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２２０９７ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

１１ クロフネサプライズ 牝２芦 ５４ 浜中 俊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５６－ ２１：０８．２ ２．４�

２２ パ リ ュ ー ル 牝２鹿 ５４ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４１８± ０ 〃 ハナ ５．２�
６６ エイティグローリー 牝２栗 ５４ 田辺 裕信前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４１４－ ４１：０９．１５ ３０．７�
６７ カシノワルツ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 ４２２－ ４１：０９．３１� ９６．８�
８１１ クインスウィーティ 牝２芦 ５４

５１ ▲藤懸 貴志田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４１８＋ ８ 〃 ハナ ６．１�
４４ ジョウショーピアス 牝２栗 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 ４４２± ０１：０９．４クビ ５．４�
８１０ コウエイターボ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ５．５�
７８ シ ギ ル 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 道見牧場 ４５２－ ２１：０９．６１� ２１．７	
３３ ヤマニンエトレンヌ 牝２栗 ５４ 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４７０－ ６１：０９．９１� １０５．６

７９ ジョロキアキャット 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 ３８８－ ４１：１０．０� １４９．４�

５５ テイエムジャズ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４０４－ ２１：１０．６３� ２９７．９

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，７００，６００円 複勝： ２４，７８４，６００円 枠連： ７，８０６，４００円

馬連： ２６，７００，２００円 馬単： ２１，６７２，３００円 ワイド： １３，４５８，２００円

３連複： ４２，５４５，４００円 ３連単： ７７，０７２，５００円 計： ２２６，７４０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ５９０円 枠 連（１－２） ６２０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，１１０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ４，８７０円 ３ 連 単 ��� １０，８９０円

票 数

単勝票数 計 １２７００６ 的中 � ４３３１５（１番人気）
複勝票数 計 ２４７８４６ 的中 � ７１７３４（１番人気）� ３５５４３（４番人気）� ７２３３（７番人気）
枠連票数 計 ７８０６４ 的中 （１－２） ９４０９（２番人気）
馬連票数 計 ２６７００２ 的中 �� ３４５６１（１番人気）
馬単票数 計 ２１６７２３ 的中 �� １８０２８（１番人気）
ワイド票数 計 １３４５８２ 的中 �� １５９８６（１番人気）�� ２７１６（１４番人気）�� １７３１（１９番人気）
３連複票数 計 ４２５４５４ 的中 ��� ６４５７（１６番人気）
３連単票数 計 ７７０７２５ 的中 ��� ５２２６（３８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．０―１１．５―１１．６―１２．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロフネサプライズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．８．４ 小倉４着

２０１０．２．２５生 牝２芦 母 アイアンブリッジ 母母 パイナップルスター ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

２２０９８ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第２競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３８．１
２：３７．４

良

良

３５ ラブラドライト �３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２２：３８．５ ３．５�

１１ グ ル ト ッ プ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４－１０ 〃 クビ ２２．０�
８１５ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８２：３８．６クビ １９．８�
１２ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５２８－ ２２：３９．０２� ７．２�
３６ サトノローレル 牡３芦 ５６ 藤岡 康太里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５７６＋ ６ 〃 クビ ７２．２�
４７ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ６２：３９．１クビ ３．０�
８１６ アスカノラポール 牡３栗 ５６ 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２４－ ４ 〃 アタマ ５．０	
５９ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 幸 英明田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ６２：３９．２� １４．２

６１１ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 北村 友一�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８４－ ２２：３９．３� ２３．３�
２３ セ ン グ レ ン 牡３青鹿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 ４５８－１０２：３９．４� ２３．２
６１２ アシタハドッチダ 牡３鹿 ５６ 高倉 稜杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 山岡ファーム ４６４－ ４２：３９．８２� １４０．３�
７１３ リッカシェクル 牡３鹿 ５６ 酒井 学立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ４０６－ ２２：３９．９� ２４３．８�
７１４ シゲルザボン 牡３黒鹿５６ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 田原橋本牧場 ５００－ ４２：４０．２１� ４１２．１�
４８ シゲルブンタン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 藤原牧場 ４７８－ ４２：４１．１５ ２２０．７�
２４ パープルベスト 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４４２＋ ８２：４２．２７ ５７８．０�
５１０ ワイドラブナ 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一幅田 昌伸氏 梅田 智之 浦河 杵臼牧場 ４９２＋１０２：４６．２大差 ３５３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２０９，６００円 複勝： ３３，３２０，４００円 枠連： ９，７３２，６００円

馬連： ３３，６４７，１００円 馬単： ２３，２４１，５００円 ワイド： １７，９３１，３００円

３連複： ５２，９０５，４００円 ３連単： ７９，４２１，７００円 計： ２６６，４０９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ５６０円 � ４９０円 枠 連（１－３） １，０８０円

馬 連 �� ３，８４０円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド �� １，２００円 �� １，３９０円 �� ５，３６０円

３ 連 複 ��� ２８，１３０円 ３ 連 単 ��� １２３，１４０円

票 数

単勝票数 計 １６２０９６ 的中 � ３７４９３（２番人気）
複勝票数 計 ３３３２０４ 的中 � ６７８１２（２番人気）� １３２１４（８番人気）� １５５３７（６番人気）
枠連票数 計 ９７３２６ 的中 （１－３） ６６９９（５番人気）
馬連票数 計 ３３６４７１ 的中 �� ６４７７（１２番人気）
馬単票数 計 ２３２４１５ 的中 �� ２８１２（２１番人気）
ワイド票数 計 １７９３１３ 的中 �� ３７５６（１３番人気）�� ３２３０（２２番人気）�� ７９９（４２番人気）
３連複票数 計 ５２９０５４ 的中 ��� １３８８（７４番人気）
３連単票数 計 ７９４２１７ 的中 ��� ４７６（３３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．１―１２．６―１２．７―１２．８―１３．１―１２．２―１１．７―１１．４―１１．７―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．５―１：０１．２―１：１４．０―１：２７．１―１：３９．３―１：５１．０―２：０２．４―２：１４．１―２：２６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブラドライト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．１７ 阪神１６着

２００９．５．１５生 �３鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー ３戦１勝 賞金 ６，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイドラブナ号は，平成２４年９月２５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 トウカイボイジャー号・ビコークラウン号
（非抽選馬） １頭 ポートポケット号

第２回 小倉競馬 第９日



２２０９９ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第３競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

１１ テイエムキュウベエ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 ４９０＋ ８ ５９．０ ３．８�

７１１ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 酒井 学脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４４０＋ ６ ５９．４２� ３．８�
２２ エイユーラピス 牝３鹿 ５４ 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 ４６２＋ ４ ５９．７２ ３．８�
３３ アブクマペレ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介浜野順之助氏 藤沢 則雄 浦河 村下牧場 ５３０± ０ 〃 アタマ ２７．８�
５８ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６ 高倉 稜山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４３８± ０ ５９．８クビ ７．５�
６１０� ウエストヒューモア 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志加藤 守氏 矢作 芳人 米 Maynard Farm
& B. A. Man, Inc. ４３８－ ６１：００．１１� ４９．５�

８１４ コ ン ア ニ マ 牝３栗 ５４ 北村 友一永田 和彦氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４４６－１４１：００．２クビ ２０．３�

６９ シゲルナツメ 牝３鹿 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４５８－ ４ 〃 クビ ２０５．６	
３４ バトルマグマ 牡３栗 ５６ 幸 英明宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４５２－１０１：００．３クビ ３１．８

５７ ロイヤルチョイス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二�G１レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６－ ６１：００．８３ ７５．３�

４５ � シゲルパッション 牡３栗 ５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 藤岡 範士 米 Northwest
Farms LLC ４７２＋ ２ 〃 ハナ １１５．５

４６ � アンコンソールド 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 米 Herman
Sarkowsky ４５８－ ４ 〃 クビ ７．１�

８１３ マイネアンティーク 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：０１．９７ ４５．６�
７１２ コンパルソリー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１０± ０ （競走中止） １０２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２４３，９００円 複勝： ２５，７６７，８００円 枠連： ８，３２６，６００円

馬連： ２９，９６１，４００円 馬単： ２１，６３９，７００円 ワイド： １５，９９１，６００円

３連複： ４５，５１９，５００円 ３連単： ７５，１６１，５００円 計： ２３６，６１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（１－７） ５６０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ５，０９０円

票 数

単勝票数 計 １４２４３９ 的中 � ２９５９１（３番人気）
複勝票数 計 ２５７６７８ 的中 � ４１９３６（３番人気）� ５８５４４（１番人気）� ５６１７５（２番人気）
枠連票数 計 ８３２６６ 的中 （１－７） １１０６６（１番人気）
馬連票数 計 ２９９６１４ 的中 �� ２８８６７（３番人気）
馬単票数 計 ２１６３９７ 的中 �� ９２７８（６番人気）
ワイド票数 計 １５９９１６ 的中 �� １４０９８（３番人気）�� １４６５１（２番人気）�� １５２８７（１番人気）
３連複票数 計 ４５５１９５ 的中 ��� ４１４４２（１番人気）
３連単票数 計 ７５１６１５ 的中 ��� １０９０４（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３４．０―４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．４
３ ・（１，８）１４（２，３）１１（４，６）５－９－７，１０，１３ ４ ・（１，８）－１４（２，１１）３－（４，６）－（５，９）７，１０－１３

勝馬の
紹 介

テイエムキュウベエ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．７．３０ 小倉８着

２００９．３．３０生 牡３栗 母 テイエムグラマー 母母 ロストコース ９戦１勝 賞金 ８，６５０，０００円
〔競走中止〕 コンパルソリー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アイノスタビライザ号・シゲルグアバ号・ブラックウィドー号

２２１００ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：０７．１良

５５ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 小坂 忠士田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４６０＋１０３：１４．５ ６．１�

７７ マルカファントム 牡４鹿 ６０
５７ ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４５０－ ８３：１５．７７ ４２．７�

２２ � タビニデヨウ 牡４芦 ６０ 田村 太雅小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 ４３８－１８３：１６．５５ １８．７�
４４ テンシノマズル 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠岩� 僖澄氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６２＋ ４３：１７．３５ ２４．３�
８９ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５８ 中村 将之礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ７．４�
６６ リアルブラック �３青鹿５８ 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４７４± ０３：１８．３６ ４６．５�
８８ � テイエムサウスダン 牡４栗 ６０ 難波 剛健竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４７６－ ４３：２０．０大差 ２４．０	
１１ スリーキャピトル 牝３鹿 ５６ 植野 貴也永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４６２＋１０３：２０．１� １００．６

３３ メイショウルシェロ 牝７黒鹿５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ６ （競走中止） １．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １１，４７９，８００円 複勝： ２７，３６２，７００円 枠連： ５，６４１，５００円

馬連： １９，０４６，６００円 馬単： ２０，８８３，１００円 ワイド： １０，３１８，１００円

３連複： ２９，３８９，７００円 ３連単： ８２，１５１，９００円 計： ２０６，２７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２７０円 � １，１８０円 � ５２０円 枠 連（５－７） ９，０２０円

馬 連 �� ６，１２０円 馬 単 �� １５，３７０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ６１０円 �� ３，３６０円

３ 連 複 ��� １９，１８０円 ３ 連 単 ��� １４０，３５０円

票 数

単勝票数 計 １１４７９８ 的中 � １５０６０（２番人気）
複勝票数 計 ２７３６２７ 的中 � ３０６２４（２番人気）� ５４１７（７番人気）� １３５５４（４番人気）
枠連票数 計 ５６４１５ 的中 （５－７） ４６２（１６番人気）
馬連票数 計 １９０４６６ 的中 �� ２２９９（１６番人気）
馬単票数 計 ２０８８３１ 的中 �� １００３（３０番人気）
ワイド票数 計 １０３１８１ 的中 �� １５５５（１６番人気）�� ４４６６（７番人気）�� ７２４（２７番人気）
３連複票数 計 ２９３８９７ 的中 ��� １１３１（３８番人気）
３連単票数 計 ８２１５１９ 的中 ��� ４３２（１９５番人気）

上り １マイル １：４８．７ ４F ５２．５－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

�
�
２－７（６，３）５，４－８－９－１
５，２－７－４－９－６＝８－１

勝馬の
紹 介

シ ャ ロ ー ム �

父 マヤノトップガン �


母父 Caerleon デビュー ２００８．１．６ 京都９着

２００５．５．１１生 牡７栗 母 カ ー ロ ッ サ 母母 Prairie Darling 障害：１５戦１勝 賞金 ２５，６３０，０００円
〔競走中止〕 メイショウルシェロ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため２周目２号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



２２１０１ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５１０ ヤマニンカヴァリエ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ５０６＋２０１：０７．８ ９．５�

６１２ ビューティサフラン 牝３黒鹿５４ 北村 友一海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４３８± ０１：０８．０１� ４．６�
２４ アイルランドローズ 牝３栗 ５４ 浜中 俊細川祐季子氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４３６＋ ２１：０８．２１� ８．２�
８１６ アルフィルク 牝３栗 ５４ 川須 栄彦 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４２８－ ２１：０８．３クビ ３．３�
３６ パレディウム 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－１４ 〃 クビ ８．８�
１２ サマーロータス 牝３栗 ５４ 芹沢 純一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新ひだか 武 牧場 B４５８－ ８１：０８．４� ４３．０	
４７ フォレストピア 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム ４７２－ ４１：０８．５クビ ２１．１


７１３ ポエティカル 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９４－ ２１：０８．６� ５６．３�
６１１ エイユーラズリー 牝３鹿 ５４ 小牧 太笹部 和子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼牧場 ４３４－１０ 〃 クビ １１０．２�
７１４ ク ー デ タ ー 牡３黒鹿５６ 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム ４５４－ ４１：０８．７� ６１．７
８１７ ア ル ー ア 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２－ ２ 〃 ハナ ４８．１�

７１５ ハッピーショット 牝３鹿 ５４ 酒井 学馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：０８．８� ９７．０�
８１８ クラウンザショパン 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 大栄牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ２９．８�
４８ エーティードンタク 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太荒木 徹氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 ４６６－ ２１：０８．９� ８．３�
５９ オールゴーウェル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４１２± ０ 〃 アタマ ２４．３�
３５ サ フ ァ ー ガ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８１：１０．０７ ２３．０�
１１ クラウンモンロー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介矢野 悦三氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２＋２２１：１０．２１� ２９２．８�
２３ キャンドルナイト 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ３９８ ―１：１３．８大差 １２８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，６７９，４００円 複勝： ２９，６４８，２００円 枠連： １４，３０３，０００円

馬連： ４０，８１４，１００円 馬単： ２６，５０７，５００円 ワイド： ２１，４３１，０００円

３連複： ６１，７５１，１００円 ３連単： ９１，４６０，１００円 計： ３０１，５９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（５－６） １，５００円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� １，３８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ７，８１０円 ３ 連 単 ��� ４１，７２０円

票 数

単勝票数 計 １５６７９４ 的中 � １３１４４（６番人気）
複勝票数 計 ２９６４８２ 的中 � ２２４６３（６番人気）� ５５９２３（２番人気）� ２５１００（５番人気）
枠連票数 計 １４３０３０ 的中 （５－６） ７０６６（６番人気）
馬連票数 計 ４０８１４１ 的中 �� １６９４６（６番人気）
馬単票数 計 ２６５０７５ 的中 �� ５４８９（１１番人気）
ワイド票数 計 ２１４３１０ 的中 �� ５３３９（９番人気）�� ３７２４（１７番人気）�� ７７６８（４番人気）
３連複票数 計 ６１７５１１ 的中 ��� ５８３８（２３番人気）
３連単票数 計 ９１４６０１ 的中 ��� １６１８（１１０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．９―１１．４―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．０―４４．４―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンカヴァリエ �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 タニノギムレット デビュー ２０１１．１１．６ 京都４着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 ヤマニンフェリーヌ 母母 ワンオブアクライン ８戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔制裁〕 エーティードンタク号の調教師木原一良は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 ビューティサフラン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャンドルナイト号は，平成２４年９月２５日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ビューティサフラン号は，平成２４年９月２５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ケルンフォーティー号・スズカサリュート号・フォールメドウ号・メイショウミヤコ号

２２１０２ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３５ セ ヴ ェ ル ス 牡３鹿 ５６ 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ５００＋ ４１：４７．６ １２．４�

１１ ナリタスーパーワン 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６± ０１：４７．７� １．４�

１２ オースミホイップ 牡３鹿 ５６ 酒井 学�オースミ 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４８．４４ １８．６�
３６ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４８８± ０１：４８．５� ８３．６�
２４ ストームセンター 牡３栗 ５６ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４６０± ０１：４８．６クビ １２０．０�
８１６ サウンドブレーヴ 牡３栗 ５６ 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 ４７６－ ４１：４８．７� ２０．４�
５９ アルユニバース 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文	エーティー 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ２１：４８．９� １６．２

５１０ メイショウシンペイ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ １６０．８�
４８ ヒルノマドリード 牡３黒鹿５６ 高田 潤蛭川 正文氏 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 ５３２ ― 〃 クビ ６０．５�
４７ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 B４７４－ ４１：４９．０クビ １３２．３
６１２ リボッラジャッラ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉村 圭司 浦河 藤春 修二 ５３０－ ４１：４９．１� ８．０�
８１５ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４９０－ ６１：４９．２� ３８．４�
７１４ スマイリングノート 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦有限会社シルク村山 明 安平 追分ファーム ４９０－ ４１：５０．２６ １４１．９�
２３ アラタマライト 牡３鹿 ５６ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４４０＋ ６１：５０．３� ４６６．６�
７１３ メイショウタービン 牡３鹿 ５６ 国分 恭介松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４５６－ ２１：５１．６８ １６０．０�
６１１ テディービン 牡３青 ５６ 高倉 稜谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ５００＋ ８ （競走中止） ２０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２９９，５００円 複勝： ６２，４９０，９００円 枠連： １２，３１４，８００円

馬連： ３５，７６６，５００円 馬単： ３５，３６４，２００円 ワイド： ２０，５４０，０００円

３連複： ５２，５２２，６００円 ３連単： １１４，２５３，２００円 計： ３５２，５５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ３７０円 枠 連（１－３） ４９０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，９６０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １８，１３０円

票 数

単勝票数 計 １９２９９５ 的中 � １２３５７（３番人気）
複勝票数 計 ６２４９０９ 的中 � ３６６０４（３番人気）� ４２５７８９（１番人気）� １６２１３（６番人気）
枠連票数 計 １２３１４８ 的中 （１－３） １８７６９（２番人気）
馬連票数 計 ３５７６６５ 的中 �� ４８６５４（２番人気）
馬単票数 計 ３５３６４２ 的中 �� １０５０２（９番人気）
ワイド票数 計 ２０５４００ 的中 �� ２１６１８（２番人気）�� ２２０４（２１番人気）�� １３１２２（４番人気）
３連複票数 計 ５２５２２６ 的中 ��� １８０９５（６番人気）
３連単票数 計１１４２５３２ 的中 ��� ４６５２（５１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．４―３０．４―４３．２―５５．９―１：０８．６―１：２１．２―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

セ ヴ ェ ル ス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１２．１．２１ 京都３着

２００９．３．５生 牡３鹿 母 アジュディケーター 母母 アロープリンセス ５戦１勝 賞金 ７，２５０，０００円
〔競走中止〕 テディービン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エリモベッラ号・シルクヴェリタス号・ワンダージェニアル号
（非抽選馬） ２頭 ダノンルーチェ号・マイソールネスト号



２２１０３ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第７競走 ��
��１，８００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１４＋ ２１：４６．８ ３．９�

２４ フェータルローズ 牝３栗 ５２ 藤岡 康太兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３６± ０１：４７．０１� １．９�
４８ � アウグーリオ 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.
Duffel ４４４－ ４１：４７．１	 ５．５�

３６ カシノペンダント 牝３栗 ５２
４９ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ １３７．１�

１２ リリーファイアー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５００± ０１：４７．３１ ８．７�

３５ アイウォントユー 牡５栗 ５７ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５４－１０ 〃 ハナ ４０．５�
６１２ アルアラビアン 牡５鹿 ５７ 北村 友一�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４９２＋ ６１：４７．９３	 ６７．１	
４７ コスモディセント 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 中村 均 日高 中前牧場 ４２４－ ４１：４８．０
 １３．６

８１６ ヤマカツティラノ 牡３鹿 ５４ 高倉 稜山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ２２６．１�
７１３ グレートサミット 牡３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４６２± ０１：４８．１
 １９５．０�
７１４ ファーマペニー 牝４鹿 ５５ 国分 恭介中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４２２＋ ４１：４８．２クビ １６６．５
６１１ コーナーポケット 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：４８．３	 １５６．０�
５１０ マイネルフェイブル 牡３青 ５４ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 ハナ ７７．５�
２３ メイショウバクフウ 牡３栗 ５４ 鮫島 良太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大道 秀男 ４６８－ ２ 〃 クビ ３９３．３�
８１５ イクオリティ 牡３鹿 ５４ 熊沢 重文 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４－ ２１：４８．９３	 １９５．３�

（１５頭）
５９ コンドッティエーレ 牡３栗 ５４ 川田 将雅村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７２± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，０１５，０００円 複勝： ２６，７８４，４００円 枠連： １３，１５７，５００円

馬連： ３２，９６２，６００円 馬単： ２７，４１０，８００円 ワイド： １６，７４１，５００円

３連複： ４２，９９０，６００円 ３連単： ８７，５８１，１００円 計： ２６５，６４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－２） ２６０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 ��� ２，８７０円

票 数

単勝票数 差引計 １８０１５０（返還計 ３４４０） 的中 � ３６９２９（２番人気）
複勝票数 差引計 ２６７８４４（返還計 ６２１０） 的中 � ４８９１１（２番人気）� ８８９９７（１番人気）� ３８２３９（３番人気）
枠連票数 差引計 １３１５７５（返還計 １９６） 的中 （１－２） ３８５６２（１番人気）
馬連票数 差引計 ３２９６２６（返還計 ２９００７） 的中 �� ６９３０６（１番人気）
馬単票数 差引計 ２７４１０８（返還計 ２０２３６） 的中 �� ２６１９０（２番人気）
ワイド票数 差引計 １６７４１５（返還計 １３７２９） 的中 �� ２６７９４（１番人気）�� １１００６（３番人気）�� １６５８３（２番人気）
３連複票数 差引計 ４２９９０６（返還計 ７０１４３） 的中 ��� ５７０７５（１番人気）
３連単票数 差引計 ８７５８１１（返還計１２４５２８） 的中 ��� ２２５７６（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．０―１２．４―１２．０―１１．８―１１．８―１１．６―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３６．７―４８．７―１：００．５―１：１２．３―１：２３．９―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．５
１
３
２（４，８）（１，１３）（６，１２，１６）３（５，７）－１４－１５，１１－１０・（２，４，８）１（１２，１３）６（１６，７，１４）（３，５）１５－１１，１０

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

勝馬の
紹 介

サンレガーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１１．２８ 京都７着

２００８．２．１６生 牝４鹿 母 オネストリーダーリン 母母 Reluctant Guest １９戦３勝 賞金 ３２，１２２，０００円
〔騎手変更〕 カシノペンダント号の騎手森一馬は，事故のため水口優也に変更。
〔競走除外〕 コンドッティエーレ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 カシノペンダント号の調教師二本柳俊一は，同馬の出馬投票に際し負担重量を誤認して騎乗依頼し，騎手変更となったこ

とについて過怠金３０，０００円。

２２１０４ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００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 ブラックアテナ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：４５．９ ２．４�

８１６ ピンウィール 牝３栗 ５２ 北村 友一�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ２１：４６．３２� ３．８�
４８ � レッドデセーオ 牝４栗 ５５ 和田 竜二 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９８＋１６１：４６．９�＋３ ６．７�
２４ � キモンレッド 牝４栗 ５５ 国分 恭介小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 ４６６＋ ４１：４７．４３ １１．８�
７１３ オチャノコサイサイ 牝５黒鹿５５ 高倉 稜 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４６０± ０１：４７．５� ６４．９�
２３ ツィンクルブーケ 牝４芦 ５５ 田辺 裕信吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：４８．２４ １０９．４	
４７ プリンセスエリー 牝５黒鹿５５ 畑端 省吾�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 B５１０＋ ６１：４８．５２ ４５．６

６１２ クルクルリンクル 牝３黒鹿５２ 酒井 学小田切 光氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４＋１２１：５０．４大差 ８１．７�
７１４ ウインアルエット 牝３鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ １３．７�

８１５ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５５ 幸 英明加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４４８－ ２１：５０．９３ ６５．５
３５ ブルーモーメント 牝５鹿 ５５ 小牧 太前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ８１：５２．２８ ４０．７�
１２ アースソング 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８＋１６ （競走中止） ５４．９�
１１ メジロマリシテン 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－１０ （競走中止） ８５．７�
３６ ビューティサン 牝３黒鹿５２ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 ４６４＋ ４ （競走中止） ２９．７�
６１１ サマーハピネス 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 ５１０＋２４ （競走中止） ２６．０�
５９ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５２ 川田 将雅本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４＋ ２ （失格） １６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２４９，７００円 複勝： ４１，０６０，４００円 枠連： １４，９４４，５００円

馬連： ５２，６２６，２００円 馬単： ３５，６０５，８００円 ワイド： ２６，４０３，６００円

３連複： ７５，５６１，３００円 ３連単： １２５，２６７，１００円 計： ３９５，７１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（５－８） ４４０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２４２４９７ 的中 � ８２９６９（１番人気）
複勝票数 計 ４１０６０４ 的中 � １２６６０７（１番人気）� ７２３９５（２番人気）� ４５３４９（３番人気）
枠連票数 計 １４９４４５ 的中 （５－８） ２５５７６（１番人気）
馬連票数 計 ５２６２６２ 的中 �� ６９８３７（１番人気）
馬単票数 計 ３５６０５８ 的中 �� ２７０９８（１番人気）
ワイド票数 計 ２６４０３６ 的中 �� ２９５９９（１番人気）�� ２０１９５（２番人気）�� １１７４８（４番人気）
３連複票数 計 ７５５６１３ 的中 ��� ５０８４８（１番人気）
３連単票数 計１２５２６７１ 的中 ��� ２３３６８（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．５―２９．４―４２．２―５４．９―１：０７．４―１：２０．０―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．５
１
３
１２，１１（２，７）（６，１５）（４，１４）（５，１０）（１，８）１６（３，９）１３
１２（１１，７，９）（１５，１０）（２，１４）６（１，４，８）（３，１６）５，１３

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

勝馬の
紹 介

ブラックアテナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．１９ 京都２着

２００８．４．２生 牝４鹿 母 クルーピアスター 母母 クルーピアレディー １０戦２勝 賞金 ２６，６００，０００円
〔競走中止〕 サマーハピネス号は，４コーナーで他の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ビューティサン号・メジロマリシテン号は，４コーナーで転倒した「サマーハピネス」号に触れてつまずき，騎手が落馬した
ため競走中止。
アースソング号は，４コーナーで転倒した「サマーハピネス」号の影響を受けたため競走中止。

〔失格〕 ブロッケン号は，３位〔タイム１分４６秒４，着差�馬身〕に入線したが，４コーナーで内側に斜行して「サマーハピネス」号の走行
を妨害したため失格。

〔制裁〕 ブロッケン号の騎手川田将雅は，４コーナーで内側に斜行したことについて平成２４年９月１日から平成２４年９月９日まで騎乗
停止。

〔その他〕 ブルーモーメント号は，４コーナーで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。



２２１０５ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）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

九州軽種馬協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

３６ コウエイピース 牝２青鹿５５ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４３８± ０１：０８．９ ３．３�

８１５ カシノランナウェイ �２栗 ５５ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４７０－ ２１：０９．１１� １．６�
３５ カシノサトラップ 牡２栗 ５３ 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 ４７４± ０１：０９．３１� １０．４�
６１１ エスペランサ 牡２栃栗５３ 田辺 裕信山本 武司氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 ４４６＋１０ 〃 ハナ ５８．１�
８１６ カシノコゴロウ 牡２鹿 ５３ 浜中 俊柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４５０＋ ２１：０９．７２� ２５．１�
４７ テイエムイッキュウ 牡２栗 ５３ 幸 英明竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 鹿児島 テイエム牧場 ４８０＋ ８１：０９．８� １７．３�
５９ カシノレアネス 牝２黒鹿５３ 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 ４３２± ０１：１０．１２ １４９．０�
１２ キュウシュウソダチ 牡２鹿 ５３ 和田 竜二西村新一郎氏 柴田 光陽 鹿児島 服部 文明 ４３８＋ ６ 〃 ハナ ８５．１	
２４ � ク ロ ヅ ル 牝２栗 ５５ 田中 直人杉浦 和也氏 東 眞市 宮崎 田上 勝雄 ４４６－ １１：１０．３１� １４９．１


（佐賀） （佐賀）

１１ テイエムオヒサア 牝２黒鹿５３ 中井 裕二竹園 正繼氏 清水 久詞 鹿児島 テイエム牧場 ４２４＋ ２１：１０．５１� ４４８．７�
７１４ エンブレムゴール 牝２黒鹿５３ 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 ４７２＋ ６１：１０．６クビ １５．８�
５１０ カシノスペル 牡２鹿 ５３ 高倉 稜柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４７６＋ ８ 〃 クビ ２３６．８
４８ クラウンアリオン 牡２栗 ５３ 藤懸 貴志矢野 悦三氏 日吉 正和 熊本 本田 土寿 ４５６＋１２１：１０．７クビ ３５４．９�
２３ テイエムハエオドイ 牝２鹿 ５３ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４４０＋ ６１：１１．０１	 １７４．５�
６１２ キリシマシュート 牝２栗 ５３ 鮫島 良太土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋牧場 ３５４＋ ４ 〃 クビ ５６２．７�

（１５頭）
７１３ テイエムハエモンド 牝２鹿 ５３ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，９９２，４００円 複勝： ４８，０８６，８００円 枠連： １６，６５４，８００円

馬連： ５４，８１７，９００円 馬単： ４６，１９１，２００円 ワイド： ２４，３４５，５００円

３連複： ７３，１８８，７００円 ３連単： １９４，１５８，２００円 計： ４８２，４３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－８） １７０円

馬 連 �� ２２０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ３００円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ４８０円 ３ 連 単 ��� ２，２８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４９９２４（返還計 ２２） 的中 � ６０８９０（２番人気）
複勝票数 差引計 ４８０８６８（返還計 ２１） 的中 � ８８２５５（２番人気）� ２５１１１３（１番人気）� ４７４７６（３番人気）
枠連票数 差引計 １６６５４８（返還計 ２９） 的中 （３－８） ７３８７３（１番人気）
馬連票数 差引計 ５４８１７９（返還計 ２２７） 的中 �� １８８０４９（１番人気）
馬単票数 差引計 ４６１９１２（返還計 １３２） 的中 �� ５００６４（２番人気）
ワイド票数 差引計 ２４３４５５（返還計 １１８） 的中 �� ５８６１９（１番人気）�� １５８８８（４番人気）�� ２３４６７（２番人気）
３連複票数 差引計 ７３１８８７（返還計 ８２１） 的中 ��� １１３８９４（１番人気）
３連単票数 差引計１９４１５８２（返還計 １７０３） 的中 ��� ６３０３０（６番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．２―１１．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３３．７―４５．２―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイピース �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２０１２．７．１４ 中京２着

２０１０．２．８生 牝２青鹿 母 ダンツビューティ 母母 ハーモニーゼア ４戦２勝 賞金 ２３，４３６，０００円
〔出走取消〕 テイエムハエモンド号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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。

２２１０６ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第１０競走 ��
��１，８００�

さ い か い

西 海 賞
発走１５時００分 （芝・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２２ アロマティコ 牝３栗 ５２ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４６０＋１０１：４６．９ ３．０�

５５ ロ ベ ル タ 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：４７．１１� ３．０�
６７ リトルダーリン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４２４－ ４１：４７．２� ６．９�
７８ マイユクール 牝４黒鹿５５ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ １０．７�
６６ 	 ベルエアメイダン 牝３鹿 ５２ 和田 竜二榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４４８＋ ６１：４７．３� ２６．５�
３３ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５５ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４７０＋ ２１：４７．４� ４．６	
８１１ スペシャルピース 牝４栗 ５５ 酒井 学�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４６６± ０１：４７．５� １８．８

８１０ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 太宰 啓介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５２± ０１：４８．３５ １１０．８�
１１ 
 レインボーローズ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ４１：４８．４� ７１．６�
４４ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５５ 国分 恭介土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６６－ ２１：４８．９３ １２９．６
７９ 
 ピシーズクイーン 牝５鹿 ５５ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４７０± ０１：４９．１１� ３３３．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８６，５００円 複勝： ４４，９７２，７００円 枠連： １４，３１６，７００円

馬連： ７５，８３３，３００円 馬単： ４９，７９５，３００円 ワイド： ２８，７７４，１００円

３連複： ９２，１０２，４００円 ３連単： ２１１，４６９，６００円 計： ５４６，６５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（２－５） ４９０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４００円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ３，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２９３８６５ 的中 � ７９３３４（１番人気）
複勝票数 計 ４４９７２７ 的中 � ８９３１９（３番人気）� ９９７６１（１番人気）� ６１４８０（４番人気）
枠連票数 計 １４３１６７ 的中 （２－５） ２１７２７（１番人気）
馬連票数 計 ７５８３３３ 的中 �� １１５３２０（１番人気）
馬単票数 計 ４９７９５３ 的中 �� ４１６１１（１番人気）
ワイド票数 計 ２８７７４１ 的中 �� ３６６９６（１番人気）�� １６６９１（６番人気）�� １７８７４（４番人気）
３連複票数 計 ９２１０２４ 的中 ��� ７００８８（２番人気）
３連単票数 計２１１４６９６ 的中 ��� ４４５１６（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．９―３７．０―４８．７―１：００．９―１：１２．９―１：２４．５―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０
１
３
６，３（１，１１）７（４，１０）８－５，２－９
６（１，３）１１（４，７）（１０，５）（８，２）＝９

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

勝馬の
紹 介

アロマティコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．２３ 京都３着

２００９．５．１７生 牝３栗 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー ８戦３勝 賞金 ３６，３５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 レインボーローズ号の騎手藤岡康太は，第８競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
〔制裁〕 ベルエアメイダン号の調教師森秀行は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



２２１０７ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第１１競走 ��
��１，７００�

みやざき

宮崎ステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．８．２７以降２４．８．１９まで１回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２４ ナイスミーチュー 牡５鹿 ５５ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２１：４４．９ １１．０�

８１５ サクラブライアンス 牡５黒鹿５６ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４９４－ ４１：４５．４３ ５６．５�
７１４ マイネルバイカ 牡３鹿 ５３ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４７８＋ ４１：４５．５クビ ４．４�
７１３� ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５３ 国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Thomas L.

Nichols ４７６－ ４ 〃 ハナ ２１４．６�
３６ メタギャラクシー 牡５鹿 ５５ 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４８８＋ ６１：４５．８２ １１．３�
６１１� チョイワルグランパ 牡６黒鹿５３ 小坂 忠士�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５０６－１２１：４５．９� ４２．８�
１１ プレファシオ 牡５芦 ５６ 田辺 裕信 	サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B５０４± ０１：４６．２１	 ７．０

２３ エスジーブルーム 牝３鹿 ５１ 北村 友一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７２± ０１：４６．４１� ５．１�
６１２� タツパーシヴ 牡５芦 ５４ 鮫島 良太鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４８２－１２１：４６．７２ １３１．８�
５１０ デスペラード 牡４鹿 ５８ 安藤 勝己市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４８４－ ８ 〃 ハナ ４．１
３５ ダノンハラショー 牡５栗 ５４ 中井 裕二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：４６．８クビ １６２．１�
４８ セブンサミッツ 牡６栗 ５５ 和田 竜二 	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 ５１８＋１０１：４７．３３ １８．１�
４７ チュウワブロッサム 牝５鹿 ５３ 太宰 啓介中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８０＋ ６１：４７．６１	 ４１．８�
５９ タカオノボル 牡４黒鹿５８ 高倉 稜櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４５２＋１６１：４８．４５ ４６．４�
１２ ビューティーモズ 牝４黒鹿５２ 酒井 学北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８２－ ２１：４８．６１
 １７．７�
８１６ ルグランヴォヤージ 牡５芦 ５５ 川田 将雅 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５２６＋１０１：５０．５大差 １９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，８９６，２００円 複勝： ７８，５４８，０００円 枠連： ４５，３５９，７００円

馬連： １８１，８３７，８００円 馬単： ９６，９４６，１００円 ワイド： ６５，７０７，６００円

３連複： ２７３，８８０，３００円 ３連単： ４６９，５０９，５００円 計： １，２５５，６８５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３２０円 � ９２０円 � １９０円 枠 連（２－８） ２，５８０円

馬 連 �� ２７，６１０円 馬 単 �� ４５，６９０円

ワ イ ド �� ６，４８０円 �� １，０８０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� ４２，４９０円 ３ 連 単 ��� ４１１，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４３８９６２ 的中 � ３１４５３（５番人気）
複勝票数 計 ７８５４８０ 的中 � ６３４７１（５番人気）� １８１４２（１１番人気）� １３４２４６（２番人気）
枠連票数 計 ４５３５９７ 的中 （２－８） １３００４（１２番人気）
馬連票数 計１８１８３７８ 的中 �� ４８６１（６５番人気）
馬単票数 計 ９６９４６１ 的中 �� １５６６（１１７番人気）
ワイド票数 計 ６５７０７６ 的中 �� ２４３９（６５番人気）�� １５５３６（９番人気）�� ４３７０（４５番人気）
３連複票数 計２７３８８０３ 的中 ��� ４７５８（１３１番人気）
３連単票数 計４６９５０９５ 的中 ��� ８４３（１０６０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．４―１１．８―１２．０―１２．６―１３．２―１２．９―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．５―４１．３―５３．３―１：０５．９―１：１９．１―１：３２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ナイスミーチュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Fire Maker デビュー ２００９．１１．２８ 京都６着

２００７．４．１６生 牡５鹿 母 ローザロバータ 母母 May Day Ninety ２８戦５勝 賞金 ７３，３３２，０００円
〔騎手変更〕 プレファシオ号の騎手藤岡康太は，第８競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
〔発走状況〕 マイネルバイカ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。

プレファシオ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 マイネルバイカ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ルグランヴォヤージ号は，４コーナーで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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーシンテンモク号・ポイマンドレース号・メイショウエバモア号

２２１０８ ８月２５日 晴 良 （２４小倉２）第９日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５１０ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５２ 鮫島 良太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４９６＋ ２１：０７．４ ９９．９�

８１８ ナムラハヤテ 牡３黒鹿５４ 川須 栄彦奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 ４６２－１４１：０７．７１� ６．１�
３６ ロ ン ド 牝４青鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６６－ ２ 〃 アタマ ５．０�
３５ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 幸 英明馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７２＋１４１：０７．９１� １４．３�
４８ ゴールデンオブジェ 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６２＋１０ 〃 アタマ ５０．６�
２３ ホットサマーデイ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ３．１�
８１７ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５２ 熊沢 重文八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４－ ６１：０８．０クビ ５８．３	
７１５ カノヤミノリ 牡３芦 ５４ 田辺 裕信神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ７．６

６１１ ニシノモレッタ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ５０８－ ４１：０８．１クビ ３１．１�
５９ トロピカルメジャー 牡３黒鹿５４ 浜中 俊小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４６０＋１０１：０８．３１� ２０．２�
６１２ ピュアソウル 牡３鹿 ５４ 北村 友一 サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４１０＋ ２ 〃 クビ ５．５�
７１３ ビューティバラード 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２８± ０１：０８．４� ８７．５�
４７ カシノアクセル 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４４６＋１０ 〃 クビ ２９６．１�
１２ クラウンエンビー 牡３栗 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５４± ０１：０８．５クビ ４５．６�
７１４� アイアンセラヴィ 牡４鹿 ５７ 国分 恭介池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：０８．６� ９２．６�
２４ � クラウンビースト 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４３８－ ６１：０８．８１� １９９．３�
１１ トーワテレサ 牝５青 ５５ 高倉 稜齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４４６－１８１：０９．５４ ２１２．５�
８１６ ガッテンラヴ 牝３黒鹿５２ 野元 昭嘉本間 充氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６８± ０１：１１．０９ ３１１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，５７０，３００円 複勝： ５４，２０７，５００円 枠連： ２４，３７６，１００円

馬連： ９２，３３１，３００円 馬単： ５３，７２９，９００円 ワイド： ３８，８９０，７００円

３連複： １２４，８１１，２００円 ３連単： ２３２，６２８，７００円 計： ６５３，５４５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，９９０円 複 勝 � １，８７０円 � ２６０円 � ２００円 枠 連（５－８） ５，２００円

馬 連 �� ３０，５５０円 馬 単 �� ７２，９００円

ワ イ ド �� ９，５９０円 �� ７，１００円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ４８，９７０円 ３ 連 単 ��� ４５６，６００円

票 数

単勝票数 計 ３２５７０３ 的中 � ２５７１（１４番人気）
複勝票数 計 ５４２０７５ 的中 � ５９１１（１４番人気）� ５６９７９（４番人気）� ８４６８２（２番人気）
枠連票数 計 ２４３７６１ 的中 （５－８） ３４６６（１８番人気）
馬連票数 計 ９２３３１３ 的中 �� ２２３１（５９番人気）
馬単票数 計 ５３７２９９ 的中 �� ５４４（１２３番人気）
ワイド票数 計 ３８８９０７ 的中 �� ９７１（６５番人気）�� １３１５（５８番人気）�� １１３６７（１０番人気）
３連複票数 計１２４８１１２ 的中 ��� １８８１（１２３番人気）
３連単票数 計２３２６２８７ 的中 ��� ３７６（９１９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１０．８―１１．３―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．３―４４．６―５５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３４．１
３ ・（１０，１３，１８）（３，７，９，１７）５（８，１５）（４，６，１６）１１（１，２，１４）１２ ４ １０（１３，１８）（３，７，９，１７）（５，１５）８，６（４，１１）（２，１６）（１，１４，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウイザヨイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．３．１０ 中京１１着

２００９．３．１９生 牝３鹿 母 シャコービクトリア 母母 ビトゥイーンタイム ７戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
〔騎手変更〕 トロピカルメジャー号の騎手藤岡康太は，第８競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガッテンラヴ号は，平成２４年９月２５日まで平地競走に出走できない。



（２４小倉２）第９日 ８月２５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 １７５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

１８４，７１０，０００円
５，１８０，０００円
１，３４０，０００円
１６，５３０，０００円
６０，９９７，５００円
４，９５７，８００円
１，６７０，４００円

勝馬投票券売得金
２６２，７２２，９００円
４９７，０３４，４００円
１８６，９３４，２００円
６７６，３４５，０００円
４５８，９８７，４００円
３００，５３３，２００円
９６７，１６８，２００円
１，８４０，１３５，１００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 ５，１８９，８６０，４００円

総入場人員 ７，３８４名 （有料入場人員 ６，３３０名）


