
８１１ ハナズフレイム 牡２栗 ５４ 浜中 俊M．タバート氏 坂口 正則 新ひだか 前川 勇 ４５６ ―１：０２．８１� ２８．９�
６７ チョウストライカー 牡２青 ５４ 北村 友一丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 赤石 久夫 ４５２ ―１：０３．１１� １６．３

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，４６６，７００円 複勝： １７，６２２，２００円 枠連： １０，２５６，３００円

馬連： ２７，０２６，１００円 馬単： ２３，５９１，９００円 ワイド： １３，５７３，６００円

３連複： ３８，５６５，１００円 ３連単： ７０，７７６，７００円 計： ２１４，８７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � １，１１０円 枠 連（７－７） １，２４０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２，６１０円 �� ５，４２０円

３ 連 複 ��� １８，８７０円 ３ 連 単 ��� ５６，８４０円

票 数

単勝票数 計 １３４６６７ 的中 � ３０２９６（２番人気）
複勝票数 計 １７６２２２ 的中 � ４１１３９（２番人気）� １７３７５（３番人気）� ３０２７（１０番人気）
枠連票数 計 １０２５６３ 的中 （７－７） ６１４３（６番人気）
馬連票数 計 ２７０２６１ 的中 �� １５８１５（４番人気）
馬単票数 計 ２３５９１９ 的中 �� ９９７６（５番人気）
ワイド票数 計 １３５７３６ 的中 �� ６３２５（５番人気）�� １２４０（２７番人気）�� ５８８（４２番人気）
３連複票数 計 ３８５６５１ 的中 ��� １５０９（５３番人気）
３連単票数 計 ７０７７６７ 的中 ��� ９１９（１５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．１
３ ９，１２（５，６，１０）８（３，１１）２＝（１，４）－７ ４ ９，１２，５（１１，６，１０）３（２，８）＝４，１－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンシツーストン �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２００９．２．１４生 牡２鹿 母 ハッピーバースディ 母母 ヒナニンギョウ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０３０ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０分 （芝・右）

牝，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 ニコールバローズ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４６０ ―１：０９．１ ５．０�

７１２ トーホウアマポーラ 牝２栗 ５４ 幸 英明東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８８ ―１：０９．２� ２０．３�
８１４ アイラブリリ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４２２ ―１：０９．５１� １１．５�
６１１ ハローハローハロー 牝２栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ４．７�
８１５ デンコウデア 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４４６ ―１：０９．８２ ６４．６�
４６ イ ツ ノ ヒ カ 牝２鹿 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４８８ ― 〃 アタマ ３．１�
６１０ ハクユウリリー 牝２栗 ５４ 酒井 学 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２６ ―１：０９．９クビ ８．３	
２２ 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 ４３８ ―１：１０．２１� ２４．８

７１３ エイシンミネラル 牝２鹿 ５４ 小牧 太平井 豊光氏 坂口 正則 様似 清水 誠一 ４３４ ―１：１０．３クビ １１．０�
２３ シゲルマスカット 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４５６ ―１：１０．７２� １１８．０�
１１ マーベラスルビー 牝２栗 ５４ 和田 竜二笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９４ ―１：１０．８� １６．４
５９ ノ ー プ ラ ン 牝２青鹿 ５４

５２ △国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 日高 三輪 幸子 ４６０ ―１：１１．１２ ４０．９�
５８ キセキノハナ 牝２芦 ５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４０ ―１：１１．３１ ９３．２�
３５ カワカミリバティー 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４７８ ―１：１２．１５ １９８．５�
３４ スターファンタジア 牝２黒鹿５４ 安藤 光彰下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４５４ ―１：１２．３１� ３５４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，６８０，２００円 複勝： ２０，４７３，８００円 枠連： １５，０５０，３００円

馬連： ２９，５４７，７００円 馬単： ２１，０４２，７００円 ワイド： １４，２４３，９００円

３連複： ４１，５１２，２００円 ３連単： ６２，９６５，０００円 計： ２１９，５１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ４７０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ８６０円

馬 連 �� ３，９７０円 馬 単 �� ６，１７０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� ９６０円 �� ３，２１０円

３ 連 複 ��� １９，７８０円 ３ 連 単 ��� ８４，４９０円

票 数

単勝票数 計 １４６８０２ 的中 � ２３６００（３番人気）
複勝票数 計 ２０４７３８ 的中 � ３２４６０（３番人気）� ９６６９（７番人気）� ２２７６０（４番人気）
枠連票数 計 １５０５０３ 的中 （４－７） １３０１０（２番人気）
馬連票数 計 ２９５４７７ 的中 �� ５５０５（１７番人気）
馬単票数 計 ２１０４２７ 的中 �� ２５１９（２３番人気）
ワイド票数 計 １４２４３９ 的中 �� ２３３９（２０番人気）�� ３７６６（１１番人気）�� １０６２（３７番人気）
３連複票数 計 ４１５１２２ 的中 ��� １５４９（６５番人気）
３連単票数 計 ６２９６５０ 的中 ��� ５５０（２６１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．７―１１．４―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３２．９―４４．３―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．２
３ １０（８，１１，１３）（２，１４）（１，７，１２）（９，１５）－６＝（３，５）４ ４ １０（１１，１３）（７，１２）１４，８（２，１５）１－（６，９）＝３－５－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニコールバローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００９．１．２８生 牝２黒鹿 母 ブーケドレーヌ 母母 プリンセスシラオキ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 アイラブリリ号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）



２３０３１ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

１１ コアレスドラード 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４８± ０２：００．７ ４．２�

２３ エバーグリーン 牡３青 ５６
５５ ☆川須 栄彦吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９４－ ２２：００．９１� １６．３�

２４ � ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley B５０８＋ ４２：０１．１１� ５７．６�
５９ プレスインザサン 牡３黒鹿５６ 酒井 学廣村 茂一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４３６－ ４ 〃 クビ ９．２�
３６ 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 ４６６－ ２２：０１．３１� ２７１．５�
５１０ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４７２－１６ 〃 ハナ ７７．９�
８１６ ライジングサン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５００± ０２：０１．４� ５５．０	
４７ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ２．８

４８ アルジェンタム 牡３栗 ５６ 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４２：０１．５クビ ２．９�
１２ サンレイデューク 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ４９．０�
７１３ 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 ４３８＋ ２２：０１．７１� ３３．９�
８１８ 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－ ４２：０１．８クビ ４３６．４�
７１４ ランドヘラクレス 牡３栗 ５６ 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９２± ０２：０２．５４ １２８．１�
６１２ 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 B４６８－ ６２：０２．７１� ５０３．３�
７１５� ゼ マ テ ィ ス 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介吉田 和美氏 吉田 直弘 新

Jungle Pocket Pty
Ltd & Rich Hill
Thoroughbreds Ltd

４３２＋ ８２：０３．１２� ６０．１�
３５ � ダブルライセンス 牡３鹿 ５６ 幸 英明中西 忍氏 小崎 憲 愛 Swersky &

Associates ４９６－ ２２：０４．３７ ４２７．０�
８１７ ハコダテイチバン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４４６± ０２：０４．９３� ８１．１�
６１１ エメラルドコースト 牝３栗 ５４ 北村 友一木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B４９８－ ２２：０５．１１� ４５８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４９９，１００円 複勝： ２９，４９９，９００円 枠連： １４，２２８，１００円

馬連： ３５，５３９，９００円 馬単： ２４，９７２，０００円 ワイド： １８，７１９，７００円

３連複： ５６，１２５，３００円 ３連単： １００，４８４，７００円 計： ２９７，０６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２２０円 � ４１０円 � １，２９０円 枠 連（１－２） ２，２８０円

馬 連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ５，４９０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� ２，０７０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ２７，４２０円 ３ 連 単 ��� １１２，０３０円

票 数

単勝票数 計 １７４９９１ 的中 � ３３１７３（３番人気）
複勝票数 計 ２９４９９９ 的中 � ４３５６７（３番人気）� １８３７８（５番人気）� ５０２６（１１番人気）
枠連票数 計 １４２２８１ 的中 （１－２） ４６２４（８番人気）
馬連票数 計 ３５５３９９ 的中 �� ８２６７（９番人気）
馬単票数 計 ２４９７２０ 的中 �� ３３６３（１５番人気）
ワイド票数 計 １８７１９７ 的中 �� ４１９６（９番人気）�� ２２１９（２０番人気）�� ９７６（３５番人気）
３連複票数 計 ５６１２５３ 的中 ��� １５１１（６１番人気）
３連単票数 計１００４８４７ 的中 ��� ６６２（２４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．７―１３．０―１２．５―１２．１―１２．０―１２．０―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３５．２―４８．２―１：００．７―１：１２．８―１：２４．８―１：３６．８―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

コアレスドラード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Bellotto デビュー ２０１１．１．８ 京都７着

２００８．３．１４生 牡３栗 母 ラスブライティア 母母 Rass Dancer ８戦１勝 賞金 １０，４５０，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 カネトシスインガー号・ライブリアンジェロ号
（非抽選馬） １頭 ポレモス号

２３０３２ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第８競走 ��１，０００�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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

３３ ブルーデジャブ �４芦 ５７
５６ ☆国分 恭介 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５１６＋ ８ ５８．４ ２．６�

３４ ミッドタウンレディ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０４＋２６ ５８．８２� ６．０�
６９ サマーソング 牝４鹿 ５５ 浜中 俊セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ６ 〃 アタマ ３．６�
８１３ キンショーオーロラ 牝３青 ５２

５１ ☆松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４３８＋ ２ ５９．２２� ７．３�
４６ � イエスマイダーリン 牝４鹿 ５５ 高橋 智大浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B５１４＋１０ 〃 ハナ ２３．５�
７１１ ヒノデポベーダ 牝３鹿 ５２ 酒井 学久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４４２± ０ ５９．５２ ５１．８�
２２ マ リ ヲ 牡４黒鹿 ５７

５５ △国分 優作冨沢 敦子氏 増本 豊 浦河 浦河小林牧場 ５０２－２０ ５９．６� ４６．２	
５８ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５２

５１ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４４＋ ６ ５９．７クビ １０．７

８１４ メイショウヴァルナ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５６＋ ６１：００．１２� ３３．１�
６１０ ハッピースカッシュ 牝４栗 ５５ 北村 友一馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４５２＋ ８１：００．６３ ２２３．２
５７ � プランテーション 牝４芦 ５５ 藤岡 康太中西 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＋３０ 〃 ハナ １５１．０�
１１ � ワールドウイング 牡４鹿 ５７ 和田 竜二庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 中田 浩美 ５００＋ ８ 〃 クビ １８．４�
７１２ プライムパレス 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６８＋ ８１：００．８１� ２８１．６�
４５ � ア イ キ ャ ン 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也河村 �平氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４２４－２１ 〃 ハナ ２６４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，６５１，５００円 複勝： ２３，８２５，０００円 枠連： １２，５３１，３００円

馬連： ４２，９２３，８００円 馬単： ２８，３２１，９００円 ワイド： １９，１４６，０００円

３連複： ５６，６７５，５００円 ３連単： ９６，７５６，５００円 計： ２９６，８３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（３－３） ８６０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ４，２５０円

票 数

単勝票数 計 １６６５１５ 的中 � ５２２３７（１番人気）
複勝票数 計 ２３８２５０ 的中 � ５１３２１（２番人気）� ２５７８４（４番人気）� ５５４１４（１番人気）
枠連票数 計 １２５３１３ 的中 （３－３） １０８２８（４番人気）
馬連票数 計 ４２９２３８ 的中 �� ３９１５７（２番人気）
馬単票数 計 ２８３２１９ 的中 �� １４２１７（３番人気）
ワイド票数 計 １９１４６０ 的中 �� １３４９１（２番人気）�� ２２５１４（１番人気）�� １１８９２（３番人気）
３連複票数 計 ５６６７５５ 的中 ��� ５０４３３（１番人気）
３連単票数 計 ９６７５６５ 的中 ��� １６８０７（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３３．９―４５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーデジャブ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．５．１ 新潟６着

２００７．５．１５生 �４芦 母 ケンスターダンサー 母母 スダローマン ８戦３勝 賞金 ２４，９００，０００円
〔制裁〕 ワールドウイング号の騎手和田竜二は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）

アイキャン号の騎手水口優也は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※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。
（非当選馬） １頭 デンコウウインディ号
（非抽選馬） ２頭 スズカスコール号・マルブツサバンナ号



２３０３３ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第９競走 ��
��１，７００�

か の や

鹿 屋 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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３９．８
１：３９．８

良

良

１１ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４± ０１：４０．４ １．５�

７７ ナイスミーチュー 牡４鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：４０．８２� ８．０�
２２ マイユクール 牝３黒鹿５２ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４０－ ２１：４１．１１� ５．９�
８１０ ロードエアフォース 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７８＋ ２ 〃 アタマ １６．５�
３３ グラッツィア 牡３鹿 ５４ 和田 竜二山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：４１．３� ６．３�
５５ スターダムオーラ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３０－１０１：４１．５１� ６５．２	
６６ 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 ４７４＋ ４１：４１．９２� ２９５．６

７８ 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 ４０６＋ ２ 〃 クビ ９０．７�
８９ アドマイヤクーガー 牡３栗 ５４ 川田 将雅近藤 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 ４４６＋ ４１：４２．１１� ４５．１�
４４ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ５７ 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２２－１８１：４２．６３ １８４．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，３４１，０００円 複勝： １１１，４０７，１００円 枠連： １２，８８６，８００円

馬連： ４９，９３４，７００円 馬単： ５１，０１８，４００円 ワイド： ２１，６９２，３００円

３連複： ６６，９５７，８００円 ３連単： ２１７，２４７，７００円 計： ５５８，４８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � １４０円 枠 連（１－７） ４９０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ４７０円 ３ 連 単 ��� １，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２７３４１０ 的中 � １４９７６０（１番人気）
複勝票数 計１１１４０７１ 的中 � ８５３６１３（１番人気）� ５９３４７（３番人気）� ７６７４５（２番人気）
枠連票数 計 １２８８６８ 的中 （１－７） １９６８３（３番人気）
馬連票数 計 ４９９３４７ 的中 �� ７６３１６（３番人気）
馬単票数 計 ５１０１８４ 的中 �� ５５０５３（３番人気）
ワイド票数 計 ２１６９２３ 的中 �� ２９１１６（３番人気）�� ４３２７８（１番人気）�� １０８７１（６番人気）
３連複票数 計 ６６９５７８ 的中 ��� １０６４１８（２番人気）
３連単票数 計２１７２４７７ 的中 ��� ９０８０９（５番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１２．３―１１．９―１１．９―１２．０―１１．８―１１．０―１１．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―３０．２―４２．１―５４．０―１：０６．０―１：１７．８―１：２８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ コ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１着

２００８．３．１７生 牡３鹿 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song ９戦２勝 賞金 ３７，８３４，０００円

２３０３４ ８月６日 曇 良 （２３小倉４）第３日 第１０競走 ��
��１，７００�

い ぶ す き

指 宿 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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１４ サンマルボス 牡４鹿 ５７ 北村 友一相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４８０＋ ４１：４６．２ １１．６�

３５ ウインベルカント 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４９４＋ ４ 〃 アタマ １１．４�
３６ � エーシンテュポーン 牡４鹿 ５７ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８２－ ２１：４６．４１� １９６．５�
４８ 	 ワンダーアサールト 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 小原伊佐美 新ひだか 米田牧場 ４９８＋ ６１：４６．６１� ２８５．６�
６１２ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５７ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５１０＋ ８１：４６．７クビ １１２．４�
８１５ アイノグロー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５１８＋１２１：４７．０１
 ２５．２�
２４ � ティアモブリーオ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４５８＋ ４１：４７．２１� ２．６	
８１６ 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 ４５４＋ ８ 〃 アタマ ９３．０�
６１１� マリブスター 牡３栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC ５１０± ０１：４７．４１� ９．３�
１１ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５５ 渡辺 薫彦 
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 ４７２＋ ６１：４７．５クビ ４３．６
１２ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５２６＋１０１：４７．６� １１０．０�
５９ エリモスフィーダ 牡３栗 ５４ 田中 健山本 慎一氏 白井 寿昭 えりも エクセルマネジメント ５００＋１８１：４７．７� ３１．７�
７１３ マ カ リ オ ス 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦 
社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 クビ ２．８�
４７ タガノイノセンス 牝４青 ５５ 国分 恭介八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ４９６－ ４１：４７．９１� １２．２�
５１０� スマートスパイダー 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太大川 徹氏 高野 友和 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５３２＋ ６１：４８．２２ ７８．５�
２３ メイショウローツェ 牡５栗 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４７２＋ ６１：５３．０大差 ２１６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９７５，９００円 複勝： ４９，５１７，５００円 枠連： ２１，４５５，７００円

馬連： ９１，７７６，３００円 馬単： ５６，２７３，９００円 ワイド： ３６，４１４，０００円

３連複： １１８，９９１，９００円 ３連単： ２２１，０２２，４００円 計： ６２３，４２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３１０円 � ３１０円 � ４，５６０円 枠 連（３－７） ９２０円

馬 連 �� ４，４４０円 馬 単 �� ９，３４０円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� ２１，９８０円 �� １３，８９０円

３ 連 複 ��� ２４６，６８０円 ３ 連 単 ��� １，１０２，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２７９７５９ 的中 � １９０７８（５番人気）
複勝票数 計 ４９５１７５ 的中 � ４７０７３（３番人気）� ４５７２７（４番人気）� ２３７８（１４番人気）
枠連票数 計 ２１４５５７ 的中 （３－７） １７２７９（２番人気）
馬連票数 計 ９１７７６３ 的中 �� １５２６５（１３番人気）
馬単票数 計 ５６２７３９ 的中 �� ４４４８（２５番人気）
ワイド票数 計 ３６４１４０ 的中 �� ６０７０（１５番人気）�� ４０１（８２番人気）�� ６３６（６５番人気）
３連複票数 計１１８９９１９ 的中 ��� ３５６（２３２番人気）
３連単票数 計２２１０２２４ 的中 ��� １４８（１１８８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．７―１２．７―１２．３―１２．３―１２．８―１３．１―１３．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．３
１
３
１０（３，１３）２（４，１４）（１，１１）９（７，１６）１２（５，６）１５－８
１０，１３（２，４，１１）（１４，１６）１（９，５）（７，３）（８，６）（１５，１２）

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

勝馬の
紹 介

サンマルボス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．１０．１１ 京都６着

２００７．３．３０生 牡４鹿 母 タピヴェール 母母 タツプユアトウズ １９戦３勝 賞金 ４０，９１２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウローツェ号は，平成２３年９月６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 ウィズインカチドキ号・クロガネ号・フリーアズアバード号



２３０３５ ８月６日 雨 良 （２３小倉４）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�西部日刊スポーツ杯

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．８．７以降２３．７．３１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

西部日刊スポーツ新聞社賞（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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３５ ボストンエンペラー 牡３黒鹿５３ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５４－ ２１：０７．５ ９．０�

６１２ ジュエルオブナイル 牝４鹿 ５５．５ 川田 将雅 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４６＋ ８１：０７．６� ８．４�
８１６ ディアブラーダ 牡４鹿 ５５ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４７０± ０ 〃 アタマ ５．５�
５１０ メモリアルイヤー 牝３栗 ５１ 国分 恭介西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７２＋ ６１：０７．７クビ １３．２�
７１４ ミスターマスタード 牡３鹿 ５２ 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４６０＋１４ 〃 ハナ ３１．４�
４８ ア フ ォ ー ド 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ２ 〃 アタマ ３．２	
７１３ アルーリングライフ 牝４鹿 ５５．５ 幸 英明 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋１６１：０７．８� ９．６

２３ � エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５４ 浜中 俊平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４８６＋１６ 〃 クビ １８．６�
６１１ ミ テ ィ ー ク 牝６鹿 ５１ 川須 栄彦前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ６１：０８．０１� ７７．８�
８１７ シルクナデシコ 牝５栗 ５２ 国分 優作有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４２４± ０１：０８．１クビ ３６．１
８１８ タニノスバル 牝５芦 ５４ 北村 友一谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３７．９�
４７ テラノチェリー 	６鹿 ５４ 高田 潤寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム B４７４－ ８１：０８．２� ９２．４�
３６ 
 シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５３ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４６６－ ６１：０８．３� ７６．９�
５９ リッピアピンク 牝５鹿 ５３ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７６＋ ４１：０８．４� １２．０�
１１ ニホンピログッデン 	８鹿 ５４ 藤岡 康太小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７６＋ ６１：０８．７１� １３．０�
２４ 
 キングコーリンオー 	５鹿 ５２ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４６２＋ ４１：０９．３３� ２４７．１�
７１５ シゲルシュサ 牝３鹿 ５０ 芹沢 純一森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２６＋ ２１：０９．４クビ １２５．１�
１２ スズカアトラス 牡８鹿 ５２ 松山 弘平永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ４９２＋ ６１：０９．７１� ３１８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４２，５０７，４００円 複勝： ７０，３０６，７００円 枠連： ４９，１０３，５００円

馬連： ２０３，２７８，３００円 馬単： １００，３８１，５００円 ワイド： ６８，５６４，３００円

３連複： ２７９，２２１，６００円 ３連単： ４９７，０２４，４００円 計： １，３１０，３８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２８０円 � ３３０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ４，１９０円

馬 連 �� ４，８８０円 馬 単 �� １１，９９０円

ワ イ ド �� １，９７０円 �� １，２００円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� １１，６００円 ３ 連 単 ��� ８９，３４０円

票 数

単勝票数 計 ４２５０７４ 的中 � ３７５５８（４番人気）
複勝票数 計 ７０３０６７ 的中 � ６５９０２（４番人気）� ５２５７５（６番人気）� １００４６０（２番人気）
枠連票数 計 ４９１０３５ 的中 （３－６） ８６６２（２１番人気）
馬連票数 計２０３２７８３ 的中 �� ３０７６１（１９番人気）
馬単票数 計１００３８１５ 的中 �� ６１８３（５１番人気）
ワイド票数 計 ６８５６４３ 的中 �� ８４１２（２６番人気）�� １４２２７（１１番人気）�� １５１６７（１０番人気）
３連複票数 計２７９２２１６ 的中 ��� １７７７７（４０番人気）
３連単票数 計４９７０２４４ 的中 ��� ４１０６（２８３番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．０―１０．６―１１．２―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．７―３２．３―４３．５―５４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３５．２
３ １０，１４（１，５，８）１２（７，９，１３）１６，１１（３，１８）（４，６，１７）－２，１５ ４ １０（１４，８）５（１，１２）１３（７，９）１６，１１（３，１８）１７，６，４－１５，２

勝馬の
紹 介

ボストンエンペラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２０１０．１０．１６ 京都８着

２００８．１．２７生 牡３黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー ７戦３勝 賞金 ２９，４９９，０００円
〔制裁〕 テラノチェリー号の騎手高田潤は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エーシンシークルー号・キョウワマグナム号・ジンクアッシュ号・ドクターラオウ号

２３０３６ ８月６日 雨 良 （２３小倉４）第３日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （芝・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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４４ フレンチボウ 牝３鹿 ５２ 浜中 俊吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６８＋ ８１：４８．６ ３．４�

３３ マイネアロマ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二 �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 ４７０＋ ２ 〃 クビ ９．５�

７８ セキサンダンスイン 牝５鹿 ５５ 小牧 太�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４５８－ ４１：４８．７� ６．８�
２２ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５

５４ ☆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 ４７６＋１０１：４８．８� ３．９�

７９ タガノエベンヌ 牝３黒鹿５２ 芹沢 純一八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６８＋ ８１：４８．９� ５．０�

８１０ 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 ４５６± ０１：４９．０� ２５．３	
５５ グルーヴィクイーン 牝３栗 ５２

５１ ☆川須 栄彦 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ３９６＋１２１：４９．１� ９．１

６７ ベ イ ル リ 牝５鹿 ５５ 高橋 智大西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４６４＋ ６１：４９．２クビ ９４．９�
１１ ラブイズモネ 牝５栗 ５５

５２ ▲花田 大昂江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４２６＋１２１：４９．９４ １２８．９�
６６ セータミスタ 牝４黒鹿５５ 幸 英明藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋２２ 〃 ハナ １３．７
８１１ 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＋２８１：５０．２１� １４４．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，９７６，４００円 複勝： ３８，７８４，８００円 枠連： １８，４９８，２００円

馬連： ７２，２７４，２００円 馬単： ４８，７６８，２００円 ワイド： ２７，５１８，８００円

３連複： ８７，４９３，０００円 ３連単： １９３，８７８，６００円 計： ５１２，１９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � １９０円 枠 連（３－４） １，７５０円

馬 連 �� １，９８０円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ４５０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� １６，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２４９７６４ 的中 � ５９５１２（１番人気）
複勝票数 計 ３８７８４８ 的中 � ７８１６５（１番人気）� ３４８５２（６番人気）� ５４３６８（４番人気）
枠連票数 計 １８４９８２ 的中 （３－４） ７８０６（８番人気）
馬連票数 計 ７２２７４２ 的中 �� ２７０４０（８番人気）
馬単票数 計 ４８７６８２ 的中 �� １０９８８（１４番人気）
ワイド票数 計 ２７５１８８ 的中 �� ９８４５（８番人気）�� １５９８７（４番人気）�� ９３８０（９番人気）
３連複票数 計 ８７４９３０ 的中 ��� ２００２９（１１番人気）
３連単票数 計１９３８７８６ 的中 ��� ８６７９（５２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１３．３―１２．８―１１．７―１１．４―１１．５―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．４―５０．２―１：０１．９―１：１３．３―１：２４．８―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレンチボウ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神５着

２００８．２．１５生 牝３鹿 母 マニフィカート 母母 ミ ュ ン シ ー ４戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔発走状況〕 タガノエベンヌ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



（２３小倉４）第３日 ８月６日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 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

１６９，３５０，０００円
１３，１８０，０００円
１，５４０，０００円
１６，０４０，０００円
６２，０２１，０００円
４，７０６，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
２４１，０８６，０００円
４８９，６２６，５００円
１９４，３９４，４００円
６７０，７１８，３００円
４４２，９２８，６００円
２７９，８８０，９００円
９２５，２２６，８００円
１，７４７，６０２，９００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 ４，９９１，４６４，４００円

総入場人員 ７，０４３名 （有料入場人員 ５，７００名）


