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23109 8月31日 晴 良 （26小倉2）第10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
1：07．8
1：07．8

良
良

35 ムーンエクスプレス 牝2鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 404－ 21：09．0 1．3�
816 エレディータ 牝2鹿 54 藤岡 佑介有限会社シルク藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 452－ 41：09．21� 14．9�
611 ミオイナンクル 牝2鹿 54 国分 恭介大西美生子氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 420－ 41：10．05 70．8�
714 スナークエンジェル 牝2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 416－ 2 〃 ハナ 20．3�
11 フィールドスラッピ 牝2鹿 54 武 幸四郎 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 428± 01：10．1クビ 8．4	
24 カノヤカノニカル 牝2鹿 54 川須 栄彦神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 436＋ 2 〃 クビ 200．0

12 アスタキサンチン 牝2栗 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 小葉松 幸雄 452＋ 2 〃 ハナ 49．1�
23 グッドピアス 牝2栗 54 酒井 学杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 404＋ 6 〃 ハナ 25．3�
59 クリノメンタンピン 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ
アーム 404＋ 6 〃 アタマ 144．1

48 ゲ ッ ト ミ ー 牝2栗 54 幸 英明薪浦 州平氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 446－121：10．2クビ 37．0�
510 マロンマロン 牝2栗 54 高倉 稜藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋12 〃 クビ 143．4�
815 オウケンチョコ 牝2鹿 54 北村 友一福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 480＋ 61：10．3クビ 6．8�
612 アイファーハート 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 426＋ 61：10．51� 56．4�
47 シゲルウチワマツリ 牝2鹿 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 宝寄山 忠則 446－ 21：10．6クビ 290．9�
36 ワキノビクトリー 牝2芦 54

51 ▲岩崎 翼脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 450－ 81：11．02� 222．9�
713 シゲルゴホウサイ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 404－ 21：11．1� 341．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，783，200円 複勝： 75，130，500円 枠連： 11，519，400円
馬連： 38，376，300円 馬単： 27，698，200円 ワイド： 20，999，600円
3連複： 57，271，600円 3連単： 100，873，000円 計： 349，651，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 280円 � 920円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，510円 �� 6，270円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 27，690円

票 数

単勝票数 計 177832 的中 � 102503（1番人気）
複勝票数 計 751305 的中 � 585977（1番人気）� 18504（4番人気）� 4473（10番人気）
枠連票数 計 115194 的中 （3－8） 37143（1番人気）
馬連票数 計 383763 的中 �� 32589（3番人気）
馬単票数 計 276982 的中 �� 18153（3番人気）
ワイド票数 計 209996 的中 �� 13237（3番人気）�� 3457（16番人気）�� 803（42番人気）
3連複票数 計 572716 的中 ��� 3636（33番人気）
3連単票数 計1008730 的中 ��� 2641（75番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―11．9―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．8―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンエクスプレス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．7．19 中京2着

2012．3．22生 牝2鹿 母 アモーレペガサス 母母 ロビースレインボウ 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

23110 8月31日 晴 良 （26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）

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

47 サンライズアルブル 牡3黒鹿 56
53 ▲松若 風馬松岡 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 470± 01：47．4 8．2�
611 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 川田 将雅大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：48．25 2．3�
713 ハッピーロード �3栗 56 藤懸 貴志豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 482－ 21：48．3� 20．8�
510 ラッキーハンター 牡3栗 56

53 ▲義 英真西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム B500＋ 81：48．51� 81．4�
35 シゲルヒタチ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 474－ 21：48．6� 15．1�
24 キクノアヴァン 牡3黒鹿56 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 514± 01：48．7� 92．3�
11 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 川島 信二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 496＋ 21：48．91� 5．4	
59 サンレイレッカー 牡3栗 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 468－ 21：49．32� 55．7

815 ワンダーエターナル 牡3鹿 56 岡田 祥嗣山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 水丸牧場 454＋ 61：50．15 212．5�
816 タガノトッピー 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 500＋161：50．52� 38．7�

714 アバンダンティア 牝3鹿 54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 520± 01：50．92� 7．3
612 ランドスター 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋ 61：51．0クビ 5．6�
36 イソノシュンライ 牡3栗 56 小坂 忠士磯野 俊雄氏 境 直行 様似 様似共栄牧場 440＋ 61：52．7大差 563．1�
23 シゲルリュウキュウ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 468＋10 〃 ハナ 301．5�
12 ウォータースギ 牡3鹿 56 武 幸四郎山岡 良一氏 �島 一歩 浦河 畔高牧場 512 ―1：56．9大差 158．7�
48 ティーエスブラック 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 モトスファーム B514－ 42：02．6大差 246．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，091，800円 複勝： 34，590，800円 枠連： 11，874，800円
馬連： 41，580，000円 馬単： 25，788，600円 ワイド： 23，028，800円
3連複： 58，247，400円 3連単： 91，400，200円 計： 304，602，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 190円 � 110円 � 430円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，000円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 33，130円

票 数

単勝票数 計 180918 的中 � 17554（5番人気）
複勝票数 計 345908 的中 � 38361（4番人気）� 123169（1番人気）� 12763（7番人気）
枠連票数 計 118748 的中 （4－6） 11000（4番人気）
馬連票数 計 415800 的中 �� 30146（4番人気）
馬単票数 計 257886 的中 �� 6582（9番人気）
ワイド票数 計 230288 的中 �� 14371（4番人気）�� 2780（20番人気）�� 5965（11番人気）
3連複票数 計 582474 的中 ��� 8065（17番人気）
3連単票数 計 914002 的中 ��� 2000（99番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―11．9―12．9―12．6―12．6―13．0―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．0―42．9―55．5―1：08．1―1：21．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズアルブル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．8．25 小倉7着

2011．1．15生 牡3黒鹿 母 ラブリープリンセス 母母 ラブリーサンライズ 10戦1勝 賞金 7，590，000円
〔制裁〕 ティーエスブラック号の騎手岩崎翼は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

ワンダーエターナル号の騎手岡田祥嗣は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・11
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルリュウキュウ号・ウォータースギ号・ティーエスブラック号は，「タイムオーバーによる出走制
限」のため，平成26年9月30日まで平地競走に出走できない。
イソノシュンライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月31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 ヒャクマンバリキ号・ブレイズゴールド号
（非抽選馬） 2頭 キネオソレイユ号・チュウワアピール号

第２回 小倉競馬 第10日



23111 8月31日 晴 良 （26小倉2）第10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
56．9
56．9

重
重

712 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿 56
53 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 59．0 2．4�

46 タイガーティアラ 牝3黒鹿54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 442＋ 5 59．21� 39．4�
813 ヌーヴェルミシオン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 8 59．41� 5．4�
45 レモンティー 牝3黒鹿54 浜中 俊中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋ 4 59．5クビ 5．5�
57 メイショウルナ 牝3鹿 54 川田 将雅松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 506＋ 2 〃 ハナ 3．8�
814 シゲルビゼン 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 486± 0 〃 クビ 27．8	
711 モントランブラン 牝3鹿 54 酒井 学 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 B516＋14 59．81	 69．8�
33 スリーサウス 牡3鹿 56 小坂 忠士永井商事
 石橋 守 新ひだか 山田牧場 474＋16 〃 クビ 29．0�
11 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 470± 01：00．01� 24．6
34 ストレイトウェザー 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 原 フアーム 494＋ 2 〃 クビ 160．9�
58 デルマモナーク 牡3栗 56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 540＋ 41：00．32 24．3�
610 メイショウホウネン 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 488＋ 41：00．51 67．4�
22 ティーエスキセキ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490＋181：00．71 334．9�
69 メイショウヤマヒメ 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 476＋ 61：02．8大差 215．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，235，000円 複勝： 29，947，400円 枠連： 10，566，100円
馬連： 40，489，700円 馬単： 27，297，900円 ワイド： 23，533，400円
3連複： 56，501，900円 3連単： 88，863，900円 計： 300，435，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 770円 � 180円 枠 連（4－7） 680円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 300円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 50，600円

票 数

単勝票数 計 232350 的中 � 75186（1番人気）
複勝票数 計 299474 的中 � 64706（2番人気）� 7006（9番人気）� 44669（3番人気）
枠連票数 計 105661 的中 （4－7） 11929（3番人気）
馬連票数 計 404897 的中 �� 5197（20番人気）
馬単票数 計 272979 的中 �� 2266（29番人気）
ワイド票数 計 235334 的中 �� 2838（23番人気）�� 23285（2番人気）�� 1620（32番人気）
3連複票数 計 565019 的中 ��� 4521（31番人気）
3連単票数 計 888639 的中 ��� 1273（155番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．2―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギャラクシーエクス �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．1．25 京都2着

2011．4．17生 牡3黒鹿 母 クロースシークレット 母母 Turbo Launch 7戦1勝 賞金 10，000，000円
〔制裁〕 ハードモンラッシェ号の騎手畑端省吾は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。
※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 シゲルイガ号

23112 8月31日 晴 良 （26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 ）

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

67 スリーマーゴーン 牡4芦 60 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 468＋103：10．9 4．1�
810 スタンドバイミー 牡5鹿 60 林 満明石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 464＋ 43：11．0� 17．3�
811 オールアズワン 牡6黒鹿60 佐久間寛志宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 486± 03：11．1� 7．1�
22 ダ イ コ ウ キ 牡4青鹿60 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 524± 03：12．27 2．2�
79 アドマイヤパーシア 牡6栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋123：12．62� 4．6�
55 キュウシュウソダチ 牡4鹿 60 田村 太雅西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 454＋ 43：13．98 123．7	
44 ハクユウドルフィン 牡3青鹿58 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 440＋ 6 〃 アタマ 20．9

11 イゾラベッラ 牡3芦 58 森 一馬金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 536＋ 43：14．21� 88．3�
33 スイートブライアー 牝5鹿 58 中村 将之�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 458± 03：14．94 37．3�
66 � シゲルカニザ 牡4栗 60 黒岩 悠森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 506± 03：18．9大差 110．9
78 シュンブレイン 牡3栗 58 平沢 健治石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 480＋ 1 （競走中止） 22．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，848，100円 複勝： 19，021，900円 枠連： 9，647，800円
馬連： 30，188，800円 馬単： 22，600，400円 ワイド： 15，399，400円
3連複： 43，162，800円 3連単： 80，296，400円 計： 235，165，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 500円 � 210円 枠 連（6－8） 1，230円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 580円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 42，860円

票 数

単勝票数 計 148481 的中 � 28743（2番人気）
複勝票数 計 190219 的中 � 29944（2番人気）� 8070（6番人気）� 24561（4番人気）
枠連票数 計 96478 的中 （6－8） 6056（6番人気）
馬連票数 計 301888 的中 �� 4530（15番人気）
馬単票数 計 226004 的中 �� 2161（26番人気）
ワイド票数 計 153994 的中 �� 2721（14番人気）�� 7179（5番人気）�� 2568（17番人気）
3連複票数 計 431628 的中 ��� 4104（27番人気）
3連単票数 計 802964 的中 ��� 1358（133番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．1－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリーマーゴーン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Dayjur デビュー 2012．12．9 阪神11着

2010．2．19生 牡4芦 母 マ ー ゴ ー ン 母母 Whispered Secret 障害：5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 シュンブレイン号は，7号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オールアズワン号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



23113 8月31日 晴 良 （26小倉2）第10日 第5競走 ��
��1，800�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
1：47．9
1：45．9

良
良

78 レトロロック 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 464 ―1：49．8 1．5�

22 パイオニアステップ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446 ―1：49．9� 3．4�
77 タイセイラビッシュ 牡2鹿 54 川島 信二田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488 ―1：50．75 14．7�
810 ヒトミヲトジテ 牝2青鹿54 北村 友一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 信成牧場 464 ―1：50．8� 15．5�
33 コスモアルゴル 牡2鹿 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 佐々木 恵一 466 ―1：50．9クビ 51．0	
66 トミースマイル 牡2芦 54

51 ▲義 英真北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 460 ― 〃 クビ 17．4�
11 グランロディア 牡2鹿 54

53 ☆中井 裕二飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 442 ―1：51．75 41．2�
44 メイショウテンロウ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好
氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 474 ―1：51．91	 41．6
89 ハッピーキャップ 牡2黒鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：52．22 23．3�
55 テイエムダイバート 牡2青 54 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 484 ―1：52．73 101．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，783，000円 複勝： 67，446，300円 枠連： 10，284，400円
馬連： 36，703，000円 馬単： 33，024，000円 ワイド： 19，531，800円
3連複： 46，640，800円 3連単： 115，166，000円 計： 349，579，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（2－7） 160円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 120円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，290円

票 数

単勝票数 計 207830 的中 � 108425（1番人気）
複勝票数 計 674463 的中 � 526450（1番人気）� 53274（2番人気）� 22100（3番人気）
枠連票数 計 102844 的中 （2－7） 48431（1番人気）
馬連票数 計 367030 的中 �� 142618（1番人気）
馬単票数 計 330240 的中 �� 97934（1番人気）
ワイド票数 計 195318 的中 �� 64657（1番人気）�� 11673（3番人気）�� 6504（7番人気）
3連複票数 計 466408 的中 ��� 55104（1番人気）
3連単票数 計1151660 的中 ��� 64483（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．5―1：01．8―1：14．3―1：26．4―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
・（2，5，10）－3，9，1，8－（7，6）4・（2，5）（3，10）（9，8）（1，7，6）4

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

勝馬の
紹 介

レトロロック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2012．3．22生 牡2鹿 母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23114 8月31日 晴 良 （26小倉2）第10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 4，600，000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

24 アイファーマシェリ 牝3黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 460＋ 61：07．7 13．9�
23 エイコーンウィル 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ローレルレーシング 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 81：08．01� 8．2�
713 オーミバンビーナ 牝3黒鹿54 尾島 徹岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 446＋ 21：08．63� 50．9�

（笠松）

818 ワキノハクリュウ 牝3芦 54 松山 弘平脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 442＋ 21：08．81� 6．7�
35 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿54 川田 将雅関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 484± 0 〃 アタマ 12．5�
48 ナ ウ シ カ 牝3鹿 54 酒井 学平川 浩之氏 宮 徹 新ひだか カントリー牧場 408－ 21：08．9� 9．8	
59 クリノツネチャン 牝3栗 54 �島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 426－ 2 〃 クビ 24．5

611 セルリアンシュロス 牡3青鹿56 太宰 啓介�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 480＋10 〃 アタマ 155．8�
510 オーバーチュア 牡3鹿 56 幸 英明窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 436－ 21：09．0クビ 37．7
11 メイショウパラオ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 438－ 81：09．1� 104．9�
817 グッドイヴニング 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋ 2 〃 クビ 1．9�

36 トーホウメビウス 牝3鹿 54
51 ▲義 英真東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 484＋ 81：09．2クビ 23．7�

715 ヴ ァ ー ス 牝3青 54
53 ☆中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 444＋ 4 〃 同着 137．0�

12 ミヤセイリュー 牝3鹿 54 藤岡 佑介宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 456＋ 81：09．41� 18．2�
47 タガノエスガール 牝3栗 54 国分 恭介八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 6 〃 ハナ 242．0�
612 グレースメリー 牝3栗 54 小坂 忠士田畑 富子氏 境 直行 浦河 高村牧場 418－ 81：10．35 470．6�
816 ワンダートロワ 牝3鹿 54 高倉 稜山本 能行氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 430－ 4 〃 ハナ 464．2�
714 テイエムジャバラ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 426－ 21：12．9大差 359．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，533，400円 複勝： 38，234，700円 枠連： 17，739，500円
馬連： 52，805，000円 馬単： 31，345，200円 ワイド： 28，324，500円
3連複： 74，067，700円 3連単： 107，697，500円 計： 375，747，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 470円 � 290円 � 960円 枠 連（2－2） 5，410円

馬 連 �� 5，370円 馬 単 �� 10，890円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 8，740円 �� 5，570円

3 連 複 ��� 69，960円 3 連 単 ��� 354，910円

票 数

単勝票数 計 255334 的中 � 14677（6番人気）
複勝票数 計 382347 的中 � 21062（7番人気）� 38322（3番人気）� 9414（10番人気）
枠連票数 計 177395 的中 （2－2） 2538（16番人気）
馬連票数 計 528050 的中 �� 7620（16番人気）
馬単票数 計 313452 的中 �� 2157（31番人気）
ワイド票数 計 283245 的中 �� 4464（17番人気）�� 825（58番人気）�� 1300（48番人気）
3連複票数 計 740677 的中 ��� 794（148番人気）
3連単票数 計1076975 的中 ��� 220（787番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．7―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．6―44．1―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．1
3 3，4，11－（12，18）（5，8）（9，14，16）2（13，10，17）－（1，6）15－7 4 3，4，11（5，12，18）（13，8，9）10，2，16（1，17）6（7，15，14）

勝馬の
紹 介

アイファーマシェリ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2014．3．29 中京6着

2011．1．20生 牝3黒鹿 母 アイファークィーン 母母 マベルチェリー 7戦1勝 賞金 8，390，000円
〔発走状況〕 テイエムジャバラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムジャバラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アサカファルコン号・アスタークレバー号・キュークッキング号・ミリノペガサス号・メイショウエフワン号・

メイショウライウン号
※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。



23115 8月31日 晴 良 （26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）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

46 ダノンシンフォニー 牡4鹿 57 川須 栄彦�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：46．6 4．2�
58 � ウィズアミッション 牝3鹿 52 浜中 俊吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 416－ 21：46．81	 2．9�
712 マジカルツアー 牡5栗 57 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 460－ 61：46．9
 24．6�
33 プリンセスアスク 牝3青鹿 52

49 ▲岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 464＋12 〃 ハナ 10．8�
813 ト ル ス ト イ 牡4鹿 57 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 2．9�
45 ディレットリーチェ 牝4栗 55 北村 友一飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 510－ 81：47．32
 46．3	
711 ワンダフルワールド 牡3栗 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 490＋ 41：47．4� 71．8

69 � クライナーヘルツ 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 408－ 91：47．5
 172．8�
814 ユニコーンバローズ 牡3青鹿54 太宰 啓介猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム 486－ 41：47．6
 99．2�
34 スリーカラーナンゴ 牡3鹿 54

51 ▲義 英真永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 446＋ 6 〃 ハナ 28．5
57 メイショウソレイユ 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 460± 01：47．91� 151．6�
610 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿 52

49 ▲松若 風馬土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 516＋10 〃 クビ 10．1�
11 ビバヤングメン 牡3鹿 54 国分 恭介池住 節子氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 518± 01：49．17 345．6�
22 プリンスダム 牡3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B488± 01：50．16 119．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，909，500円 複勝： 39，762，700円 枠連： 14，427，300円
馬連： 60，508，000円 馬単： 36，432，100円 ワイド： 31，209，800円
3連複： 79，391，700円 3連単： 132，108，600円 計： 421，749，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 150円 � 440円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，580円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計 279095 的中 � 52255（3番人気）
複勝票数 計 397627 的中 � 68038（3番人気）� 82795（2番人気）� 16635（6番人気）
枠連票数 計 144273 的中 （4－5） 24215（2番人気）
馬連票数 計 605080 的中 �� 90129（2番人気）
馬単票数 計 364321 的中 �� 21064（5番人気）
ワイド票数 計 312098 的中 �� 29563（3番人気）�� 4680（15番人気）�� 5437（14番人気）
3連複票数 計 793917 的中 ��� 14863（11番人気）
3連単票数 計1321086 的中 ��� 7277（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．4―48．4―59．4―1：10．8―1：22．5―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンシンフォニー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．2．17 東京2着

2010．4．25生 牡4鹿 母 ヴェイパートレイル 母母 ハッピートレイルズ 12戦3勝 賞金 37，967，000円

23116 8月31日 晴 良 （26小倉2）第10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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

12 レッドフォーチュン 牝4芦 55 小牧 太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 442－ 21：46．2 19．0�
11 フォローハート 牝3黒鹿52 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462－ 4 〃 ハナ 1．7�
59 トゥザレジェンド 牝4栗 55 幸 英明 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 530± 01：46．41� 4．8�
815 エーシンウェンディ 牝4栗 55 北村 友一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 480＋ 41：46．61 28．9�
36 � テラノココロ 牝5青鹿55 川須 栄彦寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 ハナ 56．9	
47 モズマッテタワ 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 490－ 21：46．81� 14．4

612 ラ ヴ ィ ー ネ 牝3芦 52

49 ▲松若 風馬 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 444± 01：46．9� 85．8�
35 メイショウルンバ 牝3栗 52 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 484＋ 8 〃 ハナ 11．0�
510 トーワフォーエバー 牝4芦 55 太宰 啓介齋藤 すゞ 氏 角田 晃一 浦河 猿橋 義昭 466－121：47．21	 20．4
816 パンズラビリンス 牝3鹿 52

49 ▲岩崎 翼 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 クビ 65．0�
23 テイエムゴージャス 牝3鹿 52 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 478＋ 81：47．41� 152．2�
48 マミーテイラー 牝3鹿 52 酒井 学 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B480－101：48．46 103．6�
611 タガノスカイ 牝3鹿 52 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 21：48．5	 11．3�
24 マ ナ オ ラ ナ 牝3青鹿52 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418－ 61：49．03 98．0�
713 メイショウツバクロ 牝4鹿 55 
島 良太松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 492＋101：49．21� 112．7�
714 ヒノデポベーダ 牝6鹿 55

54 ☆中井 裕二久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 456± 01：49．3� 500．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，956，900円 複勝： 54，760，700円 枠連： 19，789，800円
馬連： 71，666，500円 馬単： 43，889，300円 ワイド： 36，653，200円
3連複： 93，384，800円 3連単： 163，322，100円 計： 514，423，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 260円 � 110円 � 130円 枠 連（1－1） 1，370円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，030円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 22，870円

票 数

単勝票数 計 309569 的中 � 12972（6番人気）
複勝票数 計 547607 的中 � 29669（6番人気）� 213950（1番人気）� 94589（2番人気）
枠連票数 計 197898 的中 （1－1） 11162（6番人気）
馬連票数 計 716665 的中 �� 41015（5番人気）
馬単票数 計 438893 的中 �� 7256（14番人気）
ワイド票数 計 366532 的中 �� 15711（5番人気）�� 7552（13番人気）�� 62726（1番人気）
3連複票数 計 933848 的中 ��� 40507（4番人気）
3連単票数 計1633221 的中 ��� 5177（64番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．4―42．4―55．1―1：07．8―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフォーチュン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．13 京都4着

2010．3．3生 牝4芦 母 スギノフォルモーザ 母母 スカーレットローズ 16戦2勝 賞金 21，030，000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 ロゼラニ号
（非抽選馬） 1頭 レッドメイヴ号



23117 8月31日 曇 良 （26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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

66 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482＋ 21：59．5 1．5�
44 イイデフューチャー 牡3黒鹿54 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 454± 01：59．82 9．5�
11 ウルパラクア 牡3鹿 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 440－ 42：00．01 10．0�
810 スズカファイター 牡4鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 476＋ 8 〃 クビ 10．5�
78 ヴォルスング 牡3鹿 54 国分 恭介有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 62：00．1� 103．3	
55 ウイントゥモロー 牡3黒鹿54 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 502＋ 42：00．42 10．2

33 サダムダイジョウブ 牡4青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 62：00．82� 5．3�
77 プラネットスコア 牡4黒鹿57 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 476＋ 82：01．01� 341．5�
89 マイネルプレセンテ 牡3鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 458－ 42：01．1クビ 225．8
22 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57 酒井 学森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 484＋102：02．48 110．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，930，900円 複勝： 110，344，600円 枠連： 13，873，500円
馬連： 67，540，300円 馬単： 55，409，600円 ワイド： 31，382，200円
3連複： 83，858，800円 3連単： 245，719，800円 計： 640，059，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（4－6） 870円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 380円 �� 270円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 319309 的中 � 164096（1番人気）
複勝票数 計1103446 的中 � 822507（1番人気）� 43972（3番人気）� 43476（4番人気）
枠連票数 計 138735 的中 （4－6） 12261（5番人気）
馬連票数 計 675403 的中 �� 68897（4番人気）
馬単票数 計 554096 的中 �� 43702（4番人気）
ワイド票数 計 313822 的中 �� 21422（5番人気）�� 32392（3番人気）�� 6829（15番人気）
3連複票数 計 838588 的中 ��� 35980（9番人気）
3連単票数 計2457198 的中 ��� 32063（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―34．5―47．4―1：00．1―1：12．5―1：24．9―1：36．5―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
2，4－5－1＝6，10，3（7，9）8・（2，4，5）－1，6（8，3）10（7，9）

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

勝馬の
紹 介

コ ル サ ー レ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Anees デビュー 2013．12．1 阪神2着

2011．3．6生 牡3黒鹿 母 アロングザシー 母母 Russian Flight 10戦2勝 賞金 33，743，000円
※マイネルプレセンテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23118 8月31日 曇 良 （26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，25．8．24以降26．8．24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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

48 ラインスピリット 牡3黒鹿53 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 428＋ 21：07．6 9．1�
35 シンジュボシ 牝4栗 54 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 488＋ 8 〃 クビ 7．1�
510 キタサンエピソード 牡5栗 55 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 488－ 41：07．7クビ 5．5�
24 フェブノヘア 牝3栗 50 松若 風馬釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 438＋ 21：08．01� 14．8�
816 ケイアイウィルゴー 牝4鹿 55 浜中 俊亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 480＋ 2 〃 クビ 4．3	
611 アドマイヤクーガー 牡6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 460－ 61：08．21� 13．1

36 オースミマイカ 牝6鹿 52 	島 良太�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B462＋16 〃 クビ 38．6�
12 サンライズポパイ 牡6鹿 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 464± 01：08．3クビ 45．0�
23 カシノエルフ 牡5栗 52 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 494＋11 〃 ハナ 39．8
612 キンシノキセキ 牡3鹿 54 松山 弘平若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 8 〃 ハナ 3．6�
11 アグネスマチュア 牡5鹿 54 国分 恭介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 494＋16 〃 クビ 174．6�
713 メ ロ ー ト 牡6黒鹿53 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 460－ 21：08．4
 129．9�
714 ライブリシュネル 牡4鹿 54 義 英真加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 2 〃 ハナ 45．7�
815 ビットスターダム 牡6芦 55 川島 信二馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468＋ 41：08．61 65．3�
47 デンコウデア 牝5黒鹿53 武 幸四郎田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 476－ 2 〃 クビ 26．3�
59 � ケンブリッジヒーロ 牡6栗 55 中井 裕二中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 464－ 81：08．91� 171．0�
817 スズノオオタカ 牡6鹿 53 北村 友一阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 514＋ 41：09．43 131．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 34，781，300円 複勝： 66，713，500円 枠連： 28，253，000円
馬連： 127，539，400円 馬単： 62，538，700円 ワイド： 53，606，100円
3連複： 165，159，100円 3連単： 256，576，000円 計： 795，167，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 290円 � 230円 � 220円 枠 連（3－4） 2，180円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，030円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 31，580円

票 数

単勝票数 計 347813 的中 � 30525（5番人気）
複勝票数 計 667135 的中 � 56629（5番人気）� 77502（4番人気）� 80888（3番人気）
枠連票数 計 282530 的中 （3－4） 10000（10番人気）
馬連票数 計1275394 的中 �� 34264（11番人気）
馬単票数 計 625387 的中 �� 8586（22番人気）
ワイド票数 計 536061 的中 �� 13049（11番人気）�� 13161（9番人気）�� 20772（6番人気）
3連複票数 計1651591 的中 ��� 25235（13番人気）
3連単票数 計2565760 的中 ��� 5890（88番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―44．7―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインスピリット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．10 小倉2着

2011．3．26生 牡3黒鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 10戦3勝 賞金 45，292，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



23119 8月31日 曇 良 （26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53�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎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 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
1：43．9

良
良

79 サトノジュピター 牝5鹿 54 藤岡 佑介里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：45．2 5．3�
812 ス ピ リ タ ス �9栗 56 太宰 啓介 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 438± 01：45．52 34．1�
710 ゲシュタルト 牡7鹿 58 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 522＋ 41：45．6クビ 34．8�
44 シゲルササグリ 牡5黒鹿56 川田 将雅森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 508＋14 〃 クビ 3．0�
33 	 ドリームバスケット 牡7栗 57 尾島 徹山下 定良氏 伊藤 強一 日高 荒井ファーム 458－ 61：45．92 58．8�

（笠松） （笠松）

68 キョウエイストーム 牡9芦 57 川須 栄彦田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 442＋ 21：46．0クビ 132．6	
67 サンシャイン 牝5黒鹿54 北村 友一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430－14 〃 クビ 8．3

11 マックスドリーム �7青鹿56 浜中 俊山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 524－101：46．31
 6．4�
56 タガノグーフォ �5黒鹿56 小牧 太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 482－ 41：46．51� 14．4�
55 タムロスカイ 牡7栗 57 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 484± 01：46．6クビ 13．7
811 フレイムコード 牝5鹿 54 松山 弘平�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472± 01：46．7
 7．7�
22 ミキノバンジョー 牡7鹿 58 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 522－ 61：46．91 8．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，614，400円 複勝： 67，180，700円 枠連： 39，328，900円
馬連： 215，746，000円 馬単： 98，522，200円 ワイド： 72，727，700円
3連複： 280，192，100円 3連単： 504，381，900円 計： 1，327，693，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 700円 � 620円 枠 連（7－8） 1，090円

馬 連 �� 11，080円 馬 単 �� 17，600円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 3，130円 �� 7，620円

3 連 複 ��� 74，070円 3 連 単 ��� 414，130円

票 数

単勝票数 計 496144 的中 � 73517（2番人気）
複勝票数 計 671807 的中 � 95938（2番人気）� 22512（10番人気）� 25982（9番人気）
枠連票数 計 393289 的中 （7－8） 27857（5番人気）
馬連票数 計2157460 的中 �� 15087（32番人気）
馬単票数 計 985222 的中 �� 4198（60番人気）
ワイド票数 計 727277 的中 �� 7996（32番人気）�� 6011（37番人気）�� 2432（53番人気）
3連複票数 計2801921 的中 ��� 2837（145番人気）
3連単票数 計5043819 的中 ��� 883（776番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．2―11．3―11．6―12．1―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―34．7―45．9―57．2―1：08．8―1：20．9―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．4
1
3
2（5，11）－（1，7）10，9，12（3，4）8－6
2，5，11＝1，10（7，4）（9，12）（6，3，8）

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

勝馬の
紹 介

サトノジュピター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2011．12．3 中山2着

2009．3．3生 牝5鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 13戦4勝 賞金 70，011，000円
〔制裁〕 ドリームバスケット号の騎手尾島徹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

23120 8月31日 曇 良 （26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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

815 スズカキングダム 牡5鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 500－ 61：46．4 6．3�
510 ロードフォワード 牡3青鹿54 北村 友一 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 436± 0 〃 クビ 47．3�
47 カノヤプレジデント �4鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 476＋ 4 〃 アタマ 34．6�
612 ヴァンヘルシング 牡5青鹿57 松山 弘平市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466＋141：46．5� 12．2�
23 シャトーウインド 牡4黒鹿57 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 466－ 21：46．6クビ 18．0�
48 メテオライト 牡5栗 57 浜中 俊 	キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504－10 〃 クビ 4．4

11 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 468＋ 61：46．7クビ 4．2�
611 ガ ン ジ ー 牡3栗 54 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 482－ 2 〃 クビ 6．6�
36 � アラタシャチョウ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 524－111：46．91	 96．4
35 カレングラスジョー 牡4栗 57 川田 将雅鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B522＋ 21：47．32� 6．2�
59 � サンデーミノル 牡4鹿 57 藤岡 佑介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494± 01：47．4� 267．4�
713 インテグラード 牡3青鹿54 川島 信二	リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 476－ 61：48．03� 18．8�
816 ベ ク ト ル 牡5鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 556＋ 8 〃 クビ 26．7�
714 テーオーイージス 牡3黒鹿54 酒井 学小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 476－ 81：48．42� 50．4�
12 � レッドジェイビー 牡4青 57 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 530＋141：49．25 230．0�
24 アグネスジャスパー 牝7黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 526＋161：50．26 148．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，693，400円 複勝： 72，345，100円 枠連： 34，535，300円
馬連： 133，499，100円 馬単： 62，998，000円 ワイド： 59，537，900円
3連複： 185，289，000円 3連単： 294，387，100円 計： 887，284，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 310円 � 1，370円 � 860円 枠 連（5－8） 9，520円

馬 連 �� 21，970円 馬 単 �� 42，330円

ワ イ ド �� 6，670円 �� 3，700円 �� 13，160円

3 連 複 ��� 190，620円 3 連 単 ��� 767，730円

票 数

単勝票数 計 446934 的中 � 56317（4番人気）
複勝票数 計 723451 的中 � 70236（5番人気）� 12740（12番人気）� 20993（10番人気）
枠連票数 計 345353 的中 （5－8） 2809（27番人気）
馬連票数 計1334991 的中 �� 4709（54番人気）
馬単票数 計 629980 的中 �� 1116（108番人気）
ワイド票数 計 595379 的中 �� 2302（56番人気）�� 4188（41番人気）�� 1160（74番人気）
3連複票数 計1852890 的中 ��� 729（277番人気）
3連単票数 計2943871 的中 ��� 278（1326番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―13．3―12．8―12．2―12．2―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―43．5―56．3―1：08．5―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカキングダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．26 京都8着

2009．4．6生 牡5鹿 母 スズカグレイス 母母 ワキアオブスズカ 22戦2勝 賞金 22，320，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 アグネスジャスパー号の騎手岩崎翼は，3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：13番・5番）
※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 ゼンノスサノヲ号・デンコウリョウ号・ブリスコーラ号・マルイチワンダー号

４レース目



（26小倉2）第10日 8月31日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

192，860，000円
6，280，000円
1，250，000円
17，290，000円
62，874，000円
5，060，200円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
340，160，900円
675，478，900円
221，839，800円
916，642，100円
527，544，200円
415，934，400円
1，223，167，700円
2，180，792，500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 6，501，560，500円

総入場人員 10，807名 （有料入場人員 9，431名）
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