
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

22109 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10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
1：46．0

良
良

47 デリッツァリモーネ 牡2鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 21：49．8 1．6�

714 ハピネスダンサー 牝2鹿 54 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：49．9� 5．4�
35 ワクワクカンヲ 牡2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464＋ 2 〃 クビ 10．0�
12 マイネルアミークス 牡2鹿 54

52 △中井 裕二 �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 444－ 21：50．0� 12．5�

612 カ ッ サ イ 牡2鹿 54 松山 弘平 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 484－121：50．1� 9．4	
59 エレメンタリー 牝2黒鹿54 高倉 稜有限会社シルク中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 476－ 81：50．63 76．5

611 オーミバンビーナ 牝2黒鹿54 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 松木 加代 438－ 41：50．7クビ 463．5�
24 セトノヴィラーゴ 牝2栗 54 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 492－ 61：51．02 69．1�
48 コスモアイオライト 牝2芦 54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 444＋121：51．21 30．9
510 テイエムオドロキ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 428＋121：51．62� 161．1�
23 アカリロンドン 牡2鹿 54 酒井 学小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 450－ 61：51．7� 194．9�
11 シゲルクシロ 牝2鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 472＋161：51．8� 67．0�
815 ピッツネイル 牝2芦 54 国分 優作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 506＋ 41：52．43� 28．2�
713 テイエムロカビリー 牡2芦 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 470± 01：52．5� 318．3�
36 パープルパルピナ 牡2鹿 54 小坂 忠士中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 81：52．81� 292．0�
816 メイケイハリケーン 牡2鹿 54 高田 潤名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 480＋ 21：52．9� 332．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，232，000円 複勝： 54，755，600円 枠連： 7，888，700円
馬連： 33，984，700円 馬単： 28，688，400円 ワイド： 19，143，300円
3連複： 53，293，000円 3連単： 107，775，100円 計： 325，760，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（4－7） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 230円 �� 300円 �� 590円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 2，720円

票 数

単勝票数 計 202320 的中 � 105423（1番人気）
複勝票数 計 547556 的中 � 358987（1番人気）� 43403（2番人気）� 32368（4番人気）
枠連票数 計 78887 的中 （4－7） 13814（1番人気）
馬連票数 計 339847 的中 �� 51251（1番人気）
馬単票数 計 286884 的中 �� 32032（1番人気）
ワイド票数 計 191433 的中 �� 24167（1番人気）�� 15975（3番人気）�� 6989（7番人気）
3連複票数 計 532930 的中 ��� 42091（2番人気）
3連単票数 計1077751 的中 ��� 29247（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．4―12．4―12．2―12．3―12．3―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．2―48．6―1：00．8―1：13．1―1：25．4―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
12（4，6）（2，7）3（1，13）（10，14，15）（8，11）（5，16）9
12（2，4）（6，7）（5，3，1，14）15（10，8，13，11）9－16

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

勝馬の
紹 介

デリッツァリモーネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．16 阪神3着

2011．1．25生 牡2鹿 母 ドルチェリモーネ 母母 レモンスフレⅡ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 テイエムロカビリー号の騎手岩崎翼は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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 プレイズペスカ号

22110 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10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 4，600，000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

815 ケイティバローズ 牝3鹿 54 北村 友一猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 488± 01：46．1 2．1�
714 エアマデレーン 牝3青鹿54 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 452± 01：46．63 16．5�
35 サフランパートナー 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 466＋ 61：46．91� 16．9�
510 サンレイフローラ 牝3鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 442± 01：47．0クビ 20．6�
23 アラタマセット 牝3鹿 54 国分 恭介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 430－ 21：47．1� 293．1�
24 ウォーターガール 牝3栗 54 国分 優作山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 430＋ 21：47．31� 122．9	
12 ミラフローレス 牝3黒鹿54 武 豊 
社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：47．61� 4．3�
611 トーホウシラギク 牝3栃栗 54

51 ▲岩崎 翼東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 440＋ 41：47．7� 5．2�
11 メイショウキズナ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋101：48．12� 73．8
48 スマイルユー 牝3青鹿54 鮫島 良太 
三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 51：49．59 24．8�
612 アドマイヤマリリン 牝3栗 54 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 442＋ 41：49．6クビ 11．4�
47 ドラマティコ 牝3栗 54 中村 将之岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 436－22 〃 クビ 123．7�
59 ガールフレンド 牝3栗 54 武 幸四郎北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 398＋121：50．34 287．0�
713 アイズオブラヴァー 牝3鹿 54 高倉 稜有限会社シルク牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 474 ―1：50．51� 181．3�
816 ワンダーブライド 牝3栗 54 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 398＋ 61：50．71� 109．8�
36 スリーアイドル 牝3栗 54 熊沢 重文永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 470－ 61：51．44 294．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，485，100円 複勝： 45，304，500円 枠連： 9，212，000円
馬連： 35，694，400円 馬単： 28，583，000円 ワイド： 19，413，000円
3連複： 50，438，800円 3連単： 101，612，600円 計： 309，743，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 380円 � 390円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 380円 �� 560円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 194851 的中 � 74236（1番人気）
複勝票数 計 453045 的中 � 240487（1番人気）� 17175（6番人気）� 16559（7番人気）
枠連票数 計 92120 的中 （7－8） 7200（4番人気）
馬連票数 計 356944 的中 �� 22983（3番人気）
馬単票数 計 285830 的中 �� 12924（5番人気）
ワイド票数 計 194130 的中 �� 14015（3番人気）�� 8636（6番人気）�� 1612（25番人気）
3連複票数 計 504388 的中 ��� 7427（15番人気）
3連単票数 計1016126 的中 ��� 4570（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．2―55．6―1：07．9―1：20．6―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイティバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．3．24 阪神5着

2010．1．30生 牝3鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 7戦1勝 賞金 11，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーアイドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マコトラヴィッサン号

第２回 小倉競馬 第10日



22111 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10日 第3競走 ��
��1，200�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 4，600，000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

713 レッドサーガ 牝3鹿 54
52 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 466－ 81：08．8 28．8�

612 ミキノティータイム 牝3栗 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 462＋ 41：09．01� 4．4�
59 インプレスシアトル 牝3栗 54 国分 恭介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 436－ 41：09．42� 24．4�
816� フ ギ ン 牝3黒鹿 52

49 ▲岩崎 翼一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 444 ― 〃 アタマ 35．8�

48 ペプチドパール 牝3黒鹿 54
51 ▲藤懸 貴志沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 460＋141：09．61� 28．2�

35 レニンフェア 牡3鹿 56 北村 友一 	社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 510－261：09．7クビ 5．9

611 メイショウソウイン 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 444＋ 2 〃 クビ 3．7�
714 ア ル ジ ャ ン 牡3鹿 56 高田 潤	エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 434＋121：09．91	 154．0�
12 アリオダンテ 牡3黒鹿56 酒井 学 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502 ―1：10．0� 22．4
510 ラッキーレディ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣廣崎 玲子氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 412＋101：10．21	 63．0�
715 メイショウオリヅル 牝3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 466＋141：10．3� 11．4�
11 ロングボラーレ 牝3鹿 54 鮫島 良太中井商事� 小野 幸治 新ひだか 下屋敷牧場 472± 01：10．4� 201．7�
47 メイショウサーフ 牝3鹿 54 水口 優也松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 448 ―1：10．61� 75．1�
817 リモンチェッロ 牝3青鹿54 高倉 稜 	キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋201：11．02� 123．8�
818 ノ イ 牝3鹿 54 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 452± 01：11．21	 4．0�
23 マンテンジャック 牡3鹿 56 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 420 ―1：12．15 187．0�
24 � レッドアルテミス 牝3鹿 54 国分 優作 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto B534＋ 21：12．73� 61．0�

（17頭）
36 シゲルサソリザ 牡3鹿 56 熊沢 重文森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 井高牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，271，400円 複勝： 29，706，100円 枠連： 12，433，800円
馬連： 37，732，300円 馬単： 24，903，900円 ワイド： 20，491，100円
3連複： 52，674，300円 3連単： 84，474，700円 計： 280，687，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 550円 � 200円 � 620円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 5，210円 馬 単 �� 14，710円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 5，480円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 27，970円 3 連 単 ��� 159，860円

票 数

単勝票数 計 182714 的中 � 5006（9番人気）
複勝票数 計 297061 的中 � 12852（6番人気）� 49149（3番人気）� 11095（7番人気）
枠連票数 計 124338 的中 （6－7） 13062（3番人気）
馬連票数 計 377323 的中 �� 5354（16番人気）
馬単票数 計 249039 的中 �� 1250（47番人気）
ワイド票数 計 204911 的中 �� 3978（13番人気）�� 893（46番人気）�� 4100（11番人気）
3連複票数 計 526743 的中 ��� 1390（76番人気）
3連単票数 計 844747 的中 ��� 390（404番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドサーガ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danehill デビュー 2013．5．11 京都14着

2010．4．19生 牝3鹿 母 プラウドビューティー 母母 Honey Bun 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔出走取消〕 シゲルサソリザ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 レッドサーガ号の騎手中井裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・9番）

アルジャン号の騎手高田潤は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・9番）
アルジャン号の騎手高田潤は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

〔その他〕 レッドアルテミス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンテンジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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〕 レッドアルテミス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シンクスマイル号

22112 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10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 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：07．1良

33 メイショウブシドウ 牡4青鹿60 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 454＋ 43：12．3 9．6�
11 コウエイキング �5鹿 61 植野 貴也西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 63：12．72� 5．0�
22 ユウターチェイサー 牡5栗 60 中村 将之北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 464－ 23：13．44 17．6�
66 ジークジオン 牡4栗 60 熊沢 重文幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 480± 03：14．14 14．5�
78 オンワードデューク 牝5栗 58 難波 剛健樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 454＋ 2 〃 アタマ 166．3�
79 シ ー ラ イ フ 牝5芦 58 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 514± 03：14．31� 26．5�
810	 エーシンイグアス 牡5鹿 61 黒岩 悠	栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 530－ 23：14．51� 4．3

67 
 エーシンジーライン 牡8黒鹿60 西谷 誠	栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 498－ 43：14．6� 2．9�
811 ナリタトルネード 牡8栗 60 白浜 雄造	オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 472－143：15．34 17．2�
44 マンノプロジェクト 牡4鹿 60 北沢 伸也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 488＋ 63：15．72� 8．5
55 リリーアタッカー 牡4栗 60 平沢 健治土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 490± 03：22．7大差 41．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，432，200円 複勝： 23，319，300円 枠連： 8，081，900円
馬連： 29，330，000円 馬単： 22，249，200円 ワイド： 14，671，500円
3連複： 43，998，800円 3連単： 79，695，700円 計： 237，778，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 270円 � 190円 � 290円 枠 連（1－3） 2，390円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，720円 �� 910円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 47，550円

票 数

単勝票数 計 164322 的中 � 13588（5番人気）
複勝票数 計 233193 的中 � 22220（5番人気）� 36228（2番人気）� 19795（6番人気）
枠連票数 計 80819 的中 （1－3） 2503（10番人気）
馬連票数 計 293300 的中 �� 10470（9番人気）
馬単票数 計 222492 的中 �� 3702（20番人気）
ワイド票数 計 146715 的中 �� 4851（9番人気）�� 2040（24番人気）�� 4031（10番人気）
3連複票数 計 439988 的中 ��� 4499（28番人気）
3連単票数 計 796957 的中 ��� 1237（168番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．7－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシドウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Creek デビュー 2011．8．14 小倉4着

2009．2．16生 牡4青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too 障害：6戦2勝 賞金 21，900，000円



22113 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20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
1：07．8
1：07．8

良
良

22 ピクニックソング 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 440 ―1：10．4 8．8�
611 アグネスミライ 牝2鹿 54

52 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 470 ―1：10．5� 20．6�
47 レ ガ リ ア 牡2鹿 54 国分 恭介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 502 ―1：10．6� 14．2�
713 ロングリバイバル 牡2鹿 54 北村 友一中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 488 ― 〃 アタマ 7．9�
59 ジューンブライトン 牡2鹿 54 松山 弘平吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 452 ―1：10．7クビ 5．1�
814 クリノツネチャン 牝2栗 54 鮫島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 438 ―1：10．8� 61．8�
23 サンライズアルブル 牡2黒鹿54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：10．9クビ 35．7	
610 ラ ヴ ィ オ リ 牝2黒鹿54 高倉 稜星野 祐介氏 鈴木 孝志 日高 西野 春樹 442 ― 〃 アタマ 5．0

35 ビットアリエス 牝2青鹿54 酒井 学礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 452 ―1：11．0� 7．4�
34 エイシンスペーシア 牡2栗 54 太宰 啓介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 458 ― 〃 ハナ 74．7
58 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 484 ―1：11．1� 13．3�
46 ジョウショーバジル 牝2鹿 54 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 458 ―1：12．05 142．3�
712 バーンアウル 牝2鹿 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：12．21	 6．9�
815 シゲルミカワ 牡2栗 54 武 幸四郎森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 484 ―1：12．3� 16．7�
11 シゲルエッチュウ 牡2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 462 ―1：12．51	 35．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，325，000円 複勝： 27，826，900円 枠連： 14，334，600円
馬連： 41，383，400円 馬単： 26，651，400円 ワイド： 20，674，300円
3連複： 58，632，300円 3連単： 86，732，400円 計： 294，560，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 330円 � 720円 � 430円 枠 連（2－6） 1，520円

馬 連 �� 7，700円 馬 単 �� 15，600円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 2，170円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 43，360円 3 連 単 ��� 225，390円

票 数

単勝票数 計 183250 的中 � 16551（6番人気）
複勝票数 計 278269 的中 � 24244（5番人気）� 9456（10番人気）� 17142（8番人気）
枠連票数 計 143346 的中 （2－6） 6997（8番人気）
馬連票数 計 413834 的中 �� 3967（36番人気）
馬単票数 計 266514 的中 �� 1261（68番人気）
ワイド票数 計 206743 的中 �� 1748（39番人気）�� 2369（32番人気）�� 1410（45番人気）
3連複票数 計 586323 的中 ��� 998（134番人気）
3連単票数 計 867324 的中 ��� 284（705番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―11．9―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．4―46．3―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 5（9，10）（2，15）7，8（3，11）13（1，4，6，12，14） 4 ・（3，5，9）（2，10）（11，7，8，15）（4，13）（1，6，14）－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピクニックソング �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2011．5．8生 牝2鹿 母 コウユーノミチ 母母 オフトメロディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22114 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10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

611 ゴーイングベル 牡3芦 56
53 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498＋ 41：45．9 3．7�

23 � ベルサリエーレ 牡3鹿 56 松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita 488＋ 4 〃 ハナ 2．4�

11 � エイシンガリレイ 牡3鹿 56 太宰 啓介平井 克彦氏 沖 芳夫 愛 Smithfield
Inc 510－ 21：46．21� 15．0�

36 ライドンシャフト 牡3栗 56 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 500－ 61：46．3	 12．1�
612 キングスクルーザー 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 452－ 61：46．4	 21．1�
816 スプリングデジレ 牝3鹿 54 武 幸四郎加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 464± 01：46．61 54．2	
48 ミカサパワー 
3黒鹿56 国分 恭介西浦 和男氏 音無 秀孝 浦河 梅田牧場 B442＋ 41：46．7	 262．5

815� エイシンラムダ 牡3鹿 56 熊沢 重文平井 克彦氏 坂口 正則 米 Fred W.

Hertrich III 462－101：46．8� 37．8�
713 エーティーダンガン 牡3青鹿56 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 458－ 21：46．9	 146．3�
24 キョウワクリスタル 牡3黒鹿56 酒井 学�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 438－ 21：47．75 107．6
47 � トゥービーハッピー 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�グランド牧場 角居 勝彦 米 Yoshiyuki Ito 462＋14 〃 アタマ 59．5�
59 ラジアントカット 牡3栗 56 幸 英明�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 472＋ 21：48．55 19．7�
35 レガリテート 牡3鹿 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 81：49．88 10．3�
510� ゴーナインティーン 牡3栗 56 武 豊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Mrs. Jerry

Amerman 534 ―1：51．6大差 10．2�
12 メイショウトモキリ 
3鹿 56 水口 優也松本 好雄氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 514－ 21：51．92 30．9�
714 ミリタリーアーツ 牡3栗 56 中村 将之吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 440＋ 6 （競走中止） 531．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，515，000円 複勝： 35，773，300円 枠連： 14，141，100円
馬連： 42，409，300円 馬単： 30，150，900円 ワイド： 22，888，200円
3連複： 60，685，100円 3連単： 104，631，000円 計： 332，193，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 120円 � 260円 枠 連（2－6） 350円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 230円 �� 630円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 215150 的中 � 46418（2番人気）
複勝票数 計 357733 的中 � 76720（2番人気）� 100822（1番人気）� 24676（5番人気）
枠連票数 計 141411 的中 （2－6） 29959（1番人気）
馬連票数 計 424093 的中 �� 70736（1番人気）
馬単票数 計 301509 的中 �� 20080（2番人気）
ワイド票数 計 228882 的中 �� 29702（1番人気）�� 8072（8番人気）�� 10500（3番人気）
3連複票数 計 606851 的中 ��� 29721（2番人気）
3連単票数 計1046310 的中 ��� 11441（7番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．6―12．4―12．0―12．3―12．9―13．4―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．2―41．6―53．6―1：05．9―1：18．8―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F40．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゴーイングベル �
�
父 クーリンガー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．16 中京8着

2010．4．16生 牡3芦 母 レイナシンフォニー 母母 レイナロバリー 13戦1勝 賞金 11，590，000円
〔競走中止〕 ミリタリーアーツ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ゴーイングベル号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ミリタリーアーツ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーナインティーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月25日まで平地

競走に出走できない。
メイショウトモキリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カシノソラーレ号・カシノビッグベン号・ナムラセキトバ号・ブライトグローリイ号



22115 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10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）

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
1：44．1
1：44．1

良
良

36 ヤマニンシェリル 牝3栗 52 武 幸四郎土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458＋ 21：47．7 12．8�
11 ヤマニンプードレ 牝3芦 52

49 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 462± 01：47．91� 7．7�
35 エイティグローリー 牝3栗 52 鮫島 良太前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 424＋ 2 〃 クビ 55．7�
23 オーキッドレイ 牝3鹿 52 高倉 稜金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：48．0クビ 4．4�
47 ミサソレムニス 牝4栗 55 北村 友一吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 434－ 2 〃 クビ 7．8�
59 ディアデラマドレ 牝3鹿 52 松山 弘平 	キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：48．1クビ 10．6

48 ツインテール 牝5栗 55 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 486＋101：48．2� 50．0�
612 レッドフォーチュン 牝3芦 52 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 450± 01：48．41� 33．8�
816 ワタシマッテルワ 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志	ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 448－ 81：48．5� 22．2
713 ボロンベルラルーン 牝3鹿 52 国分 優作	ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 446－ 21：48．71 17．5�
714 ニーレンベルギア 牝4黒鹿55 酒井 学吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 434－ 41：49．12� 17．4�
24 � デンコウチャレンジ 牝4鹿 55 熊沢 重文田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 446＋ 4 〃 クビ 275．0�
510 ブリュネット 牝3栗 52 幸 英明 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 462± 01：49．2	 3．3�
12 トーブプリンセス 牝4鹿 55 田中 健武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 472＋ 21：49．41� 393．3�
611 ガムザッティ 牝3黒鹿52 太宰 啓介吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 474－ 81：50．14 17．6�
815� タマモピッコロ 牝4青鹿55 水口 優也タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 450＋ 6 〃 クビ 183．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，460，300円 複勝： 36，400，000円 枠連： 15，400，700円
馬連： 51，866，800円 馬単： 30，158，800円 ワイド： 26，263，500円
3連複： 70，615，700円 3連単： 109，060，500円 計： 361，226，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 450円 � 290円 � 1，360円 枠 連（1－3） 4，520円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 12，980円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 6，140円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 68，490円 3 連 単 ��� 353，020円

票 数

単勝票数 計 214603 的中 � 13214（6番人気）
複勝票数 計 364000 的中 � 21604（6番人気）� 37161（4番人気）� 6209（13番人気）
枠連票数 計 154007 的中 （1－3） 2519（21番人気）
馬連票数 計 518668 的中 �� 6960（24番人気）
馬単票数 計 301588 的中 �� 1715（51番人気）
ワイド票数 計 262635 的中 �� 4133（19番人気）�� 1040（65番人気）�� 1298（57番人気）
3連複票数 計 706157 的中 ��� 761（180番人気）
3連単票数 計1090605 的中 ��� 228（971番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．6―48．9―1：01．2―1：13．1―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．6
1
3
6－（5，12）（3，11）（1，9，13）（4，10）2（7，16）8－14，15
6（12，11，13，10）（5，3）4（9，16）（8，1，15）（2，7，14）

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシェリル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．12 京都2着

2010．3．3生 牝3栗 母 ヤマニンザナドゥ 母母 ワンオブアクライン 7戦2勝 賞金 16，200，000円

22116 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10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 7，200，000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
57．1
57．1

稍重
稍重

45 ドリームコンサート 牡4栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B514－ 2 58．2 7．1�
11 � ア グ ン 	4鹿 57 藤岡 康太林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC 528－10 〃 アタマ 5．2�
712� エーシンサミット 牡3黒鹿54 国分 恭介�栄進堂 西園 正都 米 Centaur

Farms, Inc. 538－ 6 〃 クビ 14．7�
34 ミラクルルーマー 牡3芦 54 幸 英明阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 534＋12 58．3
 17．5�
711� クルージンミジー 牝4芦 55

53 △中井 裕二吉田 和美氏 吉田 直弘 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

514＋20 58．61� 60．9�
22 � エイシンテキサス 牡3青 54 北村 友一平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 480－10 58．7
 1．9	
610 メイショウドルセー 牡4黒鹿57 鮫島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 480＋ 4 59．44 279．0

58 ハローエフェクト 牝5鹿 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 456－ 2 〃 クビ 170．5�
69 � シゲルカイチョウ 牡5黒鹿57 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John

Piconi 490－ 2 〃 アタマ 18．5�
46 メイショウジビュス 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 462－ 8 59．72 85．9
814 エリモタフネス 牡3青鹿54 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 490＋ 2 59．8クビ 6．3�
57 エヴァンブルー 牡5黒鹿57 国分 優作 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 480＋ 5 59．9� 225．6�
813 イサミノキセキ 牝3鹿 52

49 ▲藤懸 貴志前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 404＋ 8 〃 ハナ 181．5�
33 カイシュウヤマト 牡3栗 54 松山 弘平飯村 孝男氏 領家 政蔵 新ひだか 稲葉牧場 494＋201：00．43 64．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，590，700円 複勝： 44，352，200円 枠連： 13，077，200円
馬連： 58，477，100円 馬単： 41，917，800円 ワイド： 28，888，800円
3連複： 76，820，800円 3連単： 156，818，900円 計： 449，943，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 210円 � 300円 枠 連（1－4） 1，710円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，090円 �� 950円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 38，040円

票 数

単勝票数 計 295907 的中 � 33204（4番人気）
複勝票数 計 443522 的中 � 49490（4番人気）� 59793（2番人気）� 37022（5番人気）
枠連票数 計 130772 的中 （1－4） 5646（8番人気）
馬連票数 計 584771 的中 �� 23651（6番人気）
馬単票数 計 419178 的中 �� 7800（13番人気）
ワイド票数 計 288888 的中 �� 11399（7番人気）�� 6387（15番人気）�� 7477（12番人気）
3連複票数 計 768208 的中 ��� 7303（23番人気）
3連単票数 計1568189 的中 ��� 3043（108番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．3―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．5―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F36．0
3 ・（2，5）14－（1，12）4，11，13（3，7）（6，10，9）－8 4 ・（2，5）－（1，14，12）－4，11（13，9）（3，7，10）6，8

勝馬の
紹 介

ドリームコンサート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2011．12．18 阪神4着

2009．4．8生 牡4栗 母 ウィーンコンサート 母母 サウンドカグラ 9戦3勝 賞金 23，820，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 レイナチャーム号・ワンダーゴヴェルノ号
（非抽選馬） 1頭 カシノチョッパー号



22117 8月25日 雨 不良 （25小倉2）第10日 第9競走 ��
��2，000�

と す

鳥 栖 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

711 シャトーブランシュ 牝3鹿 52 幸 英明有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 476± 01：59．8 5．4�
68 ネオリアライズ �5鹿 57 国分 恭介橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 474± 02：00．12 8．1�
45 フォントルロイ 牡4鹿 57 中井 裕二大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 504＋102：00．2クビ 11．1�
11 	 アシュヴィン 牡4栗 57 高倉 稜前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 452－ 42：00．3
 13．8�
22 	 エーシンエポナ 牝3鹿 52 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

474－ 62：00．51
 3．3�
57 ムーンビスコッティ 牝3栗 52 武 幸四郎	谷口牧場 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 448＋ 42：00．71� 43．6

56 スピカシチー 牝4鹿 55 松山 弘平 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 440＋ 62：00．8
 78．0�
33 メイショウミヤジマ 牝3黒鹿52 岡田 祥嗣松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 444＋ 8 〃 クビ 67．2�
69 マルタカシクレノン 牡5青鹿57 藤懸 貴志國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 492＋ 22：01．01� 146．8
710 ウインクルキラリ 牝3栗 52 国分 優作塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 476＋142：01．21
 6．1�
813 テイエムレンジャー 牡3鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 482－ 42：01．62
 16．9�
44 バリローチェ 牝3黒鹿52 藤岡 康太 	キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448± 02：01．81� 23．2�
812 タムロトップステイ 牡4栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 534－ 82：02．97 6．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，832，200円 複勝： 42，542，200円 枠連： 19，603，700円
馬連： 69，491，000円 馬単： 41，205，000円 ワイド： 29，963，000円
3連複： 90，362，600円 3連単： 156，864，200円 計： 473，863，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 290円 � 270円 枠 連（6－7） 1，590円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 810円 �� 870円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 47，740円

票 数

単勝票数 計 238322 的中 � 35267（2番人気）
複勝票数 計 425422 的中 � 62740（2番人気）� 36516（6番人気）� 40259（5番人気）
枠連票数 計 196037 的中 （6－7） 9125（6番人気）
馬連票数 計 694910 的中 �� 19785（11番人気）
馬単票数 計 412050 的中 �� 6158（21番人気）
ワイド票数 計 299630 的中 �� 9333（10番人気）�� 8660（11番人気）�� 4701（23番人気）
3連複票数 計 903626 的中 ��� 7804（33番人気）
3連単票数 計1568642 的中 ��� 2425（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．6―48．1―1：00．4―1：12．1―1：24．0―1：35．8―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シャトーブランシュ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．28生 牝3鹿 母 ブランシェリー 母母 メゾンブランシュ 5戦2勝 賞金 19，338，000円
［他本会外：1戦0勝］

※メイショウミヤジマ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22118 8月25日 曇 不良 （25小倉2）第10日 第10競走 ��
��1，200�

あ ま く さ

天 草 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．25以降25．8．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

817 アンバルブライベン 牝4鹿 54 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 458－ 61：07．7 8．6�
12 トーホウアマポーラ 牝4栗 53 幸 英明東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 484± 0 〃 クビ 3．6�
35 エイシンキンチェム 牝4鹿 54 国分 恭介平井 克彦氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 488＋ 61：07．91� 13．3�
59 ロ ン ド 牝5青鹿53 藤岡 康太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 472－ 21：08．0� 5．8�
11 バラードソング 牝5鹿 53 松山 弘平 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 466＋ 41：08．1	 11．0�
611 ヒシガーネット 牝3青鹿51 水口 優也阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 464＋101：08．2� 37．0	
36 ナムラハヤテ 牡4黒鹿57 高倉 稜奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 454＋ 21：08．3� 32．0

24 アイムヒアー 牝5鹿 54 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 480± 01：08．4� 5．5�
23 トイボックス 牡6黒鹿54 中井 裕二名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 482＋ 8 〃 アタマ 88．7
510 アイビーフォールド 牡6鹿 53 国分 優作 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 460－ 41：08．61� 176．5�
47 ヒカリトリトン 牡5鹿 54 鮫島 良太�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 506＋18 〃 ハナ 74．4�
714 ネオヴァンクル 牡4栗 56 北村 友一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 520＋ 4 〃 クビ 26．9�
612 インクレセント 牝4青鹿53 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 446＋ 6 〃 アタマ 10．2�
713 アンプレシオネ 牝8芦 52 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 468＋ 61：08．7クビ 27．3�
818 ドリームフォワード 牡6栗 56 太宰 啓介セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 6 〃 ハナ 61．9�
48 カナエチャン 牝5青鹿51 岩崎 翼瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 452＋ 41：08．8� 165．1�
715 トキノゲンジ 牡5鹿 55 酒井 学中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 492± 0 〃 クビ 18．4�
816 ラ フ ァ ダ リ 牝4黒鹿51 藤懸 貴志 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506－ 21：09．11	 154．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，290，700円 複勝： 66，293，600円 枠連： 31，979，300円
馬連： 128，598，600円 馬単： 67，741，100円 ワイド： 51，627，200円
3連複： 176，565，500円 3連単： 291，286，000円 計： 851，382，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 280円 � 180円 � 400円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，710円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 27，280円

票 数

単勝票数 計 372907 的中 � 34323（4番人気）
複勝票数 計 662936 的中 � 61003（4番人気）� 119928（1番人気）� 37982（7番人気）
枠連票数 計 319793 的中 （1－8） 22903（4番人気）
馬連票数 計1285986 的中 �� 60396（3番人気）
馬単票数 計 677411 的中 �� 13719（8番人気）
ワイド票数 計 516272 的中 �� 19392（3番人気）�� 7145（19番人気）�� 15042（6番人気）
3連複票数 計1765655 的中 ��� 27188（9番人気）
3連単票数 計2912860 的中 ��� 7882（55番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．2―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．5―44．8―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー 2012．1．8 京都2着

2009．2．17生 牝4鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール 13戦4勝 賞金 50，371，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 トキノゲンジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トキノゲンジ号は，平成25年8月26日から平成25年9月16日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 アーベントロート号・カシノエルフ号・カシノランナウェイ号・ミヤジシェンロン号

１レース目



22119 8月25日 曇 重 （25小倉2）第10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1，100万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

33 ミキノバンジョー 牡6鹿 57 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 522＋ 21：46．9 7．7�
55 タムロスカイ 牡6栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 482－101：47．21� 9．4�
44 ス ピ リ タ ス 	8栗 56 武 豊 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 444± 0 〃 ハナ 3．7�
22 マルカボルト 牡6黒鹿56 幸 英明河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 488－ 61：47．41
 4．4�
11 サワノパンサー 牡7鹿 56 酒井 学西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 560± 01：47．5� 5．4	
66 セイクリッドセブン 牡6栗 56 鮫島 良太 �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 470－ 61：48．13� 19．9

77 タガノエルシコ 牡8栗 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 21：48．2� 10．6�
78 ドリームトレイン 牡4黒鹿55 松山 弘平前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 492＋ 21：48．41� 5．4�
89 � エドノヤマト 牡6青 55 国分 優作遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム 474－ 41：49．35 81．7
（9頭）

810 オートドラゴン 牡9栗 56 高倉 稜大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 508－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，681，700円 複勝： 65，008，700円 枠連： 34，103，400円
馬連： 186，469，700円 馬単： 99，951，900円 ワイド： 53，523，600円
3連複： 218，966，500円 3連単： 521，261，900円 計： 1，228，967，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 250円 � 170円 枠 連（3－5） 3，380円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 910円 �� 670円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 30，700円

票 数

単勝票数 差引計 496817（返還計 5288） 的中 � 51439（5番人気）
複勝票数 差引計 650087（返還計 10846） 的中 � 65614（5番人気）� 64677（6番人気）� 116093（1番人気）
枠連票数 差引計 341034（返還計 725） 的中 （3－5） 7451（16番人気）
馬連票数 差引計1864697（返還計 55930） 的中 �� 55686（15番人気）
馬単票数 差引計 999519（返還計 32320） 的中 �� 14920（31番人気）
ワイド票数 差引計 535236（返還計 25091） 的中 �� 14348（19番人気）�� 20062（10番人気）�� 15627（16番人気）
3連複票数 差引計2189665（返還計136083） 的中 ��� 33263（26番人気）
3連単票数 差引計5212619（返還計255550） 的中 ��� 12532（162番人気）

ハロンタイム 12．3―12．0―12．2―11．6―12．3―12．0―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―36．5―48．1―1：00．4―1：12．4―1：24．0―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミキノバンジョー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー 2009．11．15 京都2着

2007．4．25生 牡6鹿 母 ニホンピロオリーブ 母母 ニホンピロビツキー 37戦7勝 賞金 154，497，000円
〔競走除外〕 オートドラゴン号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。

22120 8月25日 曇 不良 （25小倉2）第10日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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 7，200，000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

12 スズカウラノス 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 456＋ 61：44．0 4．9�
816 クレスコモア 牡3黒鹿54 松山 弘平堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522＋10 〃 クビ 13．8�
47 カーティスバローズ 牡3鹿 54 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 504＋201：44．31� 10．0�
35 バンブーデルピエロ 牡3鹿 54 酒井 学�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 484＋ 61：44．72� 37．0�
48 アグネスダリム 牝4栗 55

53 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 466＋241：44．8� 37．8�
510 ユキノスライダー 牡3栗 54 国分 優作遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 450＋ 81：45．22� 49．6	
713 トーセンパワフル 牡3鹿 54 藤岡 康太島川 
哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 同着 2．6�
59 メイショウシャイン 牡6鹿 57

54 ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 470± 01：45．62� 104．7�
611 ダイナミックウオー 牡3黒鹿54 高倉 稜小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 518＋141：45．91� 4．2
815 メイショウアイアン 牡3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 藤沢牧場 504＋ 4 〃 アタマ 10．1�
23 サンライズトリプル 牡6鹿 57 熊沢 重文松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋121：46．21� 127．0�
36 � ヤマカツポセイドン 牡4黒鹿57 国分 恭介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 470＋ 7 〃 ハナ 292．2�
714 パールブロッサム 牝4鹿 55 鮫島 良太中野 義一氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 450－ 21：46．41� 91．9�
11 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 420－ 61：46．5クビ 506．6�
612 ローズミラクル 牡3青鹿54 太宰 啓介 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：48．6大差 49．5�
24 アローベアタキオン 牡7栗 57 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 522± 01：53．3大差 34．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，498，400円 複勝： 66，761，500円 枠連： 30，266，300円
馬連： 194，341，200円 馬単： 75，604，600円 ワイド： 57，441，200円
3連複： 179，229，500円 3連単： 361，288，200円 計： 1，014，430，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 310円 � 330円 枠 連（1－8） 1，210円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 860円 �� 950円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 41，550円

票 数

単勝票数 計 494984 的中 � 80096（3番人気）
複勝票数 計 667615 的中 � 111472（2番人気）� 53437（4番人気）� 49484（6番人気）
枠連票数 計 302663 的中 （1－8） 18514（5番人気）
馬連票数 計1943412 的中 �� 56522（10番人気）
馬単票数 計 756046 的中 �� 12182（15番人気）
ワイド票数 計 574412 的中 �� 16857（8番人気）�� 15045（9番人気）�� 7463（19番人気）
3連複票数 計1792295 的中 ��� 15556（27番人気）
3連単票数 計3612882 的中 ��� 6418（116番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．7―13．1―12．2―12．0―12．5―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．2―42．3―54．5―1：06．5―1：19．0―1：31．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカウラノス �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．11．26 小倉2着

2009．3．3生 牡4鹿 母 ウエスティンタイム 母母 アストレジャー 25戦3勝 賞金 43，674，000円
〔その他〕 アローベアタキオン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

４レース目



（25小倉2）第10日 8月25日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 177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

201，290，000円
8，430，000円
1，380，000円
18，230，000円
62，650，000円
5，132，200円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
325，614，700円
538，043，900円
210，522，700円
909，778，500円
517，806，000円
364，988，700円
1，132，282，900円
2，161，501，200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 6，160，538，600円

総入場人員 9，135名 （有料入場人員 7，985名）
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