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２３０７３ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７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 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 ４２４＋ ２１：０８．９ ５．４�

７１０ ミヤジチョビ 牡２栗 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 ４６２－ ２１：０９．８５ １１．０�
２２ カ ジ キ 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ６１：０９．９� １．３�
６９ エーシンブランシュ 牝２芦 ５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４０８－ ２１：１０．１１� ７．８�
７１１ ユキノクンシラン 牡２黒鹿５４ 野元 昭嘉遠藤 宗義氏 梅内 忍 日高 川端 正博 ４６２－ ８１：１０．４１� ６４．８�
８１３ ノ ー プ ラ ン 牝２青鹿５４ 真島 正徳副島 義久氏 田所 秀孝 日高 三輪 幸子 ４５０－１０１：１０．７２ １７４．７�

（佐賀）

５７ シゲルカボス 牝２青鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４２６－ ２１：１０．８� ３４３．９	

３３ シゲルマスカット 牝２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４５８＋ ２１：１０．９クビ ９４．９

６８ ハートオブミニー 牝２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７４＋１８１：１１．２２ １２２．７�
５６ メイショウアサヒ 牡２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２８－ ６１：１１．３� １９８．６�
４５ シゲルハッサク 牡２芦 ５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 井高牧場 ４５８－ ６１：１１．８３ １１１．４
１１ シゲルパパイア 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４６２＋ ８１：１１．９� １９０．８�
４４ ハナズフレイム 牡２栗 ５４ 酒井 学M．タバート氏 坂口 正則 新ひだか 前川 勇 ４５２－ ４１：１３．０７ １４１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，６２７，１００円 複勝： ６８，６１１，３００円 枠連： ７，７２８，８００円

馬連： ２５，６５３，４００円 馬単： ２６，５６０，２００円 ワイド： １３，１７４，８００円

３連複： ３９，９９９，１００円 ３連単： １００，０１４，１００円 計： ２９８，３６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １００円 枠 連（７－８） １，６００円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，４３０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １３０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ４３０円 ３ 連 単 ��� ６，１２０円

票 数

単勝票数 計 １６６２７１ 的中 � ２４４４９（２番人気）
複勝票数 計 ６８６１１３ 的中 � ５５６８７（２番人気）� ３５７０２（４番人気）� ５３２６３８（１番人気）
枠連票数 計 ７７２８８ 的中 （７－８） ３５６９（５番人気）
馬連票数 計 ２５６５３４ 的中 �� １１６１５（５番人気）
馬単票数 計 ２６５６０２ 的中 �� ５７３０（８番人気）
ワイド票数 計 １３１７４８ 的中 �� ７２４４（５番人気）�� ３３２７３（１番人気）�� １７４７７（３番人気）
３連複票数 計 ３９９９９１ 的中 ��� ６９０９６（２番人気）
３連単票数 計１０００１４１ 的中 ��� １２０６３（１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．４―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．３―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３５．０
３ ・（２，１２）１０（４，９，１３）１１（３，６，８，７）－５－１ ４ ・（２，１２）１０，９，１３（４，１１）（８，７）３，６＝５，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイラブリリ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１１．８．６ 小倉３着

２００９．２．１３生 牝２黒鹿 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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〕 ハナズフレイム号は，平成２３年９月２０日まで平地競走に出走できない。
※ノープラン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３０７４ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第２競走 ��１，８００�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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７１３ 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 ４１８＋ ６１：４８．７ ５．５�

３６ エメラルドヴァレー 牝３青鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４０６－ ４１：４８．９１� ４．０�

５１０ ミラグロッサ 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋１０１：４９．１１� １０．４�
８１５ レディオスソープ 牝３栗 ５４ 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 ハナ ８．８�
２４ メイショウルピナス 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 太陽牧場 ４３２－ ２ 〃 アタマ ２２．２�
１１ エーシンサクショー 牝３栗 ５４ 武 豊�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４２４－１０ 〃 クビ １２．４	
２３ ビューオペラ 牝３鹿 ５４ 酒井 学キャピタルクラブ 坂口 正則 様似 能登ファーム ４０６＋ ２１：４９．２� １９．０

４８ エイシンピンキー 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４２４± ０１：４９．４１� ４３．９�
４７ 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 ４３０－ ６１：４９．５� ５８．０�
７１４ グローリアスローズ 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 ４７８＋２６１：４９．７１� ２．９
３５ ショウナンアピア 牝３青 ５４ 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４３０＋ ４ 〃 ハナ ４８．２�
５９ ユメノアイリス 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜玉井 宏和氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：４９．８� ３１１．３�
８１６ シゲルカカリチョウ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２４＋ ２１：５０．２２� ３１９．７�
６１２ メイショウトモミ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８－ ６１：５１．４７ ２４９．４�
１２ 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 ３９０－ ８１：５１．８２� ７２．４�
６１１ アートスポット 牝３栗 ５４ 幸 英明�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４２６－ ２１：５２．６５ ２７５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，５０７，２００円 複勝： １８，６０１，８００円 枠連： ８，３２０，９００円

馬連： ２５，４７９，０００円 馬単： １８，２１２，０００円 ワイド： １２，１７９，７００円

３連複： ３９，４６５，１００円 ３連単： ５８，８６８，８００円 計： １９１，６３４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ３３０円 枠 連（３－７） ３９０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ９１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� １５，７６０円

票 数

単勝票数 計 １０５０７２ 的中 � １５１０７（３番人気）
複勝票数 計 １８６０１８ 的中 � ３５２７３（２番人気）� ３２０９１（３番人気）� １１５８９（６番人気）
枠連票数 計 ８３２０９ 的中 （３－７） １６１４９（１番人気）
馬連票数 計 ２５４７９０ 的中 �� ２２７３０（３番人気）
馬単票数 計 １８２１２０ 的中 �� ６４８１（６番人気）
ワイド票数 計 １２１７９７ 的中 �� ８２５０（３番人気）�� ３１９０（１１番人気）�� ３１９０（１１番人気）
３連複票数 計 ３９４６５１ 的中 ��� ９２４３（９番人気）
３連単票数 計 ５８８６８８ 的中 ��� ２７５７（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．５―４９．１―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．２―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイドルバイオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１０着

２００８．３．１３生 牝３青 母 シアリアスバイオ 母母 コミニュケーション ７戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔騎手変更〕 メイショウトモミ号の騎手武幸四郎は，負傷のため渡辺薫彦に変更。
※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 ペプチドタカラブネ号
（非抽選馬） ２頭 ガルネリ号・タトゥーン号

第４回　小倉競馬　第７日



２３０７５ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７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

６９ 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 ４８２＋ ６ ５９．０ ２．２�

７１１ スイートレーヌ 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４４０± ０ ５９．２１� ５．１�

３３ ダンツソレイユ �３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ６ ５９．７３ ６．６�

６１０ キンシゴールド 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社

松田牧場 ４５４± ０ ５９．８� ７．２�
４６ ピユカンタービレ 牝３青 ５４ 和田 竜二森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４９４＋１６ ５９．９クビ ３２．１�
５８ シゲルヤクイン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 宮 徹 新ひだか 谷口育成牧場 ４６４＋ ２１：００．１１� １１．０�
４５ タムロプリンセス 牝３鹿 ５４ 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B４５２＋ ４１：００．６３ ２４．６�
１１ トルベジーノ 牡３鹿 ５６ 石橋 守永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５２＋ ８１：００．８１� １１．０	
７１２ ウォーターアース 牝３栗 ５４ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４３８＋２０１：００．９� ２４２．３

８１３ カネトシライジング 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉兼松 昌男氏 清水 久詞 日高 浦新 徳司 ４４０＋ ６ 〃 クビ ６５３．４�
２２ シーポージー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７２ ―１：０１．２１� ４１６．３�
３４ シュンプウサイライ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 ローレルレーシング 矢作 芳人 新ひだか 稲葉牧場 ４７６ ― 〃 クビ ４６．５�
５７ ニシノニシキ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４６８＋ ４１：０１．６２� ３０．８�
８１４ ル ッ ケ リ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬名古屋友豊 小野 幸治 日高 白井牧場 ４９４－ ２１：０１．８１� ３９９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，６７９，８００円 複勝： ２１，３２２，３００円 枠連： ８，７６６，５００円

馬連： ２９，３４７，９００円 馬単： ２１，８１０，５００円 ワイド： １３，５３６，１００円

３連複： ４３，３１８，６００円 ３連単： ６８，５５３，６００円 計： ２２０，３３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（６－７） ４３０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ２６０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ４，２８０円

票 数

単勝票数 計 １３６７９８ 的中 � ４９３５３（１番人気）
複勝票数 計 ２１３２２３ 的中 � ６１８３５（１番人気）� ３２０９４（３番人気）� ３５２２９（２番人気）
枠連票数 計 ８７６６５ 的中 （６－７） １５３９１（１番人気）
馬連票数 計 ２９３４７９ 的中 �� ３９５５０（１番人気）
馬単票数 計 ２１８１０５ 的中 �� １５１２２（２番人気）
ワイド票数 計 １３５３６１ 的中 �� １４８２４（１番人気）�� １３８５０（２番人気）�� ７３３５（５番人気）
３連複票数 計 ４３３１８６ 的中 ��� ３０５７７（１番人気）
３連単票数 計 ６８５５３６ 的中 ��� １１８３８（２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．６―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．８―３４．４―４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ベ リ ン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１．２９ 京都５着

２００８．４．２０生 牡３栗 母 エ デ ン 母母 アップマイスリーヴ ８戦１勝 賞金 １５，０５０，０００円
※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） ４頭 エドモンドシチー号・ビハク号・フジマサフローラ号・ボビーバローズ号
（非抽選馬） ２頭 グランプリワイルド号・ドリームスパ号

２３０７６ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

２４ オーヴァージョイド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５２２＋１０１：４６．４ ３．２�

８１５ インペリアルピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B５１４－ ２１：４６．６１ ２．４�
６１１ ネオリアライズ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ５．９�
５１０ シゲルヒラトリ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 井高牧場 B４８６＋ ６１：４７．２３� ２０４．１�
１２ エアカーネリアン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４８０＋ ２１：４７．４１� １３．９�
８１６ 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 ４９０－ ２１：４８．０３� ７７．５	
４８ ネオファッショ 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４９２＋ ４１：４８．１クビ ２０．５

７１４ メイショウフウジン 牡３栗 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 三嶋牧場 ４４４＋ ２１：４８．２� ３０．１�
１１ スマートアルタス 牡３栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４６４＋ ８１：４８．４１� ９．９�
７１３ ハ ル カ フ ジ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 ４７６＋１６１：４８．５クビ ３９．８
５９ マスターオブライト 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 新ひだか カントリー牧場 ４６０＋ ６１：４８．９２� １３２．９�
３５ キャピタルチャンス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ５１８－ ２１：４９．８５ ３８７．１�
３６ ダイシンライン 牡３鹿 ５６ 倉富隆一郎大八木信行氏 友道 康夫 新ひだか 松本牧場 ４５０＋ ４１：４９．９� ３２５．９�

（佐賀）

６１２ ダノンクルソラ �３鹿 ５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：５０．６４ ２３５．４�
４７ ネバーミスザマーク 牡３鹿 ５６ 石橋 守畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 B５０２－ ４１：５０．９２ ３６．９�
２３ スペリアファイター 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎森本 悳男氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６０－ ２１：５２．７大差 ２０８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５３４，０００円 複勝： ３２，０９６，２００円 枠連： １０，９３０，３００円

馬連： ３４，０５９，４００円 馬単： ２６，７５４，０００円 ワイド： １８，０２６，４００円

３連複： ５２，２２０，６００円 ３連単： ８２，９４６，２００円 計： ２７４，５６７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（２－８） ３７０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３３０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，８２０円

票 数

単勝票数 計 １７５３４０ 的中 � ４４４２４（２番人気）
複勝票数 計 ３２０９６２ 的中 � ６９４７７（２番人気）� １１２８６２（１番人気）� ４５６９１（３番人気）
枠連票数 計 １０９３０３ 的中 （２－８） ２１８５６（１番人気）
馬連票数 計 ３４０５９４ 的中 �� ７３５６９（１番人気）
馬単票数 計 ２６７５４０ 的中 �� ２４２６７（２番人気）
ワイド票数 計 １８０２６４ 的中 �� ３３９４６（１番人気）�� １１６９０（３番人気）�� １６３５６（２番人気）
３連複票数 計 ５２２２０６ 的中 ��� ５９０８２（１番人気）
３連単票数 計 ８２９４６２ 的中 ��� ２１７１１（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．２―３０．２―４２．９―５５．９―１：０８．５―１：２１．０―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

オーヴァージョイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２０１０．１１．２７ 京都１０着

２００８．３．１２生 牡３鹿 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review ６戦１勝 賞金 １０，０００，０００円
〔発走状況〕 タマモアイガー号は，枠入り不良。
〔その他〕 スペリアファイター号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 テンシノイツル号・バンブーアーセナル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２３０７７ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時１５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

２２ メイショウダビンチ 牡２鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６６ ―１：０９．８ ３．４�

８８ ケイアイユニコーン 牡２栗 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４６２ ― 〃 クビ ２．０�
６６ シゲルアンズ 牡２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４８６ ―１：１０．２２� １５．７�
５５ トウケイオリオン 牝２栗 ５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８ ―１：１０．４１� ８．０�
４４ ドーントレス 牡２黒鹿５４ 中村 将之岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４４８ ―１：１１．４６ ３６．９�
８９ � ノードラメール 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三小林 昌志氏 佐々木晶三 愛 Masashi

Kobayashi ４２０ ―１：１１．５クビ ５．７�
７７ テイエムブロンクス 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 加藤牧場 ４１６ ― 〃 クビ ２４．０	
３３ シゲルブルーベリー 牡２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５２ ―１：１１．９２� １１８．１

１１ クリノラウエン 牡２栗 ５４ 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６６ ―１：１２．８５ ４２．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： １３，８２３，３００円 複勝： １９，６３１，４００円 枠連： ８，２２９，８００円

馬連： ２６，４８３，２００円 馬単： ２５，９７６，７００円 ワイド： １２，０８４，６００円

３連複： ３５，２９５，６００円 ３連単： ８７，３３１，１００円 計： ２２８，８５５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（２－８） ２１０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ７５０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，０８０円

票 数

単勝票数 計 １３８２３３ 的中 � ３２８７３（２番人気）
複勝票数 計 １９６３１４ 的中 � ３９７４２（２番人気）� ８８６３３（１番人気）� ８４５９（５番人気）
枠連票数 計 ８２２９８ 的中 （２－８） ３０２５８（１番人気）
馬連票数 計 ２６４８３２ 的中 �� ７４１０６（１番人気）
馬単票数 計 ２５９７６７ 的中 �� ３１１６０（２番人気）
ワイド票数 計 １２０８４６ 的中 �� ２５４００（１番人気）�� ３２０９（９番人気）�� ５０１７（７番人気）
３連複票数 計 ３５２９５６ 的中 ��� ２１１３４（３番人気）
３連単票数 計 ８７３３１１ 的中 ��� １５８１６（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．２―１１．７―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．２―４５．９―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウダビンチ �

父 オレハマッテルゼ �


母父 トウカイテイオー 初出走

２００９．３．８生 牡２鹿 母 ダイアナショー 母母 ツジノダイアナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０７８ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５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

５１０ ハ ナ カ ゲ 牝３栗 ５４
５１ ▲藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４３２－ ４１：０８．７ ３０．３�

２３ 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 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ６．８�
４８ プレミアムカード �３鹿 ５６ 藤岡 康太青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ４ 〃 ハナ ２．９�
７１４ 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 ４７４＋ ２１：０９．０２ １８．２�
１１ ニシノシュクラン 牝３鹿 ５４ 北村 友一西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ４５０± ０１：０９．１クビ ３７．０�
６１１ マイネルスフィア 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３４－ ４ 〃 クビ ８９．０�
３５ オカノジョーカー 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦	大西牧場 鮫島 一歩 浦河トラストスリーファーム ４５６－ ６ 〃 アタマ ７．２

８１８ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６ 酒井 学香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４６６＋ ６１：０９．３１� １３．３�
８１６ ショウナンマイケル 牡３青 ５６ 川田 将雅国本 哲秀氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ４１：０９．４� １１．９�
７１５ チェリッシュライン 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太有限会社シルク昆 貢 新冠 ハシモトフアーム ４３２＋ ６１：０９．５� １１．４
５９ メイショウホロベツ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０１：０９．６クビ １９７．０�
７１３ 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 ４２６＋ ２１：０９．９１	 ６．７�
８１７ ハクユウライナー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �H.Iコーポレーション 武 宏平 浦河 福岡 広行 ４７２＋ ２１：１０．０� ２８．７�
１２ 
 アンプリペアード 牝３栗 ５４ 小林慎一郎	大樹ファーム 矢作 芳人 米 Arindel ４７６ ― 〃 ハナ １４７．６�
４７ チョウシアワセ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦丸山 隆雄氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 春雄 ４７８－ ４ 〃 クビ ２３３．０�
２４ ロックフェアレディ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 B４５６＋２２１：１０．３１	 ２３２．６�
６１２ サニーサファイア 牝３鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５８－ ８１：１０．４� ２２．４�
３６ ドクターマリ 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作松田 整二氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５０－ ８ 〃 クビ ２５０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，６９５，３００円 複勝： ２５，７２１，１００円 枠連： １３，２３１，８００円

馬連： ３８，３９４，２００円 馬単： ２５，５６６，４００円 ワイド： １９，５０６，０００円

３連複： ６１，００１，１００円 ３連単： ８９，３７５，６００円 計： ２８７，４９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ７９０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（２－５） １３，４４０円

馬 連 �� ８，２８０円 馬 単 �� ２９，３５０円

ワ イ ド �� ３，０９０円 �� １，４９０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １０，８９０円 ３ 連 単 ��� １３２，７２０円

票 数

単勝票数 計 １４６９５３ 的中 � ３８３２（１１番人気）
複勝票数 計 ２５７２１１ 的中 � ６１２８（１２番人気）� ３５９２５（３番人気）� ５５１４７（１番人気）
枠連票数 計 １３２３１８ 的中 （２－５） ７２７（２６番人気）
馬連票数 計 ３８３９４２ 的中 �� ３４２５（３０番人気）
馬単票数 計 ２５５６６４ 的中 �� ６４３（９４番人気）
ワイド票数 計 １９５０６０ 的中 �� １４７１（３８番人気）�� ３１３５（１５番人気）�� １０２６９（２番人気）
３連複票数 計 ６１００１１ 的中 ��� ４１３７（３５番人気）
３連単票数 計 ８９３７５６ 的中 ��� ４９７（４１３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１０．９―１１．４―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．３―４４．７―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ナ カ ゲ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１１．７．１６ 京都１３着

２００８．２．１８生 牝３栗 母 シャドウスプリング 母母 アピーリングラス ２戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔騎手変更〕 チェリッシュライン号の騎手武幸四郎は，負傷のため鮫島良太に変更。
※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 キクノルナ号・ランデブー号



２３０７９ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第７競走 ��
��２，０００�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 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

３６ 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 ４８２－１２２：００．３ ２．２�

６１２ メイショウシレトコ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６４－ ２２：０１．１５ １０．０�
４８ タイムウィルフライ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６２：０２．１６ ２３．２�
６１１ ペガサスイエロー 牡３栗 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６２－ ２ 〃 クビ ４．４�
７１５ ナリタサジタリウス 牡３栗 ５６ 藤岡 康太�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４６－ ６２：０２．２クビ １２２．５�
７１４ グ ッ ド ワ ン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム ５１０± ０２：０２．３� １１４．０�
８１８� シャイニンオーラ 牝３黒鹿５４ 北村 友一市川 義美氏 松田 博資 米 Yoshimi

Ichikawa ４８０＋ ２２：０２．５１� １７．５	
８１７� ペルセンプレ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４８０ ―２：０２．６	 １０４．８


７１３ クレーターズロード 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４４０－ ８２：０２．７クビ ３０５．９�

１２ � アクアピューラ 牡３鹿 ５４ 倉富隆一郎 �キャロットファーム 吉田 直弘 豪 Goldendale B４７２＋ ６２：０３．４４ １９１．４
（佐賀）

２３ パープルポケット 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 本桐牧場 ４１２－ ６２：０４．１４ ４１１．４�
１１ レイメイフライト 牡３黒鹿５６ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４７２＋ ６２：０４．３１� ２８．８�
８１６ ユキノセリーヌ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４５６± ０２：０５．０４ ３７０．０�
５９ シルクプラズマ 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４５４－１４ 〃 ハナ ７２．２�
２４ � サウンドオブダイゴ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Jamm, Ltd & Mill

Ridge Farm, Ltd ４７６＋ ２２：０５．２１� ７．５�
５１０ ゴールデンコマンド 牡３青 ５６ 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６２－ ２２：０７．３大差 ２０３．７�
３５ メイショウヤマト 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５３８－ ２２：０７．７２� １８９．７�
４７ � 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 B５１２＋ ４ （競走中止） ７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，１６７，５００円 複勝： ２７，８５６，５００円 枠連： １３，１２０，７００円

馬連： ３８，４３９，５００円 馬単： ２７，６１１，４００円 ワイド： １７，５０９，５００円

３連複： ５４，４３２，１００円 ３連単： ９４，１９０，６００円 計： ２９１，３２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � ４２０円 枠 連（３－６） ３９０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ８９０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ８，０７０円 ３ 連 単 ��� ２８，１００円

票 数

単勝票数 計 １８１６７５ 的中 � ６６６５２（１番人気）
複勝票数 計 ２７８５６５ 的中 � ８０８８４（１番人気）� ２３４７９（５番人気）� １２８７３（７番人気）
枠連票数 計 １３１２０７ 的中 （３－６） ２５０５６（１番人気）
馬連票数 計 ３８４３９５ 的中 �� ２２５５２（５番人気）
馬単票数 計 ２７６１１４ 的中 �� ９４５８（６番人気）
ワイド票数 計 １７５０９５ 的中 �� ７７４９（５番人気）�� ４８９８（１０番人気）�� １７８４（２２番人気）
３連複票数 計 ５４４３２１ 的中 ��� ４９８３（２２番人気）
３連単票数 計 ９４１９０６ 的中 ��� ２４７４（７９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１２．８―１２．３―１２．２―１２．３―１１．９―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．７―４７．５―５９．８―１：１２．０―１：２４．３―１：３６．２―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
１０（１，４）８，２（５，７）１６（１１，１２）（３，１４）１８，６－１５，９，１７－１３・（１０，１２）８（１，４，１１）２－（１８，６）－３，１４（１６，７，１５）－（１３，１７）５，９

２
４

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

勝馬の
紹 介

エバーグリーン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．４．２３ 京都５着

２００８．３．９生 牡３青 母 ドライアッド 母母 オークツリー ５戦１勝 賞金 ７，２００，０００円
〔競走中止〕 ダンスオブウォー号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンコマンド号は，平成２３年９月２０日まで平地競走に出走できない。

メイショウヤマト号は，平成２３年１０月２０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 ダブルライセンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３０８０ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７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

４７ メイショウマシュウ 牡３黒鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４９４－ ４１：４５．７ ３．１�

５９ ウインドミネーター 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５１４＋２４１：４６．４４ ７．８�
７１３� マキハタビリケン 牡４栗 ５７ 幸 英明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５５０＋ ４１：４６．９３ １０．４�
６１１� モエレジュンキン 牡４鹿 ５７

５５ △国分 優作鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５０－ ２１：４７．１１� ２．２�
２３ 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 ５０４－ ６１：４７．３１ １６．６�
８１６ サンライズドバイ 牡３芦 ５４ 石橋 守松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７４－１０１：４７．５１ １８６．５	
７１４ ドリームボンバー 牡３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ １９．９

６１２ ニイハオジュウクン 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４２８＋ ８１：４７．７	 ２４２．６�
２４ 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 ４５４－ ２１：４８．０１	 １８０．４�
３５ レ イ オ ス 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４９２＋ ８１：４８．２１� ３９５．９
４８ ディアアプローズ 牝３鹿 ５２ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ４１：４９．４７ ２５．３�
８１５ フリーアズアバード 牡３鹿 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７０± ０１：４９．６１
 １８．５�
１２ � オレサイキョー 牡５黒鹿５７ 高橋 智大齊藤四方司氏 河野 通文 浦河 大西牧場 ４９４＋ ８１：４９．９１	 ２３９．１�
３６ プルシアンオリーブ 牡５青鹿５７ 北村 友一 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：５０．１１
 １１６．９�
５１０� カリスマローレル 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平池田 實氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ５１０－ ４ 〃 アタマ ２９６．８�
１１ ハクユウサンサン 牡３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４６４＋ ８１：５０．３１
 ４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８９８，２００円 複勝： ４２，４７５，８００円 枠連： １４，２９６，９００円

馬連： ５２，９３７，８００円 馬単： ３４，０８８，３００円 ワイド： ２２，３５５，２００円

３連複： ７１，８７０，０００円 ３連単： １２４，４９３，５００円 計： ３８３，４１５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １９０円 � ２９０円 � ３６０円 枠 連（４－５） １，０５０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ６４０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� １８，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２０８９８２ 的中 � ５３５２７（２番人気）
複勝票数 計 ４２４７５８ 的中 � ６９６６２（２番人気）� ３７８２７（３番人気）� ２７４５４（４番人気）
枠連票数 計 １４２９６９ 的中 （４－５） １００７１（５番人気）
馬連票数 計 ５２９３７８ 的中 �� ２７９３５（４番人気）
馬単票数 計 ３４０８８３ 的中 �� １０９４２（７番人気）
ワイド票数 計 ２２３５５２ 的中 �� ９６２９（６番人気）�� ８７２１（７番人気）�� ４９３３（１３番人気）
３連複票数 計 ７１８７００ 的中 ��� １１９５７（１３番人気）
３連単票数 計１２４４９３５ 的中 ��� ４９９２（５２番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．０―１２．８―１２．４―１２．５―１２．７―１３．１―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２８．７―４１．５―５３．９―１：０６．４―１：１９．１―１：３２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウマシュウ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１．９ 京都１着

２００８．４．１生 牡３黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア ３戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔騎手変更〕 ニイハオジュウクン号の騎手武幸四郎は，負傷のため鮫島良太に変更。



２３０８１ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第９競走 ��
��１，２００�フェニックス賞

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

５５ メイショウハガクレ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ２１：０９．２ ９．０�

４４ シゲルスダチ 牡２芦 ５４ 武 豊森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４０４＋ ２１：０９．３� ７．６�
８８ 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 ４３４＋ ４１：０９．５１� ３．３�
８９ シゲルシバグリ 牡２栗 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４７４± ０１：１０．２４ ２．５�
３３ トップキックス 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三�コオロ 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４２８－ ２１：１０．９４ ６．５�
７７ シゲルココナッツ 牡２栗 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 様似 スイートフアーム ４４６－ ２１：１１．１１� １４０．４�
１１ 	 テンザンフミスタ 牝２栗 ５４ 倉富隆一郎平野 司郎氏 川田 孝好 新ひだか 藤原牧場 ４５２－ １１：１１．３１ ９３．１	

（佐賀） （佐賀）

６６ 	 ガ ル ホ ー ム 牡２栗 ５４ 真島 正徳池上 典大氏 真島 元徳 日高 長谷部牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ ７．９

（佐賀） （佐賀）

２２ 	 スーパーマリン 牝２鹿 ５４ 石川 慎将津村 達矢氏 石川 浩文 新ひだか 荒木 貴宏 ４００－ ２１：１２．０４ １５４．１�
（佐賀） （佐賀）

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，２５３，７００円 複勝： ３３，３８５，８００円 枠連： １３，７３３，６００円

馬連： ５６，８４２，４００円 馬単： ４６，１０２，７００円 ワイド： ２０，５１６，８００円

３連複： ６３，５９０，７００円 ３連単： １８４，１５３，４００円 計： ４４４，５７９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２２０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（４－５） ２，７００円

馬 連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ５，４５０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ６５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� ２８，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２６２５３７ 的中 � ２３１３３（６番人気）
複勝票数 計 ３３３８５８ 的中 � ３６２０２（５番人気）� ４０１６９（４番人気）� ７０４９１（２番人気）
枠連票数 計 １３７３３６ 的中 （４－５） ３７５７（８番人気）
馬連票数 計 ５６８４２４ 的中 �� １５７７５（１３番人気）
馬単票数 計 ４６１０２７ 的中 �� ６２５４（２５番人気）
ワイド票数 計 ２０５１６８ 的中 �� ８３３５（１０番人気）�� ７７２３（１１番人気）�� １０６６１（８番人気）
３連複票数 計 ６３５９０７ 的中 ��� １３８９７（１５番人気）
３連単票数 計１８４１５３４ 的中 ��� ４７９５（９３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．３―１１．６―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．８―４５．４―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハガクレ �

父 ジャングルポケット �


母父 Gone West デビュー ２０１１．８．７ 小倉２着

２００９．４．１３生 牡２鹿 母 アミロティン 母母 Amirati ２戦１勝 賞金 １９，００３，０００円
〔制裁〕 ガルホーム号の騎手真島正徳は，３コーナー通過後に急に外側に斜行したことについて平成２３年８月２７日から平成２３年９月

４日まで騎乗停止。
〔その他〕 ガルホーム号〔８位入線〕は，３コーナー通過後に急に外側に斜行して「トップキックス」号〔５位入線〕および

「シゲルスダチ」号〔２位入線〕の走行を妨害。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３０８２ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第１０競走 ��１，７００�
あ お し ま

青 島 特 別
発走１５時００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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３９．８
１：３９．８

良

良

５８ 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± ０１：４０．９ ５．５�

７１１ ティボリペガサス 牝４黒鹿５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ １４１．８�
８１４ リバーハイランド 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７６－ ２１：４１．３２� ２．０�
８１３ ネオザウイナー 牡３青鹿５４ 川田 将雅小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ６１：４１．４� ８．０�
６１０ 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 ４４０＋ ８ 〃 ハナ ２７．９�
４６ ブルーモーメント 牝４鹿 ５５ 北村 友一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ４ 〃 ハナ ９．８�
３３ マージービート 牡４栗 ５７ 真島 正徳 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２１：４１．５クビ １２７．２	

（佐賀）

２２ シゲルジョウム 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４７４± ０１：４１．８２ １７５．６

３４ メ ロ ー ト 牡３黒鹿５４ 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４６２＋ ４１：４１．９クビ ２４．０�
５７ タニノネグローニ 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４８６＋ ２１：４２．０� ６６．６�
４５ グラッツィア 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 クビ ８．０
１１ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ５７ 国分 恭介林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２６＋ ４１：４２．４２� ３４６．８�
６９ マイネルボーデン 牡５栗 ５７ 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 ４８２－ ２１：４２．８２� １２．１�
７１２ ゴールドサクセス 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４６８－ ８１：４３．６５ ３７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，７７５，４００円 複勝： ４４，２９０，６００円 枠連： ２３，４０４，１００円

馬連： ８５，０８４，２００円 馬単： ５３，４３５，４００円 ワイド： ３２，２３４，９００円

３連複： １１２，０７１，２００円 ３連単： ２０５，５２２，７００円 計： ５８４，８１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １５０円 � １，３８０円 � １２０円 枠 連（５－７） ４，２４０円

馬 連 �� ３４，０４０円 馬 単 �� ４９，２４０円

ワ イ ド �� ５，１８０円 �� ２７０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� １７，２６０円 ３ 連 単 ��� １７６，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２８７７５４ 的中 � ４１４９４（２番人気）
複勝票数 計 ４４２９０６ 的中 � ７８５１２（２番人気）� ４４２２（１２番人気）� １５５２８９（１番人気）
枠連票数 計 ２３４０４１ 的中 （５－７） ４０７４（１３番人気）
馬連票数 計 ８５０８４２ 的中 �� １８４５（４９番人気）
馬単票数 計 ５３４３５４ 的中 �� ８０１（８８番人気）
ワイド票数 計 ３２２３４９ 的中 �� １３５７（４５番人気）�� ３６４８７（１番人気）�� ２９０７（３１番人気）
３連複票数 計１１２０７１２ 的中 ��� ４７９４（５３番人気）
３連単票数 計２０５５２２７ 的中 ��� ８５９（４４８番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．８―１１．７―１１．９―１２．２―１１．８―１１．７―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．６―４１．３―５３．２―１：０５．４―１：１７．２―１：２８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツゴールド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．９．２７ 阪神４着

２００６．３．２生 牡５栗 母 バルミーウインド 母母 シングルホーク ３５戦３勝 賞金 ５７，７４９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２３０８３ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７日 第１１競走 ��
��１，７００�T V Q 杯

発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．８．２１以降２３．８．１４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

��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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００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 ブ ル ロ ッ ク 牡４鹿 ５５ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B４７４± ０１：４４．５ ３．８�

７１４ キ ラ ウ エ ア 牡４黒鹿５７．５ 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：４４．６� ４．９�

１２ プレファシオ 牡４芦 ５７ 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 ４８６－１０ 〃 ハナ ９．９�
６１１ ダノンエクスプレス 牡５栗 ５３ 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４６０－１０１：４５．０２� ４６．８�
３６ 	 タ コ 牡５黒鹿５４ 太宰 啓介小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５００± ０１：４５．３１
 ２３．６�
３５ タガノジョーカー 牝４栗 ５３ 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４５４－ ８１：４５．４クビ １５．４	
１１ 	 イノセントリーサム 牡４栗 ５５ 国分 優作平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５１６－１８ 〃 アタマ １５．２

４８ ナムラブレット 牡５鹿 ５５ 酒井 学奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４２± ０ 〃 クビ １２２．９�
２４ トップコマチ 牝６鹿 ５３ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８＋ ２１：４５．５クビ １０．２�
５９ ピュアチャプレット 牝５芦 ５２ 鮫島 良太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 ハナ ２４．２
８１６ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５２ 渡辺 薫彦西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４８４± ０１：４５．７１� ３７．１�
２３ クリスマスキング 牡５鹿 ５４ 川須 栄彦吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４７６－ ２１：４５．９１� １５６．２�
４７ テイエムフルパワー 牡７栗 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３８± ０１：４６．０
 ８５．５�
７１３ コウユーヒーロー 牡４青 ５６ 北村 友一加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５２４＋ ８ 〃 ハナ ４．１�
６１２ エーシンポルックス 牡４芦 ５４ 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B４９８－ ４１：４６．１クビ ２６．５�
８１５ パープルスター 牝５鹿 ５１ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ５０６＋１６１：４７．４８ ５３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，５４６，８００円 複勝： ７１，３３５，９００円 枠連： ４９，９１４，０００円

馬連： １８９，１４５，９００円 馬単： １０１，０９０，５００円 ワイド： ６４，５２３，９００円

３連複： ２６４，４６６，１００円 ３連単： ４７０，５６７，０００円 計： １，２５０，５９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ４２０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ８５０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� １４，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３９５４６８ 的中 � ８２９９８（１番人気）
複勝票数 計 ７１３３５９ 的中 � １５６９５７（１番人気）� １１７４７４（３番人気）� ５２６２９（４番人気）
枠連票数 計 ４９９１４０ 的中 （５－７） ８８７４８（１番人気）
馬連票数 計１８９１４５９ 的中 �� １６１８０８（２番人気）
馬単票数 計１０１０９０５ 的中 �� ４４９６７（３番人気）
ワイド票数 計 ６４５２３９ 的中 �� ４５９１６（２番人気）�� １８０９４（７番人気）�� １７１０５（９番人気）
３連複票数 計２６４４６６１ 的中 ��� ５３０４０（９番人気）
３連単票数 計４７０５６７０ 的中 ��� ２３３６５（２２番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．８―１２．５―１２．４―１２．５―１２．２―１２．４―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．５―４２．０―５４．４―１：０６．９―１：１９．１―１：３１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
１
３
６（４，１０）（２，１４）１（１１，１５）（５，９）（３，１６）７，１３，８，１２・（６，１０）１４（４，２，９）（１，１６）（５，１５）（１１，３，７）－（８，１３）１２

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ロ ッ ク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．１０．１１ 京都７着

２００７．５．２１生 牡４鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore １４戦４勝 賞金 ４６，０２０，０００円

２３０８４ ８月２０日 曇 良 （２３小倉４）第７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）

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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１１ バラードソング 牝３鹿 ５２
５１ ☆川須 栄彦 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：０８．５ １０．７�

５７ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５２ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４８＋ ２１：０８．８１� ７．８�
３４ ロイヤルネイチャー 牝３鹿 ５２

５１ ☆松山 弘平桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４１６－ ７１：０９．０１� ５７．５�
５８ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５２ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ８１：０９．１� ９．２�
２２ ネオザミスティック 牝３黒鹿５２ 北村 友一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６１：０９．２クビ ６．６�
８１３ マルセイユシチー 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ １．８�
６９ シグナルストーン 牝３黒鹿５２ 和田 竜二森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４４６＋ ８ 〃 クビ １６．０	
８１４ 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 ４５４＋ ６１：０９．３クビ １３．１

１１ � クラウンハッピー 牝３芦 ５２

４９ ▲水口 優也矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 浦河 福岡 光夫 ４１６＋１４１：０９．７２� ３４０．３�
４６ � オオトリフクムスメ 牝４栗 ５５

５２ ▲森 一馬鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 小島 貞博 新ひだか 片山牧場 ４３０＋ ８１：０９．８クビ １４０．２�

３３ � ア イ キ ャ ン 牝４鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜河村 平氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 B４２４± ０１：１０．１１� ２５５．８�

６１０ メイショウヘミング 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲花田 大昂松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３４－ ４ 〃 クビ ５１．８�

７１２� イ ン テ レ ス 牝４黒鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 浦河 林 孝輝 ４１４－１３１：１０．３１� １０８．３�
４５ クリノハマナス 牝３鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 北星村田牧場 ４３８＋ ４１：１０．６２ ４５６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，６５０，１００円 複勝： ５２，８４９，５００円 枠連： ２３，８７７，８００円

馬連： ８６，９７６，５００円 馬単： ６７，８０３，９００円 ワイド： ３４，３３０，２００円

３連複： １０７，１６３，０００円 ３連単： ２４２，８５３，５００円 計： ６４７，５０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３９０円 � ２８０円 � ２，０７０円 枠 連（５－７） １，９２０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ７，０１０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ９，２５０円 �� ５，６６０円

３ 連 複 ��� ５６，７４０円 ３ 連 単 ��� ２６０，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３１６５０１ 的中 � ２３３８１（５番人気）
複勝票数 計 ５２８４９５ 的中 � ３７００１（４番人気）� ５６４２４（２番人気）� ５７５７（９番人気）
枠連票数 計 ２３８７７８ 的中 （５－７） ９２１１（７番人気）
馬連票数 計 ８６９７６５ 的中 �� ２０４５５（１０番人気）
馬単票数 計 ６７８０３９ 的中 �� ７１４７（２２番人気）
ワイド票数 計 ３４３３０２ 的中 �� ９３１６（８番人気）�� ８９０（４６番人気）�� １４６２（３４番人気）
３連複票数 計１０７１６３０ 的中 ��� １３９４（９３番人気）
３連単票数 計２４２８５３５ 的中 ��� ６８７（４２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．３―１１．５―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．７―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．８
３ １２，１４（４，１３）（８，１１）（２，９）７－１０，１（３，６）５ ４ ・（１２，１４，１３）（４，８，１１）２（７，９）－（１，１０）６，３－５

勝馬の
紹 介

バラードソング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．７．２４ 小倉１着

２００８．４．２４生 牝３鹿 母 ソロリサイタル 母母 Sole １１戦２勝 賞金 １４，４００，０００円



（２３小倉４）第７日 ８月２０日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

１７５，０５０，０００円
６，８００，０００円
１，３３０，０００円
１６，６００，０００円
５９，１７７，５００円
４，４７２，０００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
２５２，１５８，４００円
４５８，１７８，２００円
１９５，５５５，２００円
６８８，８４３，４００円
４７５，０１２，０００円
２７９，９７８，１００円
９４４，８９３，２００円
１，８０８，８７０，１００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 ５，１０３，４８８，６００円

総入場人員 ７，０２８名 （有料入場人員 ６，０１９名）


