
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

23049 8月16日 曇 稍重 （26小倉2）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬，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

710 クリノヤクマン 牡2鹿 54 熊沢 重文栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 468± 01：09．5 3．9�
56 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 412± 01：09．92� 5．5�
11 ヨカオゴジョ 牝2黒鹿54 幸 英明 �グランデオーナーズ 坪 憲章 宮崎 田上 勝雄 424－ 21：10．53� 10．9�
57 ホウザンキック 牡2黒鹿54 小坂 忠士神田 通博氏 境 直行 鹿児島 神田 通博 454－ 81：10．71� 9．0�
812 カシノフレンジー 牡2鹿 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 498＋121：10．8� 7．2�
69 キリシマツバサ 牡2黒鹿54 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 442± 01：11．22� 2．7	
45 カシノタンバリン 牝2栗 54

51 ▲松若 風馬柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 418－ 61：11．3� 53．2

44 コウザンキサス 牝2栗 54

51 ▲義 英真山下 良子氏 目野 哲也 宮崎 戸田 ゆり子 458＋ 41：11．4� 42．5�
68 コバシジョウチョウ 牡2黒鹿54 太宰 啓介ロイヤルパーク 大根田裕之 宮崎 吉野 政敏 452＋161：11．5� 59．1�
22 カシノリコーダー 牝2鹿 54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 416＋ 41：11．6� 135．5
33 ノアノイノリ 牡2黒鹿54 国分 優作杉元 四男氏 福島 信晴 鹿児島 杉元 四男 376－ 81：12．02� 149．3�
711 タケノロマンス 牡2栗 54 高倉 稜竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 種村 孝典 408＋ 4 〃 クビ 38．5�
813 ホウザンモモ 牝2黒鹿54 柴田 未崎神田 通博氏 和田 雄二 鹿児島 松元 登 410 ―1：12．1� 68．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，421，100円 複勝： 19，396，800円 枠連： 8，854，100円
馬連： 33，435，200円 馬単： 19，732，800円 ワイド： 15，770，100円
3連複： 45，327，000円 3連単： 70，006，800円 計： 225，943，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 210円 � 190円 � 270円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 530円 �� 990円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 17，550円

票 数

単勝票数 計 134211 的中 � 27253（2番人気）
複勝票数 計 193968 的中 � 24439（4番人気）� 29101（2番人気）� 17195（6番人気）
枠連票数 計 88541 的中 （5－7） 8535（4番人気）
馬連票数 計 334352 的中 �� 18093（7番人気）
馬単票数 計 197328 的中 �� 6196（9番人気）
ワイド票数 計 157701 的中 �� 7931（6番人気）�� 3953（14番人気）�� 5046（9番人気）
3連複票数 計 453270 的中 ��� 7456（14番人気）
3連単票数 計 700068 的中 ��� 2891（58番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．5―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノヤクマン �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．15 函館2着

2012．4．22生 牡2鹿 母 シンコペーション 母母 ノーザンメドレー 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ヨカオゴジョ号の調教師坪憲章は，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。

23050 8月16日 曇 不良 （26小倉2）第5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

23 グッドタイムロール 牝3栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 81：45．1 2．7�

816 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 432＋ 61：46．05 12．0�

815 アンスメーヌ 牝3栗 54 酒井 学 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 466＋ 41：46．1� 56．2�

510 アルプサロン 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 478＋ 21：46．2クビ 135．9�
713 マイスクエアワン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 432－ 4 〃 クビ 84．1�
59 ベストガーディアン 牝3鹿 54 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 534＋141：46．3クビ 9．7	
47 エイシンノエル 牝3青鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464＋ 61：46．61� 6．7

11 アリエスムーン 牝3青鹿 54

53 ☆中井 裕二橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454－ 6 〃 クビ 16．5�
12 ヒラボクプリンセス 牝3青鹿54 幸 英明�平田牧場 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 446－ 21：47．23� 119．5�
35 サダムアリガトウ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 21：47．3� 2．8

24 オブラディオブラダ 牝3黒鹿54 �島 良太�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 454＋ 81：47．4� 332．5�
612 シゲルイシカリ 牝3栗 54 国分 優作森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 タニグチ牧場 424－ 41：47．82� 41．9�
611 オーマイベイビー 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：47．9クビ 20．3�
48 エレメンタリー 牝3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 474－ 81：48．75 118．5�
36 ジ ャ コ ン ブ 牝3栗 54 小牧 太晴間 初栄氏 作田 誠二 日高 目黒牧場 460＋ 61：49．23 92．7�
714 マヤノブリッツ 牝3栗 54 武 幸四郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 458＋101：49．3� 218．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，742，900円 複勝： 32，162，300円 枠連： 10，627，400円
馬連： 40，741，600円 馬単： 26，077，800円 ワイド： 23，760，500円
3連複： 61，216，900円 3連単： 90，145，500円 計： 304，474，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 250円 � 870円 枠 連（2－8） 1，190円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，470円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 14，820円 3 連 単 ��� 50，780円

票 数

単勝票数 計 197429 的中 � 56835（1番人気）
複勝票数 計 321623 的中 � 91309（1番人気）� 29345（4番人気）� 6533（9番人気）
枠連票数 計 106274 的中 （2－8） 6899（5番人気）
馬連票数 計 407416 的中 �� 22683（5番人気）
馬単票数 計 260778 的中 �� 10264（6番人気）
ワイド票数 計 237605 的中 �� 14925（4番人気）�� 2359（21番人気）�� 1358（29番人気）
3連複票数 計 612169 的中 ��� 3098（37番人気）
3連単票数 計 901455 的中 ��� 1287（137番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．1―41．9―54．6―1：06．6―1：19．5―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

グッドタイムロール �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Point Given デビュー 2013．12．7 阪神4着

2011．4．29生 牝3栗 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 6戦1勝 賞金 10，050，000円
※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） 5頭 アイファーマシェリ号・グルーヴァー号・ニホンピロレディー号・ハッピーエム号・モネノカガヤキ号

第２回 小倉競馬 第５日



23051 8月16日 曇 稍重 （26小倉2）第5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

35 ユウキファイン 牝3栗 54 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 468＋ 21：08．9 2．3�
714 バトルムーングロウ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 480－ 21：09．0� 6．6�
510 スカイファンタジー 牝3栗 54 太宰 啓介�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 474－ 81：09．21 117．8�
47 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 440－ 4 〃 アタマ 14．4�
611 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 410± 01：09．3� 32．2�
817 クレインテオドーラ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬�ターフ・スポート橋口弘次郎 浦河 市川牧場 466－ 61：09．4� 28．2	
715 アップカレント 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 4 〃 クビ 23．8

23 ピエナブラウニー 牝3青 54 川田 将雅本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム 442－ 21：09．61 6．3�
612 サクラハナフブキ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 448－ 8 〃 ハナ 238．3�
713 エイシンツバメ 牡3栗 56

53 ▲義 英真栄進堂 小崎 憲 浦河 高野牧場 478－ 6 〃 ハナ 26．1�
24 キョウワジュネス 牝3鹿 54 武 幸四郎�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 446－ 41：09．81� 74．2�
36 バトルスパート 牡3鹿 56 �島 良太寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 有限会社 大

作ステーブル B526＋ 61：10．12 100．1�
59 モズハナニカゼ 牡3黒鹿56 北村 友一北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 460－ 41：10．2クビ 28．3�
816 タイセイジャスミン 牝3黒鹿54 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 田湯牧場 456－ 2 〃 クビ 110．6�
12 ブリーズラプソディ 牝3青鹿54 高倉 稜有限会社シルク庄野 靖志 日高 メイプルファーム 462－ 41：10．41� 130．6�
11 ポ ー シ ア 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402＋ 8 〃 ハナ 8．0�
48 クリアザコースト 牡3鹿 56 和田 竜二谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 528＋ 21：10．71� 11．3�
818 メイショウツルヒメ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 476－ 61：11．33� 180．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，348，000円 複勝： 35，038，700円 枠連： 14，295，200円
馬連： 47，161，300円 馬単： 28，619，600円 ワイド： 26，491，600円
3連複： 68，199，600円 3連単： 93，806，000円 計： 335，960，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 250円 � 1，690円 枠 連（3－7） 630円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 500円 �� 5，510円 �� 11，670円

3 連 複 ��� 33，510円 3 連 単 ��� 103，510円

票 数

単勝票数 計 223480 的中 � 75217（1番人気）
複勝票数 計 350387 的中 � 95994（1番人気）� 32472（4番人気）� 3614（13番人気）
枠連票数 計 142952 的中 （3－7） 17515（1番人気）
馬連票数 計 471613 的中 �� 33689（3番人気）
馬単票数 計 286196 的中 �� 11375（5番人気）
ワイド票数 計 264916 的中 �� 15008（3番人気）�� 1180（49番人気）�� 553（75番人気）
3連複票数 計 681996 的中 ��� 1526（96番人気）
3連単票数 計 938060 的中 ��� 657（293番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―45．2―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．5
3 ・（5，7）（1，3，14）（8，10）15（4，11，17）（2，6，12，16，18）－（9，13） 4 5（1，7）（3，14，10）15（8，11）（4，17）（12，16）6（2，18）13，9

勝馬の
紹 介

ユウキファイン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．7．28 小倉11着

2011．5．6生 牝3栗 母 ユウキフォーティ 母母 マイトスミスキー 14戦1勝 賞金 14，050，000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。
（非抽選馬） 2頭 クリノツネチャン号・ボーントゥラン号

23052 8月16日 曇 稍重 （26小倉2）第5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 ラインレグルス 牡6鹿 60 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 506－ 23：11．0 3．5�
56 ダイワデッセー 牝5栗 58 高田 潤大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 500＋143：11．95 4．0�
11 ドリームハヤテ 牡4鹿 60 熊沢 重文セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 494－103：12．0� 5．0�
812 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 488－ 83：12．53 6．2�
55 タマモアルバ 牝4鹿 58 植野 貴也タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490＋ 83：15．3大差 22．2�
68 フルアヘッド 牡3栗 58 平沢 健治関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 466－ 83：15．51� 16．5	
79 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 450± 03：17．110 26．6

22 ニイハオジュウクン 牡6鹿 60 西谷 誠鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 448－ 23：17．95 32．7�
710 ヴ ェ イ ロ ン 牡6栗 60 林 満明前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント B468－ 83：18．64 38．8�
44 メイショウヤギュウ 牡5栗 60 難波 剛健松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468－ 43：18．7クビ 81．4
33 プラネットスコア 牡4黒鹿60 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 468－ 43：20．4大差 90．8�
811� ダンツフォワード 牡5栗 60 中村 将之山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 434－ 63：21．25 7．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，682，800円 複勝： 15，745，500円 枠連： 12，081，100円
馬連： 29，601，400円 馬単： 19，686，000円 ワイド： 14，415，000円
3連複： 43，192，000円 3連単： 66，680，300円 計： 214，084，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 170円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 470円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 126828 的中 � 28709（1番人気）
複勝票数 計 157455 的中 � 33537（1番人気）� 26082（2番人気）� 21313（4番人気）
枠連票数 計 120811 的中 （5－6） 16935（2番人気）
馬連票数 計 296014 的中 �� 30488（1番人気）
馬単票数 計 196860 的中 �� 9418（1番人気）
ワイド票数 計 144150 的中 �� 11111（1番人気）�� 7856（3番人気）�� 5134（9番人気）
3連複票数 計 431920 的中 ��� 19114（2番人気）
3連単票数 計 666803 的中 ��� 7980（3番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．7－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインレグルス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．17 京都10着

2008．2．1生 牡6鹿 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア 障害：6戦1勝 賞金 12，700，000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 シゲルカニザ号



23053 8月16日 曇 重 （26小倉2）第5日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
57．7
57．7

重
重

77 メイショウマサカゼ 牡2黒鹿54 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 506 ― 59．1 2．9�
44 � デ ブ リ ン 牡2栗 54

53 ☆中井 裕二一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 484 ― 59．2� 4．2�

78 ア ト ラ ン タ 牡2鹿 54 高倉 稜桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 504 ― 〃 ハナ 37．0�
89 ブラックショコラ 牝2黒鹿54 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 474 ― 59．83	 11．6�
33 サウスリバティー 牡2栗 54 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 442 ―1：00．22	 6．1	
55 クリノチーホー 牝2栗 54 田中 健栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 横井 哲 410 ―1：00．73 79．1

66 シゲルオキヨマツリ 牝2栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 440 ―1：01．65 85．6�
11 ワールドカップ 牡2黒鹿54 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 466 ―1：01．81
 37．4�
22 タレントナチュラル 牝2青鹿54 幸 英明山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 榊原 敏明 446 ―1：02．01
 15．7
810 サンライズボヌール 牡2栗 54

51 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 460 ―1：02．21 3．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 19，845，600円 複勝： 24，291，100円 枠連： 8，680，000円
馬連： 36，810，600円 馬単： 26，171，800円 ワイド： 16，477，400円
3連複： 42，146，200円 3連単： 83，267，400円 計： 257，690，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 590円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，090円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 16，610円

票 数

単勝票数 計 198456 的中 � 54171（1番人気）
複勝票数 計 242911 的中 � 58623（1番人気）� 40088（3番人気）� 7069（7番人気）
枠連票数 計 86800 的中 （4－7） 9190（2番人気）
馬連票数 計 368106 的中 �� 39742（2番人気）
馬単票数 計 261718 的中 �� 16628（3番人気）
ワイド票数 計 164774 的中 �� 15083（2番人気）�� 3655（15番人気）�� 2153（19番人気）
3連複票数 計 421462 的中 ��� 5870（19番人気）
3連単票数 計 832674 的中 ��� 3634（56番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．8―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマサカゼ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

2012．3．16生 牡2黒鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23054 8月16日 曇 稍重 （26小倉2）第5日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

36 シ ホ ウ 牡3鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 506－ 62：00．7 1．4�
612 スズカローラー 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450－ 22：00．91� 89．1�
818 レッドルーメン 牡3鹿 56 和田 竜二 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478± 02：01．32� 32．6�
715 スズカビスタ 牡3鹿 56 国分 優作永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 468－ 22：01．72� 118．7�
11 ホッコーエイコウ 牡3鹿 56 幸 英明矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496－122：01．8� 17．9	
714 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 酒井 学 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 452－ 62：02．01� 7．1

35 ヤマカツスピード 牡3鹿 56 北村 友一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 490＋ 22：02．42� 17．0�
23 メイショウワザクラ 牝3鹿 54 	島 良太松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 444－ 22：02．61� 117．3�
510 マイネルレヴェイユ 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 42：02．81� 78．9
59 スズカシャトル 牡3鹿 56 小坂 忠士永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 488± 02：03．01� 140．7�
12 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 426－ 6 〃 ハナ 22．1�
48 モ ナ ル カ 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 436＋ 62：03．95 17．6�
24 サトノクリード 牡3黒鹿56 高倉 稜里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 482＋142：04．0
 142．1�
816 イゾラベッラ 牡3芦 56 難波 剛健金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 532＋ 42：04．85 147．5�
611 ベラドンナリリー 牝3黒鹿54 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 446－ 82：05．65 249．4�
817 オースミウルフ 牡3鹿 56 武 幸四郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 518－ 82：06．13 171．6�
713 ネオヴィータローザ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬小林 仁幸氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B548± 02：06．2
 85．3�
47 ゴールデンクロス 牡3鹿 56 小牧 太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 450－ 6 （競走中止） 10．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，481，800円 複勝： 80，562，600円 枠連： 14，993，400円
馬連： 42，869，500円 馬単： 35，076，800円 ワイド： 24，943，300円
3連複： 60，159，500円 3連単： 121，823，900円 計： 402，910，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，420円 � 610円 枠 連（3－6） 2，970円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，080円 �� 22，040円

3 連 複 ��� 45，480円 3 連 単 ��� 123，520円

票 数

単勝票数 計 224818 的中 � 122852（1番人気）
複勝票数 計 805626 的中 � 612890（1番人気）� 3564（12番人気）� 8916（8番人気）
枠連票数 計 149934 的中 （3－6） 3905（11番人気）
馬連票数 計 428695 的中 �� 7042（12番人気）
馬単票数 計 350768 的中 �� 4243（17番人気）
ワイド票数 計 249433 的中 �� 3201（18番人気）�� 6132（8番人気）�� 282（92番人気）
3連複票数 計 601595 的中 ��� 992（101番人気）
3連単票数 計1218239 的中 ��� 715（268番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―12．7―12．5―12．3―12．5―12．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―34．5―47．2―59．7―1：12．0―1：24．5―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2
1
3

2（12，8）（1，5，11）（6，18）－（4，3，10）（14，16）＝（9，13，15）－17・（2，12）8（1，6）5（18，11）（4，10，16）（3，14）（9，15）＝13－17
2
4

2，12（1，8）（5，11）（6，18）4（3，10）－14，16＝（9，13）－15－17
6（2，12）1（5，18）8，15（4，3，10）（9，14）（11，16）＝17－13

勝馬の
紹 介

シ ホ ウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー 2013．11．10 京都7着

2011．2．22生 牡3鹿 母 ゴ コ ウ 母母 Moment of Truth 6戦1勝 賞金 9，500，000円
〔発走状況〕 オースミウルフ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ゴールデンクロス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 スズカビスタ号の騎手国分優作は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オースミウルフ号・ネオヴィータローザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

9月16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。
（非当選馬） 5頭 イイヴィ号・インワンブレス号・キクノブランカ号・サトノパテック号・ファイアーシチー号
（非抽選馬） 1頭 アグリナデシコ号



23055 8月16日 曇 重 （26小倉2）第5日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走13時20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

69 ミキノグランプリ 牡3栗 56 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 444＋ 6 57．7 7．5�
610 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 4 57．91 3．6�
22 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 468－ 6 58．11� 4．9�
34 ヴ ォ ラ ン テ 牝3黒鹿54 高田 潤石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 422＋14 58．73� 69．4�
11 メイショウサンキチ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 500－ 4 〃 クビ 11．5�
46 ビリーバローズ 牡3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 酒井牧場 470－ 2 58．8� 19．3	
33 エンプレスペスカ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470＋14 〃 ハナ 4．5

711 アスタークレバー 牡3栗 56 幸 英明加藤 久枝氏 武田 博 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466± 0 58．9� 8．8�
813 ニューエンプレス 牝3鹿 54 長田 進仁服部 新平氏 坪 憲章 浦河 	川フアーム 478＋ 41：00．28 112．3�

（佐賀）

57 ベクターイメージ 牡3鹿 56 太宰 啓介小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 474 ―1：01．05 93．5
58 メイショウミノリ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 	川フアーム 438－ 21：01．53 43．8�
814 ワンダーフォーゲル 牡3青 56 森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 530 ―1：01．71
 169．6�
45 トレサビリティー 牡3鹿 56 高倉 稜樋口 正蔵氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 480－161：02．76 251．0�
712 タガノタヴェルナー 牡3栗 56 国分 優作八木 一雄氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－20 （競走中止） 9．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，027，700円 複勝： 32，226，300円 枠連： 13，649，900円
馬連： 51，071，600円 馬単： 27，227，500円 ワイド： 25，200，900円
3連複： 63，719，100円 3連単： 92，228，700円 計： 327，351，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 160円 � 180円 枠 連（6－6） 1，570円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 560円 �� 640円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 18，930円

票 数

単勝票数 計 220277 的中 � 23387（4番人気）
複勝票数 計 322263 的中 � 36196（4番人気）� 59285（1番人気）� 47672（3番人気）
枠連票数 計 136499 的中 （6－6） 6720（7番人気）
馬連票数 計 510716 的中 �� 22992（5番人気）
馬単票数 計 272275 的中 �� 5235（14番人気）
ワイド票数 計 252009 的中 �� 11315（5番人気）�� 9706（7番人気）�� 16376（2番人気）
3連複票数 計 637191 的中 ��� 20753（5番人気）
3連単票数 計 922287 的中 ��� 3532（64番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．9―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミキノグランプリ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2013．11．23 京都3着

2011．4．25生 牡3栗 母 ミキノモナコ 母母 ユ カ リ 12戦1勝 賞金 14，740，000円
〔競走中止〕 タガノタヴェルナー号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレサビリティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月16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 イタダキマス号・メイショウホウネン号
※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。

23056 8月16日 曇 稍重 （26小倉2）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

58 ロードハリケーン 牡5鹿 57 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 494± 01：46．9 4．2�
46 クールオープニング 牡3青鹿54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 0 〃 クビ 19．2�
22 アキノクリンチ 牝3芦 52 太宰 啓介穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 466＋ 61：47．11� 21．3�
59 スズカファイター 牡4鹿 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 468－ 21：47．31� 7．8�
611 アドマイヤバートン 牡6栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 490± 01：47．4� 25．2�
34 シ ン ネ ン 牡4栗 57 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 478－ 61：47．5クビ 6．6	
712 スリーカラーナンゴ 牡3鹿 54 国分 優作永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 440± 0 〃 ハナ 55．0

35 シセイカスガ 牡3黒鹿54 北村 友一猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 408－ 21：47．6� 11．1�
23 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 506＋10 〃 ハナ 3．0�
815 ダノンドリーム 牡5青鹿57 川須 栄彦�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 474－ 21：47．91� 11．3
814	 テ ナ ン ゴ 牡4芦 57 和田 竜二林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472－ 51：48．22 79．5�
11 	 エヴリシーズン 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 440－ 71：48．73 31．7�
610 ゲットハッピー 牡6黒鹿57 酒井 学�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 476＋ 21：48．91 241．7�
713 アウトシャイン 牝4黒鹿55 松山 弘平 �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 468＋ 21：49．11 44．7�
47 グレートエンジェル 牝4鹿 55 高倉 稜田畑 マヤ氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 494－ 21：49．84 375．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，808，800円 複勝： 39，104，900円 枠連： 18，361，000円
馬連： 61，643，000円 馬単： 31，102，100円 ワイド： 29，285，100円
3連複： 77，870，700円 3連単： 109，585，900円 計： 392，761，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 520円 � 610円 枠 連（4－5） 2，950円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，980円 �� 5，880円

3 連 複 ��� 31，860円 3 連 単 ��� 167，610円

票 数

単勝票数 計 258088 的中 � 48192（2番人気）
複勝票数 計 391049 的中 � 77705（1番人気）� 16852（8番人気）� 14073（9番人気）
枠連票数 計 183610 的中 （4－5） 4808（11番人気）
馬連票数 計 616430 的中 �� 10153（19番人気）
馬単票数 計 311021 的中 �� 2933（31番人気）
ワイド票数 計 292851 的中 �� 4878（19番人気）�� 3826（21番人気）�� 1258（52番人気）
3連複票数 計 778707 的中 ��� 1833（94番人気）
3連単票数 計1095859 的中 ��� 474（490番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―12．0―11．4―11．4―12．0―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．1―35．1―46．5―57．9―1：09．9―1：22．0―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
13－3，4（1，10）2－12（5，14）6（8，15）－9，7，11
13（3，4）（1，2）10－12－（5，6）（14，15）（8，11）9－7

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

勝馬の
紹 介

ロードハリケーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2012．3．11 阪神6着

2009．2．14生 牡5鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 14戦2勝 賞金 34，404，000円
〔制裁〕 ロードハリケーン号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）



23057 8月16日 曇 稍重 （26小倉2）第5日 第9競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

33 レオパルディナ 牝2鹿 54 武 幸四郎 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 412－ 41：09．0 5．6�
44 クールホタルビ 牝2栗 54 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 420－ 21：09．1� 4．3�
66 マルトクビクトリー 牝2鹿 54 太宰 啓介高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 454－101：09．31	 108．9�
67 ノーブルルージュ 牝2黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 452＋ 21：09．51	 3．0�
11 メイショウオヤシオ 
2栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 442－ 61：10．03 15．7�
78 ダンツメガヒット 牡2栗 54 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 464－ 41：10．1� 5．8	
22 ボクノナオミ 牝2鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：10．2� 6．8

55 タマモパステル 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 414± 01：10．3� 8．8�
79 � タイムオブウォータ 牝2栗 54 長田 進仁吉武 章氏 土井 道隆 日高 門別 敏朗 428－ 81：11．15 127．0

（佐賀） （佐賀）

811 カシノツバサ 牡2栗 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 476± 01：11．31	 124．7�
（10頭）

810 クリノショウスーシ 牝2栗 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 谷川牧場 450－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，714，500円 複勝： 41，597，100円 枠連： 13，355，900円
馬連： 70，742，800円 馬単： 42，182，300円 ワイド： 28，249，600円
3連複： 80，945，600円 3連単： 153，886，100円 計： 462，673，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 190円 � 2，090円 枠 連（3－4） 1，350円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 680円 �� 6，910円 �� 6，630円

3 連 複 ��� 47，500円 3 連 単 ��� 212，500円

票 数

単勝票数 差引計 317145（返還計 3739） 的中 � 44942（3番人気）
複勝票数 差引計 415971（返還計 7922） 的中 � 47588（6番人気）� 70218（2番人気）� 3891（10番人気）
枠連票数 差引計 133559（返還計 209） 的中 （3－4） 7664（4番人気）
馬連票数 差引計 707428（返還計 17973） 的中 �� 36171（7番人気）
馬単票数 差引計 421823（返還計 11604） 的中 �� 10543（13番人気）
ワイド票数 差引計 282496（返還計 11557） 的中 �� 11377（9番人気）�� 1016（39番人気）�� 1060（34番人気）
3連複票数 差引計 809456（返還計 42757） 的中 ��� 1278（65番人気）
3連単票数 差引計1538861（返還計 67853） 的中 ��� 525（286番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．8―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオパルディナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．6．15 阪神1着

2012．3．29生 牝2鹿 母 ビオンドパンテーラ 母母 ラ プ ー マ 2戦2勝 賞金 22，231，000円
〔競走除外〕 クリノショウスーシ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※マルトクビクトリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

23058 8月16日 曇 重 （26小倉2）第5日 第10競走 ��
��1，700�

み や ざ き

宮 崎 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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 ブルーチッパー 牝4鹿 55 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 492＋201：42．0 5．8�
48 マルカファイン 牡5栗 57 高倉 稜河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 496－101：42．21� 62．4�
713 グレナディアーズ 牡3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 1．6�
12 タガノラルフ 牡4青鹿57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：42．83	 10．1�
36 グランフィデリオ 牡3青鹿54 岩崎 翼飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 438＋ 41：42．9クビ 94．0	
815 ミヤジマッキー 牡4鹿 57 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 506± 0 〃 アタマ 11．7

59 
 サカジロスイセイ 牡5鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 516－ 21：43．32	 30．0�
510
 メイショウオトコギ �5栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 474＋ 61：43．4クビ 232．8�
47 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 466－ 21：43．93 8．3
35 キクノレジーナ 牝6青 55 義 英真菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 470－ 8 〃 クビ 301．2�
11 ワンダーコロアール 牡5黒鹿57 和田 竜二山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 470－ 81：44．0クビ 16．3�
23 タガノナパヴァレー �5黒鹿57 中井 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 81：45．06 165．5�
612 コスモアケルナル 牡5栗 57 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 61：45．21� 198．8�
24 ヤマニンメンヒル 牡5鹿 57 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 474＋ 41：45．94 162．2�
611 ファーマジェンヌ 牝5黒鹿55 川須 栄彦中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 518＋221：46．32	 207．7�
714 シニスタークイーン 牝5黒鹿55 藤懸 貴志�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450＋101：46．51	 157．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，895，700円 複勝： 85，656，100円 枠連： 30，635，800円
馬連： 112，188，300円 馬単： 68，864，800円 ワイド： 46，243，300円
3連複： 136，020，000円 3連単： 293，740，600円 計： 814，244，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 660円 � 110円 枠 連（4－8） 1，440円

馬 連 �� 16，630円 馬 単 �� 27，080円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 270円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 85，250円

票 数

単勝票数 計 408957 的中 � 55849（2番人気）
複勝票数 計 856561 的中 � 82528（2番人気）� 13688（8番人気）� 459822（1番人気）
枠連票数 計 306358 的中 （4－8） 16407（5番人気）
馬連票数 計1121883 的中 �� 5228（28番人気）
馬単票数 計 688648 的中 �� 1907（50番人気）
ワイド票数 計 462433 的中 �� 3107（28番人気）�� 52519（1番人気）�� 9787（15番人気）
3連複票数 計1360200 的中 ��� 15354（19番人気）
3連単票数 計2937406 的中 ��� 2498（203番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．4―29．1―41．3―53．1―1：05．1―1：17．2―1：29．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーチッパー �
�
父 ボーナスフィーバー �

�
母父 Tiznow デビュー 2013．2．16 京都2着

2010．3．14生 牝4鹿 母 ペ ケ ジ ェ イ 母母 スイートテイスト 10戦4勝 賞金 47，171，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マノワール号
（非抽選馬） 3頭 アグネスダリム号・スズカウラノス号・ハギノコメント号



23059 8月16日 曇 良 （26小倉2）第5日 第11競走 ��
��2，000�

は か た

博多ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．8．10以降26．8．10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 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 アドマイヤギャラン 牝5青鹿53 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 484± 01：58．7 3．7�
78 ゼンノルジェロ 牡6青 53 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 500± 01：58．91� 130．7�
55 サトノジュピター 牝5鹿 53 浜中 俊里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋121：59．11� 8．1�
33 ブロードスター 	4鹿 54 川須 栄彦安原 浩司氏 
島 一歩 浦河 バンブー牧場 470± 0 〃 ハナ 13．9�
11 フレージャパン 牡5栗 54 中井 裕二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 474－ 41：59．31� 8．3�
44 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿55 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 01：59．4� 3．6�
810 マイネルアイザック 牡5黒鹿55 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 41：59．61� 12．1

77 プリンセスジャック 牝4栗 55 和田 竜二	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474－ 21：59．7クビ 10．2�
89 ダノンフェニックス 牡6黒鹿56 川田 将雅	ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444－10 〃 アタマ 6．5�
66 ローレルブレット 牡5黒鹿55 松山 弘平 	ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 456＋ 81：59．8� 17．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，438，800円 複勝： 75，980，300円 枠連： 35，193，700円
馬連： 197，204，600円 馬単： 89，629，200円 ワイド： 65，625，500円
3連複： 236，477，200円 3連単： 447，829，200円 計： 1，197，378，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 2，820円 � 270円 枠 連（2－7） 2，330円

馬 連 �� 30，310円 馬 単 �� 36，690円

ワ イ ド �� 7，330円 �� 740円 �� 10，970円

3 連 複 ��� 58，220円 3 連 単 ��� 372，330円

票 数

単勝票数 計 494388 的中 � 105002（2番人気）
複勝票数 計 759803 的中 � 127031（2番人気）� 5368（10番人気）� 75437（5番人気）
枠連票数 計 351937 的中 （2－7） 11670（13番人気）
馬連票数 計1972046 的中 �� 5041（38番人気）
馬単票数 計 896292 的中 �� 1832（74番人気）
ワイド票数 計 656255 的中 �� 2235（37番人気）�� 24263（7番人気）�� 1489（41番人気）
3連複票数 計2364772 的中 ��� 3046（89番人気）
3連単票数 計4478292 的中 ��� 872（544番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．2―12．3―12．2―11．9―12．1―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―34．8―47．1―59．3―1：11．2―1：23．3―1：35．2―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤギャラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー 2012．1．9 京都4着

2009．3．15生 牝5青鹿 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク 14戦4勝 賞金 59，369，000円

23060 8月16日 曇 良 （26小倉2）第5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）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

818 フェブノヘア 牝3栗 52
49 ▲義 英真釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 436－ 21：08．7 9．7�

713 ハッピーアビラ 牝5鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 61：08．8� 7．4�
12 エーシンエムディー 牝5黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 460＋ 4 〃 クビ 3．5�
48 ネオヴィクトリア 牝4黒鹿55 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：08．9クビ 29．3�
817 レッドレイチェル 牝3鹿 52 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 7．3�
23 サ ト ノ ネ ネ 牝4鹿 55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 4．5	
611 テイエムナデューラ 牝3栗 52 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 432－ 6 〃 クビ 180．1

510 マジカルビアンカ 牝4芦 55 酒井 学村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 448± 01：09．0クビ 74．5�
59 ブルーヴァルキリー 牝3栗 52 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 436＋ 8 〃 ハナ 71．7�
36 ベラフォレスタ 牝3黒鹿 52

49 ▲松若 風馬 社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 クビ 20．2�
24 シャルロッカ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 436－ 21：09．1� 105．4�

35 ディザイラブル 牝5黒鹿55 小牧 太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 430－ 4 〃 ハナ 73．4�
11 トップルビー 牝6黒鹿55 �島 良太宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 444－ 2 〃 アタマ 30．1�
816 オフェーリアシチー 牝3芦 52 田中 健 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 442± 0 〃 ハナ 113．0�
715� オーファメイ 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 21：09．41� 89．2�
612 ア ヴ ァ ー ル 牝3栗 52 高倉 稜前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 442＋ 21：09．61	 16．2�
47 タイキマーシャ 牝4栗 55

52 ▲岩崎 翼大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 462＋ 81：10．66 35．7�
714 ピエナアプローズ 牝5黒鹿55 武 幸四郎本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 470－101：10．7	 10．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，802，000円 複勝： 59，550，300円 枠連： 31，182，900円
馬連： 114，324，500円 馬単： 54，329，800円 ワイド： 48，262，800円
3連複： 150，370，800円 3連単： 233，537，800円 計： 729，360，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 210円 � 140円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 860円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 39，690円

票 数

単勝票数 計 378020 的中 � 31092（5番人気）
複勝票数 計 595503 的中 � 45909（5番人気）� 67476（3番人気）� 144212（1番人気）
枠連票数 計 311829 的中 （7－8） 29732（3番人気）
馬連票数 計1143245 的中 �� 24407（13番人気）
馬単票数 計 543298 的中 �� 4631（33番人気）
ワイド票数 計 482628 的中 �� 8843（14番人気）�� 14360（7番人気）�� 19774（3番人気）
3連複票数 計1503708 的中 ��� 20846（12番人気）
3連単票数 計2335378 的中 ��� 4265（104番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．5―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．2―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 2，3（4，7，12，16）（8，14）（11，17，18）9（5，10）（6，13）15，1 4 2，3（4，12，16）（11，18）8（5，17，7，9，14）13（6，10）15，1

勝馬の
紹 介

フェブノヘア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．29 中京4着

2011．3．20生 牝3栗 母 ミヤジマッドレー 母母 ゴールデンコマーズ 20戦2勝 賞金 33，308，000円
〔制裁〕 ネオヴィクトリア号の騎手松山弘平は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）



（26小倉2）第5日 8月16日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 170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

189，460，000円
2，080，000円
7，020，000円
1，170，000円
16，810，000円
61，971，000円
5，118，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
318，209，700円
541，312，000円
211，910，400円
837，794，400円
468，700，500円
364，725，100円
1，065，644，600円
1，856，538，200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 5，664，834，900円

総入場人員 9，177名 （有料入場人員 8，041名）
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