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２３０９７ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （ダート・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

５７．７
５７．７

重

重

５８ シシリアンルージュ 牝２栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４３２＋ ６ ５９．９ １３．２�

３３ アンビータブル 牝２青 ５４ 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４３４－ ４ 〃 クビ ２．４�
４５ ヒノクニリョジョウ 牝２栗 ５４ 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４７４＋ ４１：００．５３� ２２９．８�
７１１ 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 ４２６－ ６１：００．６� １８．８�
４６ 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 ４５４－ ６１：００．７� １．９�
５７ 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 ４７２＋ ２１：００．９１� ２２．７	
６１０ ヤングエイト 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 徳重 正幸 ４１０± ０ 〃 ハナ １６４．２

８１４ 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 ４３２－ ８１：０１．０� １０７．８�
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 ４６２＋ ２１：０１．２１� １９７．９�
２２ セイチャリアット 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２＋ ４１：０１．３� １４．４
６９ オ リ ー ブ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４３０± ０１：０１．４クビ ３１８．９�
３４ ゴールドクリチャン 牝２栗 ５４ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 武田 修一 ４４４＋ ２１：０２．０３� ５３．４�
８１３ シゲルバナナ 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 大橋 勇樹 様似 清水スタッド ４４２＋ ２１：０２．６３� ２５４．２�

（１３頭）
７１２ コウセイコタロウ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４５８± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １３，３５４，１００円 複勝： １９，１１５，０００円 枠連： ８，５３４，６００円

馬連： ２２，６４１，７００円 馬単： １７，９１９，９００円 ワイド： １０，７９９，１００円

３連複： ２８，２７０，１００円 ３連単： ５０，２０９，１００円 計： １７０，８４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３４０円 � １４０円 � ３，０４０円 枠 連（３－５） １，２７０円

馬 連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １５，３９０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� ３６，６７０円 ３ 連 単 ��� ２２８，７４０円

票 数

単勝票数 差引計 １３３５４１（返還計 １４１０５） 的中 � ７９９４（３番人気）
複勝票数 差引計 １９１１５０（返還計 １９４５０） 的中 � １２８００（３番人気）� ５６４７５（２番人気）� １１１２（１１番人気）
枠連票数 差引計 ８５３４６（返還計 １６４９） 的中 （３－５） ４９７２（５番人気）
馬連票数 差引計 ２２６４１７（返還計 ６２５１７） 的中 �� １０４７８（７番人気）
馬単票数 差引計 １７９１９９（返還計 ５２１３２） 的中 �� ３３８１（１４番人気）
ワイド票数 差引計 １０７９９１（返還計 ３３９２６） 的中 �� ５１５５（６番人気）�� １６４（５１番人気）�� ６１２（２９番人気）
３連複票数 差引計 ２８２７０１（返還計１６２９２０） 的中 ��� ５６９（５５番人気）
３連単票数 差引計 ５０２０９１（返還計２９５６３７） 的中 ��� １６２（２９７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．６―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．７―３４．３―４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３７．２
３ ・（２，５）１４（４，１１）６（３，９）（８，１３）７（１，１０） ４ ・（２，５）１４－１１（３，６）４（８，９）１３（１，７）１０

勝馬の
紹 介

シシリアンルージュ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１１．７．９ 京都３着

２００９．５．９生 牝２栗 母 ラ フ ィ ー ク 母母 キュートネスⅡ ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔競走除外〕 コウセイコタロウ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

２３０９８ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・右）

牝，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

８１３ トーホウアマポーラ 牝２栗 ５４
５３ ☆国分 恭介東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８２－ ６１：０８．５ ２．１�

８１４ マイネマキアージュ 牝２黒鹿５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４１８± ０１：０８．７１� ９．９�

３３ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３２－ ２１：０８．９１� ３６．７�

６１０ オークブラフ 牝２栗 ５４
５２ △国分 優作岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド ４３４－ ８１：０９．０クビ ７．５�

５８ エイシンミネラル 牝２鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜平井 豊光氏 坂口 正則 様似 清水 誠一 ４３４± ０ 〃 ハナ １１３．５�

５７ ドナメデューサ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４７８－ ２１：０９．２１� ５．３�
１１ ハクユウリリー 牝２栗 ５４ 川田 将雅 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２２－ ４１：０９．３� １１．９	
６９ テイエムブルーミン 牝２黒鹿５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４３６－ ４１：１０．０４ ６１３．４

７１２ 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 ４７４－ ４１：１０．１クビ ４９９．５�
４６ プレシャスペスカ 牝２黒鹿５４ 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ５．４
７１１ テイエムハピネス 牝２黒鹿５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 大北牧場 ４６６＋１４ 〃 クビ ７１．１�
４５ カシノチャーム 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４５４－１０１：１０．２クビ ３６．９�
２２ シゲルオレンジ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５０± ０１：１０．４１� ２５１．３�
３４ エーシンスイアブ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 ４８６－ ２１：１２．２大差 ９９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，０３５，４００円 複勝： ２７，７８４，２００円 枠連： １０，１０９，３００円

馬連： ３１，４８９，７００円 馬単： ２３，０２０，５００円 ワイド： １４，９９１，４００円

３連複： ４５，８４０，１００円 ３連単： ７１，２８９，１００円 計： ２４０，５５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ５２０円 枠 連（８－８） ９３０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，３６０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ６，８９０円 ３ 連 単 ��� １８，９３０円

票 数

単勝票数 計 １６０３５４ 的中 � ６０３７４（１番人気）
複勝票数 計 ２７７８４２ 的中 � ８３４１８（１番人気）� ２５４４４（５番人気）� ９９３５（７番人気）
枠連票数 計 １０１０９３ 的中 （８－８） ８０３７（４番人気）
馬連票数 計 ３１４８９７ 的中 �� ２８６５９（４番人気）
馬単票数 計 ２３０２０５ 的中 �� １３５２３（３番人気）
ワイド票数 計 １４９９１４ 的中 �� １０５５０（３番人気）�� ２５８７（１５番人気）�� １６１１（２２番人気）
３連複票数 計 ４５８４０１ 的中 ��� ４９１２（２２番人気）
３連単票数 計 ７１２８９１ 的中 ��� ２７８０（６０番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１０．８―１１．５―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―３２．７―４４．２―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウアマポーラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１１．８．６ 小倉２着

２００９．１．２９生 牝２栗 母 トーホウガイア 母母 Agami ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 シゲルヒメリンゴ号の騎手川須栄彦は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンスイアブ号は，平成２３年９月２７日まで平地競走に出走できない。

第４回　小倉競馬　第９日



２３０９９ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９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

４８ サクラアルディート 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４７４－ ６１：４６．５ ２．０�

５１０ ブルースビスティー 牡３鹿 ５６ 幸 英明備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４５８－ ８１：４６．７１� ９．３�
６１１ ディープフィールド 牡３黒鹿５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７２－ ６ 〃 アタマ ４．１�
４７ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４２６－ ６ 〃 クビ １４．２�
６１２ スズカルンバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４５６＋ ８１：４６．８� １９７．４�
３６ スピログラフ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４８８＋１６１：４６．９� ２２．５	
８１６ エアクロニクル 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ７．３

２３ ビヨンドザリーフ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：４７．２１� ３６．２�

７１３ ミラクルペガサス 	３黒鹿 ５６
５４ △国分 優作吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：４７．４１� １８．６�

２４ シエーナスプレーマ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ２１：４７．５� ６６．０

８１５ タ ト ゥ ー ン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介玉置 辰次氏 坪 憲章 新ひだか 田中 裕之 ４６０＋ ２１：４７．７１ １７５．０�
５９ サンライズスター 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B４５８－ ４１：４７．９１ ３６．９�
３５ マスターイーグル 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也�三嶋牧場 北出 成人 様似 中脇 一幸 ４３８－ ４１：４８．２２ ４０８．３�
１１ アグネスピンキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４２８＋ ６ 〃 アタマ ６５．３�
１２ デンコウツバサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬田中 康弘氏 荒川 義之 新ひだか 田原橋本牧場 ４３６± ０１：４９．１５ ７４１．４�
７１４ アサクサジェット 牡３栗 ５６ 熊沢 重文田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４７６＋１６１：５０．５９ ３４６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４０５，５００円 複勝： ３７，２０８，２００円 枠連： ９，８０２，８００円

馬連： ３５，５３０，４００円 馬単： ２９，４８９，６００円 ワイド： １７，６１５，３００円

３連複： ４８，８４５，０００円 ３連単： ８８，２１４，４００円 計： ２８４，１１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（４－５） ４５０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ４，１９０円

票 数

単勝票数 計 １７４０５５ 的中 � ６８９３２（１番人気）
複勝票数 計 ３７２０８２ 的中 � １７８２０５（１番人気）� ２２７５５（４番人気）� ５８０５１（２番人気）
枠連票数 計 ９８０２８ 的中 （４－５） １６２６６（２番人気）
馬連票数 計 ３５５３０４ 的中 �� ４３２３９（２番人気）
馬単票数 計 ２９４８９６ 的中 �� ２３２９５（２番人気）
ワイド票数 計 １７６１５３ 的中 �� １２１１０（３番人気）�� ２８６６６（１番人気）�� ５８０３（８番人気）
３連複票数 計 ４８８４５０ 的中 ��� ３１２４１（２番人気）
３連単票数 計 ８８２１４４ 的中 ��� １５５６９（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．２―１１．８―１１．９―１１．９―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３５．５―４７．３―５９．２―１：１１．１―１：２２．７―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラアルディート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．３．５ 阪神２着

２００８．３．２９生 牡３鹿 母 セダンフオーエバー 母母 サクラセダン ６戦１勝 賞金 １３，１００，０００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。
（非当選馬） １頭 ナリタカサブランカ号

２３１００ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９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 � シゲルゴユウサン 牡５鹿 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ
アーム ４８４－ ８３：１３．４ １４．２�

７９ メイケイオーシャン 牡４鹿 ６０ 白浜 雄造名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 ４４６－１２３：１３．９３ ６８．１�
７１０ メイショウボナール 牝５鹿 ５８ 岩崎 祐己松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４８８＋ ６３：１４．２２ ２．４�
５６ ピエナグッドラック 牡７鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７０－ ４３：１４．４１� ３．９�
６７ ニシノプライスレス 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４３８－ ８３：１４．７１� １７．７�
５５ モ チ 牡７青鹿６０ 高田 潤小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５２６＋ ８３：１４．８� ３．３�
６８ � メジャーテースト 牡４黒鹿６０ 今村 康成阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４７０－ ６３：１５．２２� ２４．６	
８１２ ツルマルビビッド 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８６－ ２３：１６．０５ ２６．４

３３ ドクトルスズカ 牡３鹿 ５８ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７２－ ４３：１６．６３� ４２．２�
８１１ フミノフェイマス 牡３栗 ５８ 難波 剛健谷 二氏 目野 哲也 浦河 村下農場 ４９６＋ ７３：２２．８大差 １７３．１�
１１ テイエムラブパワー 牝３黒鹿５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４９８± ０３：２３．０１� ９８．７
２２ スズノウルフ 牡３鹿 ５８ 植野 貴也阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 ４４２＋ ２３：２４．６１０ ９４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，４８３，７００円 複勝： １２，４８２，９００円 枠連： ９，５７４，２００円

馬連： ２２，５８７，３００円 馬単： ２１，１９２，７００円 ワイド： １０，５４７，８００円

３連複： ３６，６５４，３００円 ３連単： ６９，８１６，１００円 計： １９４，３３９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ３３０円 � ６９０円 � １３０円 枠 連（４－７） １，３３０円

馬 連 �� １８，７８０円 馬 単 �� ３７，１６０円

ワ イ ド �� ２，６５０円 �� ５２０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １０，６８０円 ３ 連 単 ��� １５５，２００円

票 数

単勝票数 計 １１４８３７ 的中 � ６４０１（４番人気）
複勝票数 計 １２４８２９ 的中 � ８０７７（５番人気）� ３３３６（８番人気）� ３９３６１（１番人気）
枠連票数 計 ９５７４２ 的中 （４－７） ５３４１（６番人気）
馬連票数 計 ２２５８７３ 的中 �� ８８８（３２番人気）
馬単票数 計 ２１１９２７ 的中 �� ４２１（６３番人気）
ワイド票数 計 １０５４７８ 的中 �� ９３４（２６番人気）�� ５４４２（４番人気）�� １５９９（１６番人気）
３連複票数 計 ３６６５４３ 的中 ��� ２５３５（３１番人気）
３連単票数 計 ６９８１６１ 的中 ��� ３３２（２９７番人気）

上り １マイル １：４８．８ ４F ５２．８－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�シゲルゴユウサン �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ノーザンテースト

２００６．５．１生 牡５鹿 母 ゴールデンレフティ 母母 ミスクウォドラティカル 障害：４戦１勝 賞金 ８，０３０，０００円
初出走 JRA

※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 ウェザーサイド号
（非抽選馬） １頭 タッチマイハート号



２３１０１ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

３６ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１８＋ ６１：４６．８ １１．０�

８１６ タマモダリア 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４２８－ ２１：４７．１１� ４．０�

６１１ メ ー デ イ ア 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ５０４＋ ６１：４７．５２� ６．７�

４８ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５０＋ ６１：４７．７１� ４４．４�
２４ レディーコロンブス 牝３栗 ５４ 北村 友一岸田 勝宏氏 大根田裕之 新ひだか 佐竹 学 ４３８－ ８１：４７．９１� １１．９�
１１ ルースデラルナ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ２１：４８．２１� ７．４	
７１３ オーソーキューティ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８± ０１：４８．４１� ２２．８

２３ シンコーロマン 牝３芦 ５４

５３ ☆高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １７．４�
５１０ ハネムーンゴシップ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅藤井聡一郎氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：４８．５� ３．７�
１２ メイショウチャンプ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４０－ ４１：４９．１３� ８７．９
５９ プレシャスマリン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 B４８２＋１０ 〃 ハナ １９．１�
８１５ キュールエキュール 牝３黒鹿５４ 和田 竜二岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４５２－ ４１：４９．５２� ２０．６�
４７ ヤマニンエシャルプ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平土井 薫氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５５８＋２０ 〃 ハナ ２８３．１�
３５ インパクトバイオ 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作バイオ� 鶴留 明雄 平取 坂東牧場 ４３６＋ ６ 〃 ハナ １３３．２�
６１２ ボディアピール 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４４６± ０１：５０．８８ ３５．７�
７１４ イソノヴィーナス 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士磯野 俊雄氏 鈴木 孝志 日高 有限会社

ケイズ ４３２－ ２１：５２．８大差 ３０１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８６９，２００円 複勝： ２６，４００，２００円 枠連： １２，９７５，４００円

馬連： ３８，０４４，３００円 馬単： ２６，５９２，２００円 ワイド： ２０，４９６，７００円

３連複： ６０，４８４，３００円 ３連単： ８６，８７４，６００円 計： ２８６，７３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（３－８） １，３９０円

馬 連 �� １，６９０円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，５３０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ６，６７０円 ３ 連 単 ��� ４２，０５０円

票 数

単勝票数 計 １４８６９２ 的中 � １０６７６（５番人気）
複勝票数 計 ２６４００２ 的中 � ２５４９２（５番人気）� ４１８４４（２番人気）� ２５６９４（４番人気）
枠連票数 計 １２９７５４ 的中 （３－８） ６９２４（８番人気）
馬連票数 計 ３８０４４３ 的中 �� １６６７４（５番人気）
馬単票数 計 ２６５９２２ 的中 �� ４８５０（１２番人気）
ワイド票数 計 ２０４９６７ 的中 �� ８５３０（４番人気）�� ３１７４（２０番人気）�� ６０１３（８番人気）
３連複票数 計 ６０４８４３ 的中 ��� ６７００（１８番人気）
３連単票数 計 ８６８７４６ 的中 ��� １５２５（１２１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１１．８―１３．３―１２．８―１２．７―１２．７―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．８―４３．１―５５．９―１：０８．６―１：２１．３―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．２
１
３
４，５，１２，１０（２，１４）１１（１，８，１５）１６（７，９，１３）－（３，６）
４（５，１２，１０）（２，６）（１１，１５）（１，１４，１６）（７，８，１３）９－３

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

勝馬の
紹 介

ファーマペニー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー ２０１１．３．５ 小倉１４着

２００８．４．２２生 牝３鹿 母 ミスチバスペニー 母母 ペニーアップ １０戦１勝 賞金 ６，７２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イソノヴィーナス号は，平成２３年９月２７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。
（非抽選馬） ２頭 ウインベルフラワー号・ウエスタンジェミー号

２３１０２ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

３５ レ ー ガ ン 牡３青鹿５６ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４７６－ ４１：０７．８ ２．０�

４７ アランドザワールド 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太 �グリーンファーム 藤岡 健一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ １３．９�

８１７ サンライズイーグル 牡３黒鹿５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４６６± ０１：０８．２２� ３．８�
２３ セイシュンノヒビ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４３０＋ ４１：０８．６２� ９．４�
７１５ レンヌルシャトー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４４８－ ２ 〃 アタマ ３５．１	
８１８ マイネプルメリア 牝３鹿 ５４ 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 ４２４＋ ８１：０８．９１� １１．５

８１６ ディアウィキッド 牝３鹿 ５４ 北村 友一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４３０－ ４１：０９．０� １２．６�
１２ シゲルホンブチョウ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 前川 隆則 ４４２－１０ 〃 ハナ ２０８．４�
５１０ シーエーユウカ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作松田 整二氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ５４．９
６１１ リュミエールゲラン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦平井 裕氏 河内 洋 日高 白井牧場 ４０４－１０１：０９．１� １６２．７�
７１４ ノッティングヒル 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ３９８－ ２ 〃 ハナ ５７．５�
６１２ ラ ン デ ブ ー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 日吉 正和 新冠 松浦牧場 ４１６＋ ６１：０９．３１ ３５４．４�
３６ ジーティルピア 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�グリーンテック村山 明 日高 �橋 耀代 ４２８＋ ８１：０９．５１� ５０．９�
４８ ワキノファイブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ ６７．９�
２４ ダ ン ケ ル ク 牡３黒鹿５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４６０ ―１：０９．７１� ９３．３�
１１ キ ク ノ ル ナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３８－ ２１：１０．０２ ４０４．４�
５９ トウショウリズム 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０６－ ２１：１０．７４ ８８．５�
７１３ サワヤカオジョー 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４２８＋ ４１：１２．５大差 ３６４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，１６５，２００円 複勝： ３０，８２７，０００円 枠連： １５，２６３，０００円

馬連： ３３，７２２，９００円 馬単： ２７，８６２，８００円 ワイド： １８，９４４，３００円

３連複： ５２，０５７，４００円 ３連単： ９０，３７６，７００円 計： ２８７，２１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（３－４） ９３０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２２０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ５，８９０円

票 数

単勝票数 計 １８１６５２ 的中 � ７３９４７（１番人気）
複勝票数 計 ３０８２７０ 的中 � １２７１０５（１番人気）� ２９４２５（３番人気）� ５１６９５（２番人気）
枠連票数 計 １５２６３０ 的中 （３－４） １２１１２（４番人気）
馬連票数 計 ３３７２２９ 的中 �� ２６０５２（４番人気）
馬単票数 計 ２７８６２８ 的中 �� １５９６４（４番人気）
ワイド票数 計 １８９４４３ 的中 �� １２５６９（４番人気）�� ２５１０７（１番人気）�� ５８９１（８番人気）
３連複票数 計 ５２０５７４ 的中 ��� ２５２０２（３番人気）
３連単票数 計 ９０３７６７ 的中 ��� １１３３６（９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１０．９―１１．１―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．３―４４．４―５５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．５
３ ・（３，５）１８（１，７）（２，１０，１４）（１２，１５）１６，１７（８，１１）（４，１３）（６，９） ４ ・（３，５）（７，１８）（１，２，１０）（１２，１５，１４）１７，１６，１１，８（６，４）－９，１３

勝馬の
紹 介

レ ー ガ ン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１４着

２００８．４．２１生 牡３青鹿 母 ロングレジナ 母母 フアイアーダンサー １１戦１勝 賞金 １６，７００，０００円
・・・〔制裁〕 サワヤカオジョー号の騎手花田大昂は，発走直後の御法（右あぶみを踏み外した）について過怠金１０，０００円。

・・・〔その他〕 サワヤカオジョー号は，発走直後に騎手が右あぶみを踏み外したため，「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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アサヒチェリー号・コスモアパッチ号・スイートサンテ号・ニシノハピエン号



２３１０３ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９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

４６ マイネジャンヌ 牝３鹿 ５２ 北村 友一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ６１：５９．０ １５．２�

３３ テイエムバゴオー 牡４黒鹿 ５７
５５ △国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４９０＋１０ 〃 アタマ １２．６�

２２ ケ イ ト 牝３黒鹿５２ 幸 英明吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４７４＋ ６１：５９．４２� ４４．５�
８１３ グルーヴィクイーン 牝３栗 ５２ 浜中 俊 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ４０２＋ ６１：５９．５クビ １２．０�
４５ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５４４＋ ８ 〃 アタマ １２．６�
６１０ エーラゴーデオ 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：５９．６� １６．９	
５７ アメイジングアスク 牡３黒鹿５４ 川田 将雅廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４２４－ ２ 〃 アタマ １４．２

１１ ハンドインハンド 牡３青鹿５４ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０－ ２ 〃 ハナ １．９�
５８ タマモグランプリ 	４鹿 ５７ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３４＋ ４１：５９．８１
 ４．４�
８１４ セイピーシーズ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４６２－ ２１：５９．９� ９０．８
７１２� クレバーオペラ 牝４青鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４１２± ０２：００．０クビ ３０６．７�
７１１ メイショウクロオビ 牡３青鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３３．３�
６９ タカノコウモン 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４２８－ ２２：００．４２� ４１８．６�
３４ リバークリーク 牡３栗 ５４ 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５０８－１０２：００．６１� ４６５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，０７７，３００円 複勝： ３３，６９６，２００円 枠連： １２，９７６，７００円

馬連： ４１，１７７，１００円 馬単： ３１，８６１，１００円 ワイド： ２０，７５３，９００円

３連複： ５８，４６０，４００円 ３連単： １０７，３６７，２００円 計： ３２６，３６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ６３０円 � ４５０円 � １，３９０円 枠 連（３－４） ５，０６０円

馬 連 �� ７，０４０円 馬 単 �� １４，０３０円

ワ イ ド �� ２，３６０円 �� ４，６１０円 �� ５，２７０円

３ 連 複 ��� ７０，７３０円 ３ 連 単 ��� ３２０，８００円

票 数

単勝票数 計 ２００７７３ 的中 � １０４０９（７番人気）
複勝票数 計 ３３６９６２ 的中 � １４１５８（８番人気）� ２１３５２（３番人気）� ５９６７（１０番人気）
枠連票数 計 １２９７６７ 的中 （３－４） １８９４（１６番人気）
馬連票数 計 ４１１７７１ 的中 �� ４３１９（２０番人気）
馬単票数 計 ３１８６１１ 的中 �� １６７６（３９番人気）
ワイド票数 計 ２０７５３９ 的中 �� ２１９３（２６番人気）�� １１０４（３９番人気）�� ９６４（４２番人気）
３連複票数 計 ５８４６０４ 的中 ��� ６１０（１３０番人気）
３連単票数 計１０７３６７２ 的中 ��� ２４７（６１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．１―１２．５―１２．０―１２．２―１１．７―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．６―４８．１―１：００．１―１：１２．３―１：２４．０―１：３５．４―１：４７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネジャンヌ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１０．８．２２ 小倉１着

２００８．５．１７生 牝３鹿 母 イットウリョウダン 母母 サクラユウビ ５戦２勝 賞金 １９，３００，０００円

２３１０４ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９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

６９ ケージーヨシツネ 牡３鹿 ５４ 小牧 太川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５０± ０ ５７．７ １１．２�

５７ � ウエストハーバー 牡３栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５０８± ０ ５８．３３� ２．３�
４５ 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 ５１０＋ ６ ５８．４� ２．４�
８１３ クリスタルヒル 牡３鹿 ５４ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５０２± ０ ５８．９３ ２１．４�
２２ 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 ４４２＋ ４ 〃 クビ １２．１�
４６ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４８０－１２ ５９．０クビ ４６．９�
７１２ 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 ４４４＋ ２ ５９．２１� ４４．６	
８１４ メイショウテッペイ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 日の出牧場 ５１８－ ６ 〃 クビ ５２．８

５８ ナイトフライト 牝３栗 ５２ 浜中 俊橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４８８＋１６ ５９．３クビ １０．３�
６１０ 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 ４５０－ ６ ５９．５１	 １６６．９
３４ 
 バージンバラード 牝４栗 ５５ 熊沢 重文中島 稔氏 日吉 正和 浦河 馬道 繁樹 ４３０＋ ６１：００．１３� ４４１．０�
３３ 
 ブリタニアブルー 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上 悦夫 ４３２－ ６ 〃 クビ ３１７．２�
７１１ 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± ０１：００．３１ １２９．２�
１１ コウセイベイビー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲水口 優也杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４６－１２１：００．８３ ３５５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，２１７，０００円 複勝： ３１，０９１，６００円 枠連： １３，１６０，６００円

馬連： ４９，１１６，３００円 馬単： ３３，６４０，０００円 ワイド： ２０，４３０，３００円

３連複： ６０，２４４，１００円 ３連単： １１７，３９６，３００円 計： ３４７，２９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（５－６） １，０５０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，８００円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４６０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� １０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２２２１７０ 的中 � １５６７０（４番人気）
複勝票数 計 ３１０９１６ 的中 � ３０９９４（３番人気）� ９１５４０（１番人気）� ７３５８１（２番人気）
枠連票数 計 １３１６０６ 的中 （５－６） ９２８９（３番人気）
馬連票数 計 ４９１１６３ 的中 �� ２２６１６（６番人気）
馬単票数 計 ３３６４００ 的中 �� ６５５０（１６番人気）
ワイド票数 計 ２０４３０３ 的中 �� １１５２５（３番人気）�� ８９８５（６番人気）�� ４５１３１（１番人気）
３連複票数 計 ６０２４４１ 的中 ��� ４７８７７（３番人気）
３連単票数 計１１７３９６３ 的中 ��� ８５９７（２５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．２―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．３―３３．５―４５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーヨシツネ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１０．７．４ 阪神７着

２００８．４．２１生 牡３鹿 母 ケージーローズ 母母 タニノオトメ ９戦２勝 賞金 １３，１５０，０００円
〔制裁〕 クリスタルヒル号の騎手野元昭嘉は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）



２３１０５ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９日 第９競走 ��１，２００�ひ ま わ り 賞
発走１４時２５分 （芝・右）

九州産馬，２歳；負担重量は，５５�，収得賞金５００万円超過馬２�増，未出走馬および
未勝利馬２�減

釜山慶南競馬公園馬主協会賞・九州軽種馬協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

２３ ミスマルシゲ 牝２青鹿５３ 北村 友一坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４１４± ０１：０９．１ １３．２�

１１ テイエムセキトバ 牝２栗 ５３ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ １６．４�
３５ テイエムハエンカゼ 牡２栗 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３４＋１２ 〃 アタマ ２．９�
２４ カシノデューク 牡２栗 ５３ 川須 栄彦柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４７６± ０１：０９．７３� １３７．０�
５１０ カシノエルフ 牡２栗 ５５ 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４７０＋ ４１：０９．８� ２．３�
８１６ テイエムキモシタ 牝２栗 ５３ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４０８± ０１：１０．１１� ２４８．２�
４７ キリシマキセキ 牡２栗 ５３ 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 ４３０＋ ２１：１０．２� ２０．７�
６１２ カシノアラシ 牡２鹿 ５３ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４５４＋ ４１：１０．３� １２．０	
８１５ カシノアポロン 牡２鹿 ５３ 幸 英明柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４７８± ０１：１０．６１� １６．１

６１１ テイエムアバレッケ 牡２鹿 ５３ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４５８＋ ２１：１０．８１� ５１２．５�
７１３ テイエムハエハエ 牝２栗 ５３ 国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４１４＋ ６ 〃 同着 １６０．１�
３６ ミ ス コ ク ラ 牝２芦 ５３ 国分 恭介西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 ４３４± ０１：１０．９� ３４６．７
４８ サチノタカチホ 牡２鹿 ５３ 渡辺 薫彦佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４７４－ ６１：１１．０� ５４．５�
７１４ ネクストズキュン 牡２芦 ５３ 藤懸 貴志泉 一郎氏 高橋 隆 宮崎 吉野 政敏 ４０４＋ ８ 〃 ハナ ６５９．５�
５９ スズノエヴァグリン 牝２鹿 ５３ 鮫島 良太阿部 雅子氏 五十嵐忠男 宮崎 吉野 政敏 ４０２± ０ 〃 クビ ３６９．１�
１２ シゲルオリーブ 牡２栗 ５３ 熊沢 重文森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社

宮村牧場 ４４４＋ ２１：１１．１� ３３８．６�
８１７ グランデセイフウ 牡２栗 ５５ 田中 健 �グランデオーナーズ 福島 信晴 熊本 片山 建治 ４６８＋ ２１：１１．７３� １０．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２３，９３３，７００円 複勝： ３５，２８０，５００円 枠連： １６，６７０，５００円

馬連： ６９，２２２，９００円 馬単： ４５，１８５，８００円 ワイド： ２５，６６３，６００円

３連複： ８９，８３２，０００円 ３連単： １７７，０００，０００円 計： ４８２，７８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３４０円 � ４００円 � １８０円 枠 連（１－２） ４，９６０円

馬 連 �� ５，６８０円 馬 単 �� １２，０７０円

ワ イ ド �� １，６２０円 �� ８５０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ７，６１０円 ３ 連 単 ��� ６８，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２３９３３７ 的中 � １４３２０（５番人気）
複勝票数 計 ３５２８０５ 的中 � ２５１０６（５番人気）� ２０６９６（６番人気）� ６２３７３（２番人気）
枠連票数 計 １６６７０５ 的中 （１－２） ２４８２（１９番人気）
馬連票数 計 ６９２２２９ 的中 �� ９０００（２１番人気）
馬単票数 計 ４５１８５８ 的中 �� ２７６５（３９番人気）
ワイド票数 計 ２５６６３６ 的中 �� ３８２１（２０番人気）�� ７６２７（８番人気）�� ６０７８（１２番人気）
３連複票数 計 ８９８３２０ 的中 ��� ８７１２（２６番人気）
３連単票数 計１７７００００ 的中 ��� １８９７（１９１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１０．８―１１．６―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．２―４４．８―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスマルシゲ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー ２０１１．７．３０ 小倉８着

２００９．４．１生 牝２青鹿 母 クローバタテヤマ 母母 ハツノアモーレ ３戦１勝 賞金 １７，３９２，０００円
〔制裁〕 テイエムハエンカゼ号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１０番へ

の進路影響）
〔その他〕 カシノエルフ号の調教師日吉正和から，最後の直線コースでのテイエムハエンカゼ号の進路の取り方について，走行妨

害の申立てがあったが棄却。

２３１０６ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９日 第１０競走 ��
��１，７００�

ひ ら お だ い

平 尾 台 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００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� パルラメンターレ 牡４鹿 ５７ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４９０－ ２１：４３．６ １．４�

２２ � タ コ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ４９６－ ４１：４３．９２ １２．２�
５５ � バトルドンジョン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４７４＋ ４１：４４．４３ ７．４�
１１ マルタカタキオン 牡８栗 ５７ 佐久間寛志國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ４９８＋ ４１：４４．５クビ ２６３．６�
７８ テ ツ キ セ キ 牡５黒鹿５７ 幸 英明木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３８－ ６１：４４．９２	 ２２．８�
６６ ライコウテンユウ 牡６栗 ５７ 高倉 稜内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２０－ ２１：４５．０クビ ８１．６�
８１１� エーシンクラウニン 
５鹿 ５７ 酒井 学平井 泰男氏 川村 禎彦 浦河 平成ファーム ４９４＋ ６１：４６．４９ ３３４．８�
６７ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅広尾レース	 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ ４０．３

７９ エ ア リ ー ズ 牡７鹿 ５７ 田中 克典名古屋友豊	 作田 誠二 静内 グランド牧場 ４８２＋ ２１：４６．５クビ ５３５．０�
３３ ミッキーバラード 牡４鹿 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５２４± ０１：４６．９２	 ５．９�
４４ � テーオーエンジェル 牝６栗 ５５ 藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４６２± ０１：４７．１１	 ４３．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，６６１，９００円 複勝： ９８，４４７，３００円 枠連： １５，８２５，７００円

馬連： ８１，４５３，５００円 馬単： ７７，８２２，９００円 ワイド： ３１，３１６，７００円

３連複： ９８，００８，６００円 ３連単： ３０３，０８９，５００円 計： ７４２，６２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（２－８） ７３０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １８０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３６６６１９ 的中 � ２２１８４６（１番人気）
複勝票数 計 ９８４４７３ 的中 � ６９６９１０（１番人気）� ３６９２２（４番人気）� ８１２８５（２番人気）
枠連票数 計 １５８２５７ 的中 （２－８） １６０６５（３番人気）
馬連票数 計 ８１４５３５ 的中 �� ７６８３７（３番人気）
馬単票数 計 ７７８２２９ 的中 �� ６０６４４（３番人気）
ワイド票数 計 ３１３１６７ 的中 �� ２２９２１（４番人気）�� ５４４５５（１番人気）�� １０７１９（９番人気）
３連複票数 計 ９８００８６ 的中 ��� ７８２７７（２番人気）
３連単票数 計３０３０８９５ 的中 ��� ７３３８１（７番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．１―１１．４―１２．２―１２．０―１２．１―１２．５―１２．１―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．２―４１．４―５３．４―１：０５．５―１：１８．０―１：３０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パルラメンターレ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００９．１２．６ 阪神２着

２００７．４．１０生 牡４鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ９戦４勝 賞金 ５０，６５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２３１０７ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９日 第１１競走 ��
��２，０００�

ぷ さ ん

釜山ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 １７５，０００円 ５０，０００円 ２５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

７７ エクスペディション 牡４栗 ５７ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６± ０１：５８．３ １．２�

２２ ワルキューレ 牝７青 ５５ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ４８８＋ ４１：５８．７２� １３．１�
１１ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 藤岡 康太平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ９．８�
４４ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５０４＋１２１：５９．０１� ６．９�
５５ 	 スカイリュウホー 牡７鹿 ５７ 小牧 太小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ４１：５９．４２� １３．６�
８８ ナリタキングパワー 
６栗 ５７ 幸 英明�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ２２：００．２５ １３６．９	
３３ セ ン ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４８２＋ ２２：００．５１� ８１．４

６６ 	 トウカイプライム 牡６黒鹿５７ 和田 竜二内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５０－ ２２：００．６クビ ９３．３�

（８頭）

売 得 金

単勝： ５２，０１３，６００円 複勝： １１５，４１６，３００円 枠連： 発売なし

馬連： １０８，５８１，８００円 馬単： １０８，７２３，６００円 ワイド： ３６，３４１，８００円

３連複： １０７，２２２，０００円 ３連単： ４８４，１３８，２００円 計： １，０１２，４３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ２２０円 � １６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ２，９７０円

票 数

単勝票数 計 ５２０１３６ 的中 � ３４３６７１（１番人気）
複勝票数 計１１５４１６３ 的中 � ８５４０２１（１番人気）� ４５２８６（５番人気）� ７７０９２（３番人気）
馬連票数 計１０８５８１８ 的中 �� １３０３３８（４番人気）
馬単票数 計１０８７２３６ 的中 �� １０６２８９（４番人気）
ワイド票数 計 ３６３４１８ 的中 �� ３１１１５（４番人気）�� ５５４５８（３番人気）�� １１３２５（９番人気）
３連複票数 計１０７２２２０ 的中 ��� ８４９７６（５番人気）
３連単票数 計４８４１３８２ 的中 ��� １２０４６９（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．４―４９．６―１：０１．３―１：１３．１―１：２４．６―１：３５．８―１：４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．２―３F３３．７
１
３
３，４（２，６）７，１（８，５）
６（４，７）（３，２，１）－（８，５）

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

勝馬の
紹 介

エクスペディション �

父 ステイゴールド �


母父 Lyphard デビュー ２０１０．７．１０ 阪神２着

２００７．５．１７生 牡４栗 母 ビ ー モ ル 母母 Bemis Heights １１戦５勝 賞金 ７６，３５４，０００円

２３１０８ ８月２７日 晴 良 （２３小倉４）第９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

５１０ リビングプルーフ 牝４鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ４１：０８．１ ４．７�

４７ トップルビー 牝３黒鹿５２ 鮫島 良太�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４２４＋１０１：０８．２� ５５．３�
８１７ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５２ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４７６－１６１：０８．３� １５．１�
７１３ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３８＋ ８１：０８．５１� １１．２�
３５ バノックバーン 牡３栗 ５４ 北村 友一 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ５００－ ２ 〃 ハナ ７４．４�
８１８ マ ギ ス ト ラ 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２ 〃 ハナ ４５．０�
６１２ エイシンフェアリー 牝５栗 ５５ 浜中 俊平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム B４６６＋１４ 〃 ハナ ２．８	
６１１ スズカサクセス 牡４鹿 ５７

５５ △国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６８－ ６１：０８．６クビ １４．６

２４ ニホンピロエリナ 牝４芦 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４４２± ０ 〃 クビ １２．４�
４８ 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 ４５２＋ ６ 〃 アタマ ５１．７�
３６ ヒカリトリトン 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９０－ ２１：０８．７クビ １４．４�
２３ シゲルジュウヤク 牡３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４７２＋１２１：０８．８� １９３．９�
１１ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４６＋ ６１：０８．９クビ ５．４�
７１４ パンドラクラウン 牝３黒鹿 ５２

５１ ☆高倉 稜栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４３８＋ ２１：０９．０� １４４．３�
７１５ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲水口 優也井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４０８± ０１：０９．１� ８３．９�
５９ ライブリユラナス 牡３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 谷口育成牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ２３１．６�
８１６ スマイルバラッド 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 B４７４＋１０ 〃 ハナ ６０．０�
１２ カシノダンガン 牡３黒鹿５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４７２＋ ２１：０９．９５ ３７０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，４１９，８００円 複勝： ４５，１１８，８００円 枠連： ２７，４３２，９００円

馬連： ９７，６９３，０００円 馬単： ５８，２５６，１００円 ワイド： ３７，２０１，３００円

３連複： １３２，３６３，１００円 ３連単： ２５４，７４４，４００円 計： ６８２，２２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � １，２６０円 � ４００円 枠 連（４－５） ５，７３０円

馬 連 �� １６，４２０円 馬 単 �� ２３，４３０円

ワ イ ド �� ３，８００円 �� １，３３０円 �� ６，４３０円

３ 連 複 ��� ４７，９４０円 ３ 連 単 ��� ２５７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２９４１９８ 的中 � ５０２０３（２番人気）
複勝票数 計 ４５１１８８ 的中 � ６９５７８（２番人気）� ７８１５（１２番人気）� ２８４０１（７番人気）
枠連票数 計 ２７４３２９ 的中 （４－５） ３５３４（２３番人気）
馬連票数 計 ９７６９３０ 的中 �� ４３９３（４０番人気）
馬単票数 計 ５８２５６１ 的中 �� １８３５（６９番人気）
ワイド票数 計 ３７２０１３ 的中 �� ２３８８（３７番人気）�� ７０８９（１６番人気）�� １３９８（５０番人気）
３連複票数 計１３２３６３１ 的中 ��� ２０３８（１２２番人気）
３連単票数 計２５４７４４４ 的中 ��� ７２９（６４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．０―１１．３―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．５―４４．８―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．６
３ １７（６，１２）１（４，１０，１６）－（７，１１）３（５，９）８，１３，１８－１４，２，１５ ４ １７，１２，６（１，１０，１６）（４，７，１１）－（３，５）９（１３，８）１８－１４（２，１５）

勝馬の
紹 介

リビングプルーフ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．８ 新潟４着

２００７．３．９生 牝４鹿 母 プルーフオブラヴ 母母 ページプルーフ １８戦３勝 賞金 ２７，１１０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ソングソングソング号・ロングコウテイ号

追 加 記 事（第4回小倉競馬第 8日第 8競走）

〔その他〕　ワンダーソング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

〔鼻出血による出走制限〕　ワンダーソング号は，平成 23 年 9 月 21 日まで出走できない。



（２３小倉４）第９日 ８月２７日（土曜日） 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

１９２，８９０，０００円
３，１４０，０００円
４，７３０，０００円
１，１７０，０００円
１８，２６０，０００円
５９，０４４，５００円
５，０２４，４００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
２７５，６３６，４００円
５１２，８６８，２００円
１５２，３２５，７００円
６３１，２６０，９００円
５０１，５６７，２００円
２６５，１０２，２００円
８１８，２８１，４００円
１，９００，５１５，６００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 ５，０５７，５５７，６００円

総入場人員 ７，１７７名 （有料入場人員 ６，１７９名）


