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２３０８５ ８月２１日 雨 重 （２３小倉４）第８日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

３６ メイショウカドマツ 牡２栗 ５４
５３ ☆国分 恭介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１０± ０１：５１．１ ４７．３�

６１１ クラヴェジーナ 牝２栗 ５４ 北村 友一�G１レーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６１：５１．３１� １．６�
５１０ 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 ４５４＋ ６ 〃 クビ １８．５�
１１ スタンドバイミー 牡２鹿 ５４ 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４３８＋ ８１：５１．４クビ ８４．２�
４８ タイセイシュバリエ 牡２芦 ５４ 和田 竜二田中 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 ４６６＋ ４１：５１．７１� ４．３�
８１６ ユウキソルジャー 牡２鹿 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３０－１０ 〃 アタマ ８９．１�
７１４ 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± ０ 〃 クビ ３０．６	
１２ ボーイフレンド 牡２栗 ５４ 尾島 徹北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４２４± ０１：５２．６５ ７４．５


（笠松）

４７ ジークジオン 牡２栗 ５４
５３ ☆松山 弘平幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４６６＋ ６１：５２．７クビ １８．０�

２３ � ジヴェルニーアート 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文シンボリ牧場 吉田 直弘 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４４０－ ４ 〃 クビ １８７．６�

３５ リーノレオン 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４８２＋ ８１：５２．８クビ ３９．７
６１２� エーシンドクトル 牡２鹿 ５４ 川田 将雅�栄進堂 松永 昌博 英

Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

４８８－ ２１：５３．１２ ８．２�
５９ ヤマカツティラノ 牡２鹿 ５４ 石橋 守山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６０± ０１：５３．４２ ３１１．９�
８１５ シゲルコウギョク 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４４８－ ４１：５３．９３ １０８．１�
７１３ ドンクラーケン 牡２青鹿５４ 酒井 学山田 貢一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４２＋ ８１：５４．６４ ７２．１�
２４ シゲルメロン 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 B４６６－ ４１：５４．７クビ ２３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５１４，８００円 複勝： ３８，５４４，９００円 枠連： １０，９７０，６００円

馬連： ３２，８１２，５００円 馬単： ２８，２２０，８００円 ワイド： １６，４１１，０００円

３連複： ５０，６６１，６００円 ３連単： ９１，１９７，２００円 計： ２８４，３３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７３０円 複 勝 � ６２０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（３－６） ８９０円

馬 連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ７，７２０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ４，５７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ７，４００円 ３ 連 単 ��� ９４，６７０円

票 数

単勝票数 計 １５５１４８ 的中 � ２５８８（８番人気）
複勝票数 計 ３８５４４９ 的中 � ６６７６（８番人気）� ２４６０５２（１番人気）� １２９４１（５番人気）
枠連票数 計 １０９７０６ 的中 （３－６） ９１９８（３番人気）
馬連票数 計 ３２８１２５ 的中 �� １１９６３（７番人気）
馬単票数 計 ２８２２０８ 的中 �� ２７００（２４番人気）
ワイド票数 計 １６４１１０ 的中 �� ５１９１（８番人気）�� ８１５（３８番人気）�� ９３１０（２番人気）
３連複票数 計 ５０６６１６ 的中 ��� ５０５４（２２番人気）
３連単票数 計 ９１１９７２ 的中 ��� ７１１（２３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．６―４９．３―１：０２．２―１：１５．０―１：２７．２―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウカドマツ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１１．７．２３ 新潟１２着

２００９．４．２５生 牡２栗 母 アルペンローズ 母母 Amizette ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 シゲルメロン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 スペクトルジーン号・ニシノプレゼンス号・ノープラン号・ヤマニンオルタシア号
※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。

２３０８６ ８月２１日 雨 不良 （２３小倉４）第８日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４７ マハーバーラタ 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：４５．５ ３．７�

２３ シーズガレット 牝３栗 ５４
５２ △国分 優作橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５６＋ ６１：４５．７１� ８．７�

３６ 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 ４６０＋ ４１：４６．４４ ９．０�
５１０ マスコットウイング 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４４０± ０ 〃 ハナ ５１．７�
６１１ 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 ４５４＋１２ 〃 クビ ３０．０�
４８ チ カ リ ン ダ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：４６．５クビ １３７．４�
１２ ベリーフィールズ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４５８± ０ 〃 ハナ ２．０	
７１３ リボルトレイダー 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ４３０＋１４１：４６．７１� １４．４

２４ アイアンクリッパー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４６０＋１０１：４７．０１� １０６．２�
１１ バタースコッチ 牝３栗 ５４ 真島 正徳吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４３４－１０ 〃 クビ １１２．０�

（佐賀）

５９ ロブストニケ 牝３鹿 ５４ 北村 友一��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４５４－ ６１：４７．１� ２４．３
３５ 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± ０１：４７．４２ ４４７．７�
６１２ ゴッドフローラ 牝３芦 ５４

５３ ☆国分 恭介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ５００＋ ４１：４７．５� ２２．９�
８１６ ポートワイン 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４４２＋ ２１：４９．１１０ ５８４．９�
７１４ シャトープレンティ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５８＋ ４１：４９．８４ １０２．４�
８１５ ロングオリンピア 牝３黒鹿５４ 石橋 守中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４７６ ―１：５２．６大差 ２８２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４７５，５００円 複勝： ３１，３３６，３００円 枠連： １０，６７０，５００円

馬連： ３３，８２１，６００円 馬単： ２７，９５６，７００円 ワイド： １７，６６３，２００円

３連複： ５４，３８０，３００円 ３連単： ８９，５６７，０００円 計： ２８１，８７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ２７０円 � ２９０円 枠 連（２－４） １，７５０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ５７０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ４，４６０円 ３ 連 単 ��� １９，３００円

票 数

単勝票数 計 １６４７５５ 的中 � ３５７６６（２番人気）
複勝票数 計 ３１３３６３ 的中 � ６１７１８（２番人気）� ２７６５９（３番人気）� ２５０８５（４番人気）
枠連票数 計 １０６７０５ 的中 （２－４） ４５１０（７番人気）
馬連票数 計 ３３８２１６ 的中 �� １５３５５（５番人気）
馬単票数 計 ２７９５６７ 的中 �� ７０１２（８番人気）
ワイド票数 計 １７６６３２ 的中 �� ６９３５（６番人気）�� ７９３４（５番人気）�� ３３８６（１４番人気）
３連複票数 計 ５４３８０３ 的中 ��� ９０１３（１２番人気）
３連単票数 計 ８９５６７０ 的中 ��� ３４２６（５２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．８―１２．８―１２．６―１２．６―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．７―４２．５―５５．１―１：０７．７―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マハーバーラタ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．５．２８ 京都４着

２００８．８．１９生 牝３鹿 母 マ ハ ー ブ 母母 Personal Business ５戦１勝 賞金 ７，４７０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングオリンピア号は，平成２３年９月２１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キュールエキュール号・シンコーロマン号
（非抽選馬） ２頭 イマカツミライ号・フラワーキー号
※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。

第４回　小倉競馬　第８日



２３０８７ ８月２１日 雨 重 （２３小倉４）第８日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７１３ アメイジングアスク 牡３黒鹿５６ 川田 将雅廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４２６＋ ２１：５０．４ ４．８�

１２ オースミラバー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４９４－ ６１：５０．６１� １４．０�

６１１ ヨンハメモリー 牡３栗 ５６ 北村 友一三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４６６－ ４１：５０．７� １６．４�
１１ タ イ ア ッ プ 牡３栗 ５６ 酒井 学キャピタルクラブ 坂口 正則 日高 浜本 幸雄 ４３０－ ４１：５０．８� ３９．８�
４８ マリアンデール 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ８１：５１．０１ １５．９�
８１６ トーセンサイレンス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５４＋１０ 〃 クビ ５．９	
５１０ マ ー ル ー ト 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５２＋ ４１：５１．１� １２．２

２３ フェブスター 牡３栗 ５６ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 高橋 幸男 ４３８－ ８１：５１．２クビ １８５．８�
５９ メイケイダンサー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４８８＋１０１：５１．５１� ３８．７�
４７ メイショウペスカ 牝３栗 ５４ 和田 竜二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 ４８０－ ２１：５１．６� １９３．３
８１５ キジトサルヲツレテ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 ４３８＋ ６１：５１．７クビ １５５．３�
３６ カテンゲッチ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０± ０１：５１．９１� ２．０�
７１４ アスターファイター 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 絵笛牧場 ４６２＋１０ 〃 クビ ２６３．２�
３５ メイショウイソロク 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ６１：５２．１１� １４６．８�
６１２ ジョイライド 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５４４＋１８１：５２．３１ ３９９．７�
２４ ホーマンレーヴ 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４７６＋１０１：５３．４７ １８９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４３０，４００円 複勝： ２３，７４９，２００円 枠連： １１，６４２，７００円

馬連： ３５，１５１，６００円 馬単： ２８，４２７，８００円 ワイド： １６，７１１，６００円

３連複： ５１，１３６，３００円 ３連単： ８７，００４，６００円 計： ２７０，２５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � ３７０円 枠 連（１－７） ２，４５０円

馬 連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ４，４５０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ８６０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ８，１９０円 ３ 連 単 ��� ４３，８００円

票 数

単勝票数 計 １６４３０４ 的中 � ２７４７２（２番人気）
複勝票数 計 ２３７４９２ 的中 � ４２９７８（２番人気）� １４５７７（６番人気）� １５１１２（５番人気）
枠連票数 計 １１６４２７ 的中 （１－７） ３５１９（９番人気）
馬連票数 計 ３５１５１６ 的中 �� １０１９５（１０番人気）
馬単票数 計 ２８４２７８ 的中 �� ４７２０（１８番人気）
ワイド票数 計 １６７１１６ 的中 �� ４６２５（１０番人気）�� ４８９３（９番人気）�� ２５６０（１９番人気）
３連複票数 計 ５１１３６３ 的中 ��� ４６１２（３０番人気）
３連単票数 計 ８７００４６ 的中 ��� １４６６（１３４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．５―１２．４―１２．１―１２．４―１２．３―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３６．４―４８．８―１：００．９―１：１３．３―１：２５．６―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．１
１
３
２（６，８）９（１，１０，１２）７（１１，１３）５－１６（４，１４，１５）－３
２（６，８）９（１，７，１０，１３）（１１，１６，１５）－５（３，１４）－（４，１２）

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

勝馬の
紹 介

アメイジングアスク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．３．２１ 阪神４着

２００８．３．２６生 牡３黒鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート ４戦１勝 賞金 ５，７８０，０００円
〔騎手変更〕 メイショウペスカ号の騎手武幸四郎は，負傷のため和田竜二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アグネスピンキー号・シエーナスプレーマ号・ダンスインザスカイ号・マスターイーグル号
（非抽選馬） ２頭 テイエムカミカゼ号・ナリタカサブランカ号

２３０８８ ８月２１日 曇 重 （２３小倉４）第８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 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０７．１良

４４ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５８ 中村 将之 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４７０－ ２３：１４．７ １．９�

５６ サンレイランキング 牡４鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４６０－ ２３：１５．０２ ５．４�
８１２ ウィルビーキング �７栗 ６０ 佐久間寛志前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ２３：１５．２１� ４．７�
３３ ヤマカツセイリュウ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也山田 博康氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 ４８０＋ ２３：１６．３７ ３４．１�
６７ スカイボーイング 牡５黒鹿６０ 岩崎 祐己小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４９６－ ２３：１６．７２� １９．３�
６８ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ６０ 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６６± ０３：１７．３３� １０５．３�
５５ アスタークリス 牡５芦 ６０ 林 満明加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 ４５６－ ６３：１７．５１� １８７．６	
１１ アスカノバッハ �３黒鹿５８ 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４６－ ８３：１７．７１ ６４．６

７９ � ワイズプロローグ 牝６鹿 ５８ 植野 貴也�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４６８± ０３：１７．９１� ２９．８�
２２ タニノディキディキ 牡８鹿 ６０ 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６６－２０３：１８．２１	 ９．３
８１１ ホッコーキングダム 牡３栗 ５８ 今村 康成矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４８４＋１０３：１９．６９ １２３．８�
７１０ アクアブルースカイ 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４８２＋１２３：３１．３大差 １６．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，１４０，４００円 複勝： １７，７３５，５００円 枠連： ９，５９４，７００円

馬連： ２６，８９５，１００円 馬単： ２４，６８０，１００円 ワイド： １３，０２５，２００円

３連複： ４２，７４９，７００円 ３連単： ８４，４０２，８００円 計： ２３２，２２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（４－５） ３４０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� １，５２０円

票 数

単勝票数 計 １３１４０４ 的中 � ５６６０９（１番人気）
複勝票数 計 １７７３５５ 的中 � ７３６１６（１番人気）� ２８３８８（２番人気）� ２６８９８（３番人気）
枠連票数 計 ９５９４７ 的中 （４－５） ２０８８１（１番人気）
馬連票数 計 ２６８９５１ 的中 �� ４２９０７（２番人気）
馬単票数 計 ２４６８０１ 的中 �� ２６６５１（２番人気）
ワイド票数 計 １３０２５２ 的中 �� １７８０８（１番人気）�� １６４８３（２番人気）�� ９５９７（３番人気）
３連複票数 計 ４２７４９７ 的中 ��� ５５８４４（１番人気）
３連単票数 計 ８４４０２８ 的中 ��� ４１０３６（１番人気）

上り １マイル １：４９．１ ４F ５３．３－３F ３９．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラフレッシュブルー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００８．４．２０ 阪神１２着

２００５．５．１９生 牝６栗 母 セイントビクトリア 母母 カミカゼリツク 障害：５戦１勝 賞金 １４，２００，０００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） １頭 フミノフェイマス号
（非抽選馬） １頭 ツルマルビビッド号



２３０８９ ８月２１日 曇 重 （２３小倉４）第８日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

６８ ツーオブアス 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太�前川企画 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：１０．１ ５．９�

７１０ マイネボヌール 牝２青鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４３４ ―１：１０．３１� ４．３�

５７ シ ュ ン マ リ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４６０ ―１：１０．４� ３６．２�
５６ レディーメグネイト 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ５０８ ―１：１０．５� ５．７�
２２ アブシンベル 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４２６ ―１：１０．８１� ７．１�
８１３ エーシンクローバー 牝２鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４３０ ― 〃 ハナ ２．９	
４５ パッションロード 牝２黒鹿５４ 酒井 学�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４４２ ―１：１１．１１� ３６．８

４４ トーブプリンセス 牝２鹿 ５４ 北村 友一武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４４８ ―１：１１．２� ７３．１�
１１ レッドアラビアータ 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎�コオロ 境 直行 新冠 石郷岡 雅樹 ４５０ ―１：１１．７３ １６．８�
７１１ シゲルアマガキ 牝２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか マークリ牧場 ４８８ ―１：１２．０２ １２２．７
８１２ マーブルメーカー 牝２栗 ５４ 幸 英明下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 ４２８ ―１：１２．１クビ ２３．７�
６９ ミッドワイフ 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平山上 和良氏 田島 良保 新ひだか 前川 勇 ４４８ ―１：１２．８４ １８８．７�
３３ クラウンエレガンス 牝２栗 ５４

５１ ▲水口 優也矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 ３８６ ―１：１５．４大差 １６７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，１４６，９００円 複勝： ２５，１６８，６００円 枠連： １０，７６４，５００円

馬連： ４０，１８０，５００円 馬単： ３１，０１０，５００円 ワイド： １７，４８０，５００円

３連複： ５１，８６１，０００円 ３連単： ８５，１４３，５００円 計： ２７９，７５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ７３０円 枠 連（６－７） １，１９０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２，９６０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� １３，７９０円 ３ 連 単 ��� ６９，５９０円

票 数

単勝票数 計 １８１４６９ 的中 � ２４５２３（４番人気）
複勝票数 計 ２５１６８６ 的中 � ３５３３０（３番人気）� ４４７１４（２番人気）� ６８７２（８番人気）
枠連票数 計 １０７６４５ 的中 （６－７） ６７２２（５番人気）
馬連票数 計 ４０１８０５ 的中 �� ２１６００（５番人気）
馬単票数 計 ３１０１０５ 的中 �� ８０９４（１２番人気）
ワイド票数 計 １７４８０５ 的中 �� ９２４４（６番人気）�� １３８１（２９番人気）�� ２１５７（２０番人気）
３連複票数 計 ５１８６１０ 的中 ��� ２７７７（４０番人気）
３連単票数 計 ８５１４３５ 的中 ��� ９０３（２０２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．３―１１．２―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．０―４６．２―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツーオブアス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Chichicastenango 初出走

２００９．２．２６生 牝２黒鹿 母 チ ナ ン デ ガ 母母 European Style １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 マーブルメーカー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クラウンエレガンス号の騎手水口優也は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進路影響）

レディーメグネイト号の騎手飯田祐史は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンエレガンス号は，平成２３年９月２１日まで平地競走に出走できない。

２３０９０ ８月２１日 曇 不良 （２３小倉４）第８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 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

４７ � フ ィ オ リ ア 牡３鹿 ５６ 北村 友一藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.
Partners ４７４＋ ６１：４４．９ ８．９�

４８ 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－ ４１：４５．４３ ２２．１�
１２ � タ ー ル タ ン 牡３芦 ５６ 小牧 太グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 George Waggoner

Stables Inc. ４６６－ ６ 〃 クビ １０．６�
６１２ メイショウハウンド 牡３芦 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 B４４２＋ ８１：４５．８２� １８６．８�
８１５ スナークワイルド 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 B４７６－１０１：４６．０１� １８．２�
５１０ マサノエクスプレス 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４５０－ ２１：４６．７４ ２．４	
１１ パドルボード 牡３黒鹿５６ 酒井 学道永 幸治氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４８＋１４ 〃 ハナ ６５．９

３５ 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 ４７０＋ ６１：４７．０２ ３４．３�
３６ メジロビゼン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岩� 伸道氏 宮本 博 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２＋ ２１：４７．１クビ ３３．８�
２３ � ダノントライアンフ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�ダノックス 藤原 英昭 愛 Lynch

Bages Ltd ４５６－ ６１：４７．６３ １４７．４
２４ メイショウウイルド 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ５０６± ０１：４９．１９ ３６３．５�
８１６ セルリアンデーゲン 牡３栗 ５６ 田嶋 翔�イクタ 小島 貞博 新冠 越湖ファーム ４４８－ ４１：４９．５２� ２６３．０�
７１３ レッドアージュ 牡３芦 ５６ 真島 正徳 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 日高 下河辺牧場 ５１８ ―１：４９．６	 ２５９．５�

（佐賀）

５９ ロードエスティーム 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４９４± ０１：４９．８１� １３５．０�
６１１ プ リ ン ス 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４７８＋ ４１：５０．５４ ５３１．５�
７１４� 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 ４７０＋ ２１：５１．２４ ２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５５７，１００円 複勝： ３４，８３１，６００円 枠連： １３，７９１，８００円

馬連： ４１，１８７，８００円 馬単： ３４，５１８，２００円 ワイド： １８，９０９，４００円

３連複： ５９，４０６，３００円 ３連単： １０５，６６９，０００円 計： ３２７，８７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２９０円 � ５４０円 � ３９０円 枠 連（４－４） ５，１１０円

馬 連 �� ５，０８０円 馬 単 �� １０，６００円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� １，１００円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� １４，７００円 ３ 連 単 ��� ３６，８９０円

票 数

単勝票数 計 １９５５７１ 的中 � １７５０１（３番人気）
複勝票数 計 ３４８３１６ 的中 � ３４８７２（３番人気）� １５８８１（６番人気）� ２３８７５（４番人気）
枠連票数 計 １３７９１８ 的中 （４－４） １９９５（１３番人気）
馬連票数 計 ４１１８７８ 的中 �� ５９９４（１６番人気）
馬単票数 計 ３４５１８２ 的中 �� ２４０５（３０番人気）
ワイド票数 計 １８９０９４ 的中 �� ３９００（１４番人気）�� ４３０１（１３番人気）�� ２３１１（１８番人気）
３連複票数 計 ５９４０６３ 的中 ��� ２９８３（３９番人気）
３連単票数 計１０５６６９０ 的中 ��� ２１１４（１０６番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．４―１１．７―１３．３―１２．３―１２．１―１２．５―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１８．０―２９．７―４３．０―５５．３―１：０７．４―１：１９．９―１：３２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．５
１
３
７，８（２，１０）（３，１４）（１１，１５）（１，１２）１６，９（４，６）－５－１３・（７，８）－２（１４，１５）（１０，１２）１（３，６）１６（９，１１）５，４＝１３

２
４

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

�フ ィ オ リ ア �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Arazi デビュー ２０１０．１１．７ 京都５着

２００８．５．１８生 牡３鹿 母 Glint in Her Eye 母母 Wind In Her Hair ６戦１勝 賞金 ９，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンス号・エーシンイオマンテ号は，平成２３年９月２１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウエリントンシチー号・シンゼンバイロン号
※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。



２３０９１ ８月２１日 曇 重 （２３小倉４）第８日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

８１１ スーパーオービット 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５２－ ２２：００．６ ５．３�

４４ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７
５５ △国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ４．０�

８１２ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５４
５１ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５０８－ ６２：０１．０２� １３．２�

５６ マイネルガヴロシュ 牡４青鹿５７ 酒井 学 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７６－ ２２：０１．３２ ２．２�

２２ アッシュール 牡４鹿 ５７ 北村 友一吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７２－ ６２：０１．６１� １１．１�
３３ シェイクラブハート 牝３栗 ５２ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４３８＋ ２２：０１．７� ３０．８�
６７ タガノアルザン 牡３栗 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４８６－ ８２：０２．２３ １４４．９	
７９ 	 パトリックバローズ 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志石川 達絵氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 ５０４＋ ４２：０２．４１
 １５０．７

５５ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５４ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ２２：０２．５クビ １１．８�
６８ スナークスペイン 牡４青鹿５７ 熊沢 重文杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４５６＋ ８２：０３．２４ ８５．８�
１１ セータミスタ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ２２：０４．０５ ２４．１
７１０� ダブルライセンス 牡３鹿 ５４ 幸 英明中西 忍氏 小崎 憲 愛 Swersky &

Associates ４９０－ ６２：０４．４２� ３４２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，８２６，１００円 複勝： ２５，５９４，５００円 枠連： １２，６６３，５００円

馬連： ４４，８８１，９００円 馬単： ３４，０３８，６００円 ワイド： １９，３６０，４００円

３連複： ５９，９７３，７００円 ３連単： １１６，４２５，７００円 計： ３３１，７６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ３５０円 枠 連（４－８） ６６０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １，１５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 ��� ２７，９３０円

票 数

単勝票数 計 １８８２６１ 的中 � ２８５１１（３番人気）
複勝票数 計 ２５５９４５ 的中 � ４３３２７（３番人気）� ５２５１０（２番人気）� １４９９４（６番人気）
枠連票数 計 １２６６３５ 的中 （４－８） １４３５３（３番人気）
馬連票数 計 ４４８８１９ 的中 �� ３５２６５（３番人気）
馬単票数 計 ３４０３８６ 的中 �� １０８６３（８番人気）
ワイド票数 計 １９３６０４ 的中 �� １６１６２（３番人気）�� ３８６３（１５番人気）�� ４６５２（１２番人気）
３連複票数 計 ５９９７３７ 的中 ��� ８２１７（１９番人気）
３連単票数 計１１６４２５７ 的中 ��� ３０７７（８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．９―１２．８―１２．４―１２．２―１２．０―１１．９―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．９―１：００．３―１：１２．５―１：２４．５―１：３６．４―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スーパーオービット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．４．１９ 福島８着

２００６．３．２生 牡５鹿 母 マークリマニッシュ 母母 マークリシルバー ２６戦３勝 賞金 ３６，０３０，０００円
※ダブルライセンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２３０９２ ８月２１日 曇 不良 （２３小倉４）第８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

５８ ナイトレイダー �３鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ５０４＋１２ ５８．３ ４４．０�

７１１ クランチタイム 牡３鹿 ５４ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５０６＋ ８ ５８．５１� ７０．５�
６１０ エースインザホール 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９０－ ２ ５８．７１� ４．２�
２２ ビップセンノセン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲水口 優也鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４２－ ６ ５８．８クビ ２．６�
６９ � 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 B５１０－ ４ ５８．９� ３３．３�
５７ ウルドサリエ 牡６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 B５０２－ ２ 〃 クビ ８．４	
４５ タイセイマグナム 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５２４－ ２ ５９．０クビ １０．７

４６ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４９２＋ ８ ５９．１� １４．７�
７１２� ワンダーソング 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 新ひだか 米田牧場 ４４２＋１６ ５９．２� ４８４．０�
１１ � スズカスコール 牝５栗 ５５ 尾島 徹永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ７５．０

（笠松）

３４ グランスカイ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４８２＋１０ ５９．５２ ５．１�
８１３ レッドマロン 牝３栃栗５２ 北村 友一�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム B４７６＋１４ ５９．６� ３５．３�
３３ � ヤマイチハジメ 牡４黒鹿５７ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 川上牧場 ５０２＋１８ 〃 クビ ２２４．３�
８１４ イツモジョウキゲン 牝３鹿 ５２

５０ △国分 優作小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４５６＋１４１：００．５５ ２６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７７５，２００円 複勝： ２７，３５４，４００円 枠連： １５，３０４，２００円

馬連： ４９，１３３，２００円 馬単： ３６，１４０，７００円 ワイド： ２４，０５７，３００円

３連複： ７２，１７０，９００円 ３連単： １２０，７３６，７００円 計： ３６４，６７２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４００円 複 勝 � ９３０円 � １，２９０円 � ２１０円 枠 連（５－７） １１，２２０円

馬 連 �� ６９，３４０円 馬 単 �� １１８，０２０円

ワ イ ド �� １８，５６０円 �� ２，１７０円 �� ３，６７０円

３ 連 複 ��� ９１，５２０円 ３ 連 単 ��� ９６８，５２０円

票 数

単勝票数 計 １９７７５２ 的中 � ３５４５（１０番人気）
複勝票数 計 ２７３５４４ 的中 � ６８０２（１０番人気）� ４７９０（１１番人気）� ４５４２８（２番人気）
枠連票数 計 １５３０４２ 的中 （５－７） １００７（２６番人気）
馬連票数 計 ４９１３３２ 的中 �� ５２３（６８番人気）
馬単票数 計 ３６１４０７ 的中 �� ２２６（１２５番人気）
ワイド票数 計 ２４０５７３ 的中 �� ３１４（７１番人気）�� ２７７０（２４番人気）�� １６１４（３８番人気）
３連複票数 計 ７２１７０９ 的中 ��� ５８２（１７０番人気）
３連単票数 計１２０７３６７ 的中 ��� ９２（１１６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトレイダー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Private Account デビュー ２０１１．５．１４ 京都６着

２００８．５．２７生 �３鹿 母 ノーテリング 母母 My Heroine ５戦２勝 賞金 １４，２００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 アルテミス号・ケージーヨシツネ号・プリンセスエリー号
※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。



２３０９３ ８月２１日 雨 重 （２３小倉４）第８日 第９競走 ��
��１，２００�

い ま り

伊 万 里 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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４４ ダノンフェアリー 牡３鹿 ５４ 川田 将雅�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９６± ０１：０９．５ １．６�

８１２ ウエストエンド 牡３鹿 ５４ 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５０± ０ 〃 クビ １３．９�

２２ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５２４－ ６ 〃 ハナ ３７．４�
８１１ パ ス ピ エ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４４６± ０１：０９．６� ８．８�
７９ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８± ０１：０９．７クビ ５．３�
５５ ショウナンアトム 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４７２± ０１：１０．０１� ７６．９�
１１ プレザントブリーズ 牝５黒鹿５５ 小坂 忠士 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４７４－ ６１：１０．１� ２７．８	
７１０ リッカスウィープ 牡４鹿 ５７ 小牧 太立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８８＋１２１：１０．５２� ９．５

６７ ビットプレスト 牡３鹿 ５４ 北村 友一礒川 正明氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４８＋ ４１：１１．１３� ５０．１�
３３ ケイエスケイト 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４５８－ ４ 〃 クビ ６８．７�
５６ エイシンワールド 牡５黒鹿５７ 幸 英明平井 豊光氏 坂口 正則 新ひだか 嶋田牧場 ４４２＋ ２１：１１．２クビ ２４０．１
６８ 	 エンタープライズ 牡３栗 ５４ 尾島 徹岡部 益周氏 柴田 高志 新ひだか フジワラフアーム ４５４－ ２１：１１．３� ４４．３�

（笠松） （笠松）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，２８３，３００円 複勝： ６０，４０１，６００円 枠連： ２０，７４０，９００円

馬連： ７２，１２９，８００円 馬単： ６０，３２５，９００円 ワイド： ２８，３８０，０００円

３連複： ８６，０１２，３００円 ３連単： ２２１，９８８，０００円 計： ５７５，２６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � ５３０円 枠 連（４－８） ４２０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ８７０円 �� ４，０４０円

３ 連 複 ��� ８，２５０円 ３ 連 単 ��� ２４，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２５２８３３ 的中 � １２９３６７（１番人気）
複勝票数 計 ６０４０１６ 的中 � ３６３０８７（１番人気）� ２３１３４（５番人気）� １３５１６（７番人気）
枠連票数 計 ２０７４０９ 的中 （４－８） ３６５２８（２番人気）
馬連票数 計 ７２１２９８ 的中 �� ５０１６４（４番人気）
馬単票数 計 ６０３２５９ 的中 �� ２８３４８（５番人気）
ワイド票数 計 ２８３８００ 的中 �� １４８６５（４番人気）�� ８０４６（９番人気）�� １６０９（３３番人気）
３連複票数 計 ８６０１２３ 的中 ��� ７６９５（３０番人気）
３連単票数 計２２１９８８０ 的中 ��� ６６０４（７１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．７―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４５．２―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．０
３ ２，１１，３，４，１０（１，９）－（５，１２）－（８，７，６） ４ ２（１１，４）（３，１０，９）１（５，１２）－８（７，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンフェアリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Southern Halo デビュー ２０１０．１０．１０ 京都４着

２００８．２．４生 牡３鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer ７戦２勝 賞金 ２０，２４９，０００円
※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。

２３０９４ ８月２１日 曇 重 （２３小倉４）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

さ せ ぼ

佐 世 保 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

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

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４６ キョウワマグナム 牡４鹿 ５７ 小牧 太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５５４＋ ６１：０８．４ ３．０�

３４ ジュエルオブナイル 牝４鹿 ５５ 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± ０１：０８．６１� ２．７�
７１２ ビットスターダム 牡３芦 ５４ 国分 恭介馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５４－ ４１：０８．８１� ３９．６�
７１３ メイショウバレーヌ 牝７栗 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ５１．６�
２３ チェリービスティー 牝３栗 ５２ 藤岡 康太備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２４± ０１：０８．９クビ １８．２�
２２ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５４ 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ７．２	
８１５ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 国分 優作立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４６２＋ ６ 〃 同着 ４６．８

６１１ リッピアピンク 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋ ２１：０９．０クビ ２１．６�
３５ アディアフォーン 牝５黒鹿５５ 北村 友一�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋１４ 〃 ハナ １００．８�
６１０	 エーシンシークルー 牝５栗 ５５ 尾島 徹�栄進堂 小崎 憲 米 John James

Revocable Trust ４８０＋ ４１：０９．２１� １５．８
（笠松）

４７ ミスターマスタード 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４６４＋ ４ 〃 ハナ １０．７�
５８ トーホウシンバル 牝４青鹿５５ 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４３８－ ８１：０９．４１� １９．２�
５９ ニホンピログッデン 
８鹿 ５７ 太宰 啓介小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７６± ０ 〃 クビ ６２．９�
１１ ショウナンタイリン 牝５栗 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５６± ０１：０９．８２� ２３２．２�
８１４� キングコーリンオー 
５鹿 ５７ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ４３３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，８４８，７００円 複勝： ４９，１０８，９００円 枠連： ２８，２０１，２００円

馬連： １１１，０７０，２００円 馬単： ６８，２３５，０００円 ワイド： ４２，１１９，８００円

３連複： １５１，４３９，３００円 ３連単： ２８３，１３７，１００円 計： ７６４，１６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ５５０円 枠 連（３－４） ３１０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １８０円 �� １，６２０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ４，２８０円 ３ 連 単 ��� １４，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３０８４８７ 的中 � ８３６８３（２番人気）
複勝票数 計 ４９１０８９ 的中 � １１１３７８（２番人気）� １３２３３６（１番人気）� １４０１２（９番人気）
枠連票数 計 ２８２０１２ 的中 （３－４） ６８２７３（１番人気）
馬連票数 計１１１０７０２ 的中 �� ２３４４３７（１番人気）
馬単票数 計 ６８２３５０ 的中 �� ６６７９２（２番人気）
ワイド票数 計 ４２１１９８ 的中 �� ８１９９３（１番人気）�� ５２４０（１８番人気）�� ５４１６（１６番人気）
３連複票数 計１５１４３９３ 的中 ��� ２６１３０（１０番人気）
３連単票数 計２８３１３７１ 的中 ��� １４５３６（２９番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．４―１１．２―１１．５―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．１―３３．３―４４．８―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワマグナム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．２３ 小倉６着

２００７．２．１７生 牡４鹿 母 キョウワプラチナ 母母 グレンビーサマー １３戦４勝 賞金 ５３，２２６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ミスターマスタード号の騎手武幸四郎は，負傷のため佐藤哲三に変更。
※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。

１レース目



２３０９５ ８月２１日 曇 重 （２３小倉４）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�小倉日経オープン

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

日本経済新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７７ ガ ン ダ ー ラ 牡５栗 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８± ０１：４７．７ １２．４�

８９ サンライズマックス 牡７黒鹿５８ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ４．４�
１１ � エーシンジーライン 牡６黒鹿５６ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm ４９０± ０１：４７．８クビ ５．１�
３３ リクエストソング 牡５鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ ２．８�
７８ トップカミング �５黒鹿５５ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 B４５２＋ ８１：４８．０１	 １２．８�
２２ アンノルーチェ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４４６－ ４ 〃 アタマ ７．５	
４４ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５７ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７２± ０１：４８．３１
 ２７．９

６６ ダイシンプラン 牡６栗 ５５ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２＋ ８１：４８．７２� ８．４�
５５ ナリタトルネード 牡６栗 ５５ 藤岡 康太�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４８８± ０１：４９．１２� ４２．５�
８１０� イシノゼフィルス 牡１０鹿 ５６ 真島 正徳陣内 豊氏 真島 元徳 静内 服部 和則 B４５０＋ ３１：５１．５大差 １７６．９

（佐賀） （佐賀）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４５，０４８，５００円 複勝： ５４，７８０，９００円 枠連： ３１，４３２，７００円

馬連： １７７，００８，１００円 馬単： １０８，３０７，８００円 ワイド： ４８，１３１，１００円

３連複： ２０６，８５７，９００円 ３連単： ５１５，０８６，３００円 計： １，１８６，６５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ３５０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，４８０円

馬 連 �� ３，９８０円 馬 単 �� ９，７００円

ワ イ ド �� １，２３０円 �� １，１２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 ��� ５８，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４５０４８５ 的中 � ２８６４９（６番人気）
複勝票数 計 ５４７８０９ 的中 � ３３９５２（７番人気）� ９１１８６（２番人気）� ８１８９５（３番人気）
枠連票数 計 ３１４３２７ 的中 （７－８） １５７７９（７番人気）
馬連票数 計１７７００８１ 的中 �� ３２８５１（１７番人気）
馬単票数 計１０８３０７８ 的中 �� ８２４５（３７番人気）
ワイド票数 計 ４８１３１１ 的中 �� ９３８９（２０番人気）�� １０３５３（１７番人気）�� ２２２８８（５番人気）
３連複票数 計２０６８５７９ 的中 ��� ２２１９４（２６番人気）
３連単票数 計５１５０８６３ 的中 ��� ６４５８（１９６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１２．５―１２．１―１２．２―１１．９―１１．６―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．１―３５．６―４７．７―５９．９―１：１１．８―１：２３．４―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ダ ー ラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００９．４．２６ 京都９着

２００６．４．２４生 牡５栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース ２６戦６勝 賞金 １０３，６２６，０００円
※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。

２３０９６ ８月２１日 曇 不良 （２３小倉４）第８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）

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

８１５ ビップピュアレディ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三鈴木 邦英氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２１：４５．７ ３９．４�

１２ パ ミ ー ナ 牝４栗 ５５
５４ ☆国分 恭介門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４６６－ ４１：４５．８� ７．３�

７１４ 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 ４６８－ ６ 〃 クビ ２．５�
２４ � 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 ４９４－ ４１：４６．０１� ２２．２�
８１６ 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 ４７４＋ ６ 〃 ハナ １２．９�
４８ トランソニック 牡５栗 ５７ 鮫島 良太太田 美實氏 藤原 英昭 門別 天羽牧場 ４８０＋１０１：４６．２１� １４．１�
２３ メイショウテキーラ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７４± ０１：４６．３� ３．４	
５９ � ケイティローレル 牝５栗 ５５ 酒井 学瀧本 和義氏 日吉 正和 浦河 永田 克之 ４４４－ ５１：４６．４� ８８．０

１１ 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± ０１：４６．６１ １２．０�
３５ サックアクロア 牝４青鹿５５ 幸 英明 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B４８０＋ ２１：４６．９１� ５１．０
６１２ テイエムスリリング 牡４鹿 ５７

５５ △国分 優作竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 様似 堀 弘康 ４６８＋ ８１：４７．１１� １７５．２�
３６ キュートシルフ 牝５青 ５５ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ９２．１�
４７ メイケイファルコン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋競馬� 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４４０－ ６１：４７．６３ ２８９．２�
５１０ メイショウクレモナ 牡４鹿 ５７ 真島 正徳松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ９１：４７．８１� ７０．５�

（佐賀）

６１１ グレートディール 牡３青鹿５４ 赤木高太郎吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５２２＋２０１：４８．２２� ２５．５�
７１３ ファーザーリープ 牝３栗 ５２ 北村 友一岡田 牧雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４７８＋３１１：４９．２６ ６２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，３３８，０００円 複勝： ４１，８２２，９００円 枠連： ３１，０５８，１００円

馬連： １１１，６９４，４００円 馬単： ６７，４０１，３００円 ワイド： ３９，６５２，６００円

３連複： １４８，４３０，４００円 ３連単： ２８７，３９８，１００円 計： ７５８，７９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９４０円 複 勝 � ６５０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（１－８） １，６３０円

馬 連 �� ９，２４０円 馬 単 �� ２７，７８０円

ワ イ ド �� ２，６１０円 �� １，１６０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ７，１００円 ３ 連 単 ��� ７９，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３１３３８０ 的中 � ６２７８（９番人気）
複勝票数 計 ４１８２２９ 的中 � １２０８４（９番人気）� ５０５５９（３番人気）� １０１９１１（１番人気）
枠連票数 計 ３１０５８１ 的中 （１－８） １４１１９（７番人気）
馬連票数 計１１１６９４４ 的中 �� ８９２８（２５番人気）
馬単票数 計 ６７４０１３ 的中 �� １７９１（７２番人気）
ワイド票数 計 ３９６５２６ 的中 �� ３４９３（３０番人気）�� ８１９３（１５番人気）�� ２４７５０（２番人気）
３連複票数 計１４８４３０４ 的中 ��� １５４４２（２１番人気）
３連単票数 計２８７３９８１ 的中 ��� ２６５４（２４０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１１．９―１３．３―１３．０―１２．８―１２．３―１１．９―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．９―４３．２―５６．２―１：０９．０―１：２１．３―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．７
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップピュアレディ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．９．２６ 阪神３着

２００７．５．６生 牝４栗 母 プ レ イ ン 母母 ダイナランド １４戦２勝 賞金 ２２，３５０，０００円
※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 イマカツタイガー号
※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。

４レース目



（２３小倉４）第８日 ８月２１日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９８，２２０，０００円
２，１３０，０００円
１４，５６０，０００円
１，２４０，０００円
１８，７７０，０００円
５７，１２５，０００円
４，９４６，４００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
２７０，３８４，９００円
４３０，４２９，３００円
２０６，８３５，４００円
７７５，９６６，７００円
５４９，２６３，４００円
３０１，９０２，１００円
１，０３５，０７９，７００円
２，０８７，７５６，０００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 ５，６５７，６１７，５００円

総入場人員 ９，４４３名 （有料入場人員 ８，３７３名）


