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23073 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7日 第1競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

47 シゲルチャグチャグ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 464－ 81：08．7 8．1�
36 デンコウハシャ 牡2青鹿54 浜中 俊田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 426－ 41：08．91� 5．3�
611 デ ィ ア エ ナ 牝2黒鹿54 国分 優作桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 528＋12 〃 ハナ 3．8�
612 フェアラフィネ 牝2芦 54 松山 弘平髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 438＋ 21：09．32� 4．2�
12 ミュトスレディ 牝2鹿 54 川島 信二小村アセットM� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 460－ 4 〃 クビ 22．4	
24 ジョウショーエガオ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 哲夫 456＋ 81：09．51� 20．2

713 ハ ヤ イ ガ ナ 牡2栗 54 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 462＋ 21：09．6クビ 11．0�
35 ナムラオウテ 牡2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 438＋ 41：09．7� 177．9�
714 イ イ ネ ー 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448－ 2 〃 アタマ 48．1
59 ノアズアーク 牝2栗 54 武 幸四郎早野 誠氏 松永 幹夫 洞	湖 レイクヴィラファーム 426＋ 2 〃 クビ 72．3�
816 ワンダーグロワール 牡2鹿 54 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468－ 61：09．91� 231．9�
48 ボストンマリ 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真山上 和良氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 446－ 8 〃 クビ 10．7�
510 ナムラカグヤヒメ 牝2鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 440－ 21：10．0� 20．1�
817 マイネルバンケット 牡2芦 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 幌村牧場 432－ 21：10．1クビ 47．9�
11 パ テ ィ 牝2鹿 54 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 414± 01：10．42 67．6�
23 ア ゲ ー ト 牝2芦 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 422－ 21：10．5クビ 111．6�
715 アイファーコジーン 牡2芦 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 446＋ 41：10．6
 90．6�
818 カシノランド 牡2黒鹿54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468± 01：10．81� 66．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，595，500円 複勝： 28，736，800円 枠連： 10，738，400円
馬連： 33，646，000円 馬単： 19，141，600円 ワイド： 19，934，300円
3連複： 50，832，500円 3連単： 65，737，400円 計： 244，362，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 150円 � 140円 枠 連（3－4） 1，150円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 550円 �� 510円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 15，080円

票 数

単勝票数 計 155955 的中 � 15394（4番人気）
複勝票数 計 287368 的中 � 28949（4番人気）� 51139（2番人気）� 59793（1番人気）
枠連票数 計 107384 的中 （3－4） 7193（5番人気）
馬連票数 計 336460 的中 �� 15123（6番人気）
馬単票数 計 191416 的中 �� 3749（13番人気）
ワイド票数 計 199343 的中 �� 8894（5番人気）�� 9715（4番人気）�� 15026（1番人気）
3連複票数 計 508325 的中 ��� 20846（2番人気）
3連単票数 計 657374 的中 ��� 3160（24番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．2―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．5―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルチャグチャグ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．8．2 小倉3着

2012．5．4生 牝2鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 アイファーコジーン号は，枠入り不良。

23074 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時30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
1：45．9

良
良

24 ビジューミニョン 牝2青鹿54 浜中 俊 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 450－ 21：49．6 1．4�
611 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 532＋ 41：50．23� 18．6�
11 カラーラビアンコ 牡2芦 54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 464－ 41：50．3� 19．0�
612 トウケイリニア 牡2鹿 54 武 幸四郎木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 430＋ 81：50．51� 22．4�
714 セイカフォルテシモ 牡2鹿 54 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 456－ 8 〃 クビ 17．4	
12 ウインハインズ 牡2黒鹿54 幸 英明�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 428＋ 41：51．03 41．6

713 レッドヴィラーゴ 牝2鹿 54

51 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 10．6�
48 カリテスグレース 牝2黒鹿54 高倉 稜北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 460± 01：51．1� 21．1�
36 アングルゴア 牡2黒鹿54 田中 健大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 470± 01：51．2� 101．3
815 イ チ ゴ ッ チ 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 430＋ 21：51．41 225．0�
23 マインリーバー 牡2青鹿54 酒井 学岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 450－ 2 〃 クビ 36．9�
35 クリノテンホー 牡2鹿 54 北村 友一栗本 博晴氏 橋口弘次郎 様似 様似渡辺牧場 404± 01：51．93 9．0�
510 カシノリクノオウ 牡2青鹿54 柴田 未崎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 462＋ 4 〃 同着 173．5�
59 コンセギール 牡2黒鹿54 川島 信二前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 21：52．21� 47．5�
47 カシノトラダマシイ 牡2黒鹿54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 458＋ 41：52．41� 387．2�
816 シゲルジダイマツリ 牡2栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 広田牧場 482－ 21：53．25 330．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，200，100円 複勝： 57，340，500円 枠連： 10，856，800円
馬連： 29，965，200円 馬単： 23，697，100円 ワイド： 16，885，600円
3連複： 41，249，800円 3連単： 71，103，800円 計： 269，298，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 370円 � 310円 枠 連（2－6） 550円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 440円 �� 500円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 182001 的中 � 100855（1番人気）
複勝票数 計 573405 的中 � 413881（1番人気）� 12001（8番人気）� 15285（6番人気）
枠連票数 計 108568 的中 （2－6） 15258（2番人気）
馬連票数 計 299652 的中 �� 23308（4番人気）
馬単票数 計 236971 的中 �� 15298（4番人気）
ワイド票数 計 168856 的中 �� 10398（3番人気）�� 8876（6番人気）�� 1456（30番人気）
3連複票数 計 412498 的中 ��� 8958（10番人気）
3連単票数 計 711038 的中 ��� 5240（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．7―48．8―1：00．6―1：12．8―1：25．2―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビジューミニョン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．7．6 中京7着

2012．2．11生 牝2青鹿 母 キュートエンブレム 母母 サクラサクⅡ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 コンセギール号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔調教再審査〕 クリノテンホー号は，競走中終始外側に逃避したことについて平地調教再審査。

第２回 小倉競馬 第７日



23075 8月23日 晴 重 （26小倉2）第7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）

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 230，000
230，000

円
円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

46 ニホンピロディール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444－ 4 58．8 1．7�
11 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 420－ 2 59．01� 27．2�
33 ヒロノスイート 牝3鹿 54 小坂 忠士守内ひろ子氏 境 直行 浦河 �川 啓一 414± 0 〃 アタマ 39．8�
813 サトノバーキン 牝3栗 54 藤岡 佑介里見 治氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 468＋ 6 59．1� 24．1�
45 ベリーベリータイム 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 504＋ 4 〃 ハナ 55．6�
712 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 452＋ 2 〃 同着 4．4	
22 イエスオッケー 牝3鹿 54 幸 英明松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 476＋ 4 59．31 68．6

69 ナチュラライズ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 422± 0 〃 アタマ 8．0�
34 ウィナーウェイ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 478＋ 8 59．4� 45．1�
814 ア ゲ ー ラ 牝3鹿 54 松山 弘平杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 490－ 4 〃 ハナ 8．4
711 アラタマデピュティ 牝3栗 54 �島 良太荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 472－ 61：00．14 231．2�
57 ビ ル バ オ 牝3青鹿54 川須 栄彦�ターフ・スポート�島 一歩 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 432＋ 2 〃 クビ 254．4�
610 メイショウコハル 牝3鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 446＋ 61：00．31� 170．1�
58 シゲルカワチ 牝3栗 54 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 474＋101：00．61� 21．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，082，000円 複勝： 61，182，400円 枠連： 9，573，200円
馬連： 34，342，800円 馬単： 25，597，900円 ワイド： 20，250，200円
3連複： 48，252，300円 3連単： 83，910，100円 計： 302，190，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 440円 � 490円 枠 連（1－4） 2，050円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 620円 �� 670円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 190820 的中 � 86374（1番人気）
複勝票数 計 611824 的中 � 414690（1番人気）� 12686（5番人気）� 11116（8番人気）
枠連票数 計 95732 的中 （1－4） 3617（7番人気）
馬連票数 計 343428 的中 �� 15161（5番人気）
馬単票数 計 255979 的中 �� 7374（8番人気）
ワイド票数 計 202502 的中 �� 8729（5番人気）�� 7924（7番人気）�� 1608（27番人気）
3連複票数 計 482523 的中 ��� 6491（18番人気）
3連単票数 計 839101 的中 ��� 2926（62番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．4―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロディール �
�
父 サイレントディール �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2013．9．7 阪神5着

2011．4．7生 牝3栗 母 ニホンピロブリュレ 母母 ニホンピロダンス 16戦1勝 賞金 19，200，000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。
（非抽選馬） 1頭 モントランブラン号

23076 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7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400万円超過馬は
超過額300万円毎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

44 レッドアーヴィング �5栗 60 平沢 健治 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476－ 43：09．5 28．2�
11 トウシンボルト 牡7黒鹿60 難波 剛健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496＋ 23：10．35 6．6�
22 グリッターウイング 牡7栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋103：10．83 1．5�
810 シゲルヘビザ 牡4黒鹿60 田村 太雅森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 490－ 2 〃 クビ 24．7�
55 トウカイルーチェ 牡4青鹿60 北沢 伸也内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 518＋ 63：10．9クビ 6．4�
78 � リアリーサムシング 牡6栗 60 林 満明吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 482＋ 23：11．53� 48．1	
77 ニジブルーム 牡6芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 11．0

66 � タマモショパン 牡5鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 508－ 23：11．92� 22．4�
33 ミヤコデラックス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B464－ 43：12．0クビ 143．6�
89 リアルブラック �5青鹿60 白浜 雄造大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 506－ 23：12．31	 21．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，442，100円 複勝： 39，673，200円 枠連： 9，949，400円
馬連： 27，235，800円 馬単： 23，573，200円 ワイド： 16，086，700円
3連複： 39，249，300円 3連単： 83，805，000円 計： 258，014，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 360円 � 180円 � 110円 枠 連（1－4） 9，870円

馬 連 �� 9，420円 馬 単 �� 24，970円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 750円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 64，360円

票 数

単勝票数 計 184421 的中 � 5215（8番人気）
複勝票数 計 396732 的中 � 9035（8番人気）� 25648（3番人気）� 265675（1番人気）
枠連票数 計 99494 的中 （1－4） 781（21番人気）
馬連票数 計 272358 的中 �� 2240（25番人気）
馬単票数 計 235732 的中 �� 708（59番人気）
ワイド票数 計 160867 的中 �� 1633（25番人気）�� 5133（9番人気）�� 19805（2番人気）
3連複票数 計 392493 的中 ��� 7636（16番人気）
3連単票数 計 838050 的中 ��� 944（168番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 52．2－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアーヴィング �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2011．9．11 札幌1着

2009．2．9生 �5栗 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 障害：7戦2勝 賞金 21，600，000円



23077 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7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

66 セカンドテーブル 牡2栗 54
51 ▲義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 448 ―1：09．3 1．8�

11 サフランスター 牡2黒鹿54 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 498 ―1：10．15 7．0�
88 ペプチドアルマ 牡2黒鹿54 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 442 ―1：10．31� 2．9�
89 ビップチャーチャン 牝2栗 54 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 434 ―1：11．25 15．0�
77 セ ン グ ウ 牝2栗 54 北村 友一重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 458 ―1：11．41� 37．2�
55 ローズウィップ 牝2鹿 54

51 ▲松若 風馬山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 426 ―1：11．61� 96．4�
22 ユウキファルコン 牡2栗 54 幸 英明雪本 秀樹氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 398 ―1：11．91	 36．7	
44 
 テ ル ヌ ー ヴ 牝2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 米 Tony Holmes &

Tim Thornton 472 ―1：12．0	 13．1

33 タガノマイン 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460 ―1：13．59 125．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，517，900円 複勝： 19，381，500円 枠連： 8，943，400円
馬連： 30，019，400円 馬単： 22，276，800円 ワイド： 15，721，300円
3連複： 33，937，500円 3連単： 76，892，500円 計： 235，690，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（1－6） 1，210円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 290円 �� 160円 �� 240円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 285179 的中 � 126146（1番人気）
複勝票数 計 193815 的中 � 40804（2番人気）� 27912（3番人気）� 60297（1番人気）
枠連票数 計 89434 的中 （1－6） 5705（5番人気）
馬連票数 計 300194 的中 �� 23366（4番人気）
馬単票数 計 222768 的中 �� 10756（5番人気）
ワイド票数 計 157213 的中 �� 11990（3番人気）�� 28867（1番人気）�� 15694（2番人気）
3連複票数 計 339375 的中 ��� 47561（1番人気）
3連単票数 計 768925 的中 ��� 16862（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セカンドテーブル �

父 トワイニング �


母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．4．5生 牡2栗 母 モカサンデー 母母 グリュックダンク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ユウキファルコン号の調教師服部利之は，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。

ユウキファルコン号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔その他〕 タガノマイン号は，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。

23078 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7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

818 トーセンデューク 牡3鹿 56 浜中 俊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444＋ 41：59．7 2．0�
59 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 460＋ 2 〃 クビ 15．7�
817 ライトニングロアー 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 41：59．91� 4．6�
11 ザトゥルーエアー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 474＋ 62：00．11� 109．5�
713 シゲルオウミ 牝3鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 468± 02：00．31� 46．1	
23 サンライズジャパン 牡3鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 516± 02：00．4クビ 8．5

510 センセーション 牝3鹿 54 小牧 太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 472－ 82：00．5� 5．9�
47 アグリナデシコ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 440＋ 22：01．24 90．6�
816 アロハフライデー 牡3栗 56 高倉 稜新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 438＋ 42：01．83� 249．4
24 プリムヴェール 牝3鹿 54 藤懸 貴志市川 義美氏 安達 昭夫 むかわ 貞広 賢治 456＋ 22：02．01� 444．8�
612 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434－ 42：02．1� 16．8�
35 メイショウオオダチ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460± 02：02．2クビ 74．6�
12 キャンドルライト 牡3黒鹿56 酒井 学山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 540± 0 〃 ハナ 387．0�
611 サトノパテック 牡3栗 56 岡田 祥嗣里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 582± 02：02．52 122．8�
36 エ ト ラ 牝3鹿 54 小坂 忠士佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 430＋ 62：03．35 279．9�
714 キクノブランカ 牝3鹿 54 松山 弘平菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 福田牧場 414－ 82：03．4� 21．5�
48 エンジェルスピン 牝3黒鹿54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 484－122：04．67 334．9�
715 インワンブレス 牝3栗 54 田中 健名古屋友豊� 木原 一良 登別 青藍牧場 430＋ 82：05．77 338．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，913，600円 複勝： 34，513，500円 枠連： 15，850，000円
馬連： 46，679，000円 馬単： 30，334，900円 ワイド： 25，247，900円
3連複： 58，807，300円 3連単： 98，504，200円 計： 334，850，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 250円 � 170円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 640円 �� 300円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 10，430円

票 数

単勝票数 計 249136 的中 � 99385（1番人気）
複勝票数 計 345135 的中 � 120396（1番人気）� 23852（5番人気）� 43542（2番人気）
枠連票数 計 158500 的中 （5－8） 35313（1番人気）
馬連票数 計 466790 的中 �� 23456（6番人気）
馬単票数 計 303349 的中 �� 10031（6番人気）
ワイド票数 計 252479 的中 �� 9677（6番人気）�� 23799（2番人気）�� 6017（13番人気）
3連複票数 計 588073 的中 ��� 17982（5番人気）
3連単票数 計 985042 的中 ��� 6842（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．6―12．5―12．1―11．6―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．0―47．6―1：00．1―1：12．2―1：23．8―1：35．6―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．9
1
3
12，10，1（2，3）（15，18）6（8，13）（7，14）17（4，11）（5，9，16）・（12，10）3（18，17）1－（2，13，7）－（8，6，9）16（4，5）（14，11）－15

2
4
12，10（1，3）（2，18）（8，6，13）（7，15）17（4，14）11，16（5，9）・（10，3，17）（12，18）1，13，9，7－2，16－（8，6，5，11）（4，14）＝15

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンデューク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fairy King デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．3．5生 牡3鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 トーセンデューク号の騎手浜中俊は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インワンブレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月23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 オーミバンビーナ号・ブルーダイアモンド号
（非抽選馬） 2頭 トウケイアロー号・ヒロノアドバンス号



23079 8月23日 晴 重 （26小倉2）第7日 第7競走 ��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

11 ダンツトゥルース 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B464－ 81：45．8 3．8�

815 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± 0 〃 クビ 6．6�
816 シゲルエチゴ 牡3芦 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 440＋ 21：46．22� 77．6�
612 シゲルハリマ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 492－ 41：46．3クビ 18．3�
713 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：46．62 11．0�
23 スギノゼウス 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 41：46．81� 2．7	
36 ビ ー ス テ ィ 牡3栗 56 藤懸 貴志小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 470－ 31：46．9� 115．3

48 スリーマキシマム 牡3鹿 56 川須 栄彦永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 482＋ 81：47．11� 25．8�
24 メイショウラファー 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好�氏 千田 輝彦 浦河 磯野牧場 464＋ 41：48．16 45．1
510 モネノカガヤキ 牝3芦 54 岡田 祥嗣�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 B424＋ 41：48．2クビ 66．7�
35 オールドバルディー 牡3黒鹿56 松山 弘平�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512± 01：48．41� 7．2�
611 ジェニファー 牝3鹿 54 柴田 未崎橋場 勇二氏 森田 直行 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－111：48．5� 242．5�
12 デンコウバリオス 牡3栗 56 国分 優作田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 488 ―1：49．13� 253．7�
47 フラッグディール 牡3鹿 56 北村 友一柴田 洋一氏 中尾 秀正 浦河 オンワード牧場 484 ―1：50．05 65．5�
59 オブシディアン �3青鹿56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－181：50．31� 16．9�
714 ナムラサウザー 牡3鹿 56 熊沢 重文奈村 信重氏 日吉 正和 浦河 谷川牧場 524＋ 21：51．89 98．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，586，800円 複勝： 31，679，800円 枠連： 11，570，500円
馬連： 49，935，800円 馬単： 27，720，300円 ワイド： 24，729，100円
3連複： 60，353，400円 3連単： 93，889，200円 計： 320，464，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 260円 � 1，270円 枠 連（1－8） 1，520円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，920円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 31，890円 3 連 単 ��� 128，190円

票 数

単勝票数 計 205868 的中 � 43224（2番人気）
複勝票数 計 316798 的中 � 60619（2番人気）� 31367（5番人気）� 4891（10番人気）
枠連票数 計 115705 的中 （1－8） 5884（6番人気）
馬連票数 計 499358 的中 �� 22124（6番人気）
馬単票数 計 277203 的中 �� 5919（14番人気）
ワイド票数 計 247291 的中 �� 11175（6番人気）�� 1567（32番人気）�� 1139（42番人気）
3連複票数 計 603534 的中 ��� 1419（76番人気）
3連単票数 計 938892 的中 ��� 531（325番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．7―55．2―1：07．7―1：20．3―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツトゥルース �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Gulch デビュー 2013．10．6 京都11着

2011．4．21生 牡3鹿 母 ビ ア ン キ 母母 Northern Trick 15戦1勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラサウザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月23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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オーミシャンクス号・ダンツトーラス号・ラッキーハンター号
（非抽選馬） 2頭 ヴァース号・ブレイズゴールド号

23080 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7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）

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
1：44．1
1：43．9

良
良

55 レッドオリヴィア 牝3鹿 52
49 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 418－ 41：46．8 5．0�

66 ブリュネット 牝4栗 55 藤岡 佑介 �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 484－ 21：46．9� 12．1�
89 アドマイヤウイング 牝3鹿 52 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：47．0� 5．9�
810 ディオーサシチー 牝4鹿 55

52 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 464－ 41：47．53 30．3�
77 � エリモフローラ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 480＋ 41：47．71� 16．5�
11 エ イ ン セ ル 牝4鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 ハナ 8．6	
22 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456－ 61：48．02 5．1

78 レネットグルーヴ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 428－ 8 〃 ハナ 2．6�
44 ソロデビュー 牝5黒鹿55 幸 英明�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 506－101：48．21 104．9
33 ウ メ 牝3栗 52 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B436＋ 21：48．83	 58．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，495，700円 複勝： 32，799，700円 枠連： 9，747，100円
馬連： 47，024，700円 馬単： 28，389，900円 ワイド： 20，869，300円
3連複： 54，660，800円 3連単： 103，838，100円 計： 320，825，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 240円 � 160円 枠 連（5－6） 2，880円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 800円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 34，010円

票 数

単勝票数 計 234957 的中 � 37092（2番人気）
複勝票数 計 327997 的中 � 42803（4番人気）� 31157（6番人気）� 59289（2番人気）
枠連票数 計 97471 的中 （5－6） 2620（14番人気）
馬連票数 計 470247 的中 �� 9934（16番人気）
馬単票数 計 283899 的中 �� 3601（27番人気）
ワイド票数 計 208693 的中 �� 4749（18番人気）�� 6751（10番人気）�� 6727（11番人気）
3連複票数 計 546608 的中 ��� 6800（24番人気）
3連単票数 計1038381 的中 ��� 2213（130番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．1―12．0―11．7―11．8―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．5―47．5―59．2―1：11．0―1：22．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドオリヴィア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．10 京都8着

2011．3．21生 牝3鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 3戦2勝 賞金 11，900，000円



23081 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7日 第9競走 ��
��1，700�

あ お し ま

青 島 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：39．8
1：39．8

良
良

89 � メイショウエゾフジ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 462± 01：41．6 15．9�
55 ラブラバード 牡4芦 57 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：41．7	 1．8�
22 ノアオーカン 牡4黒鹿57 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 472－ 61：42．12
 26．7�
44 オリハルコン 牡3黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 クビ 4．8�
33 トーコーグリーン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490± 0 〃 ハナ 11．7	
88 シ ュ ネ ー ル 牡3鹿 54 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：42．2クビ 14．3

77 � キ ン コ バ ン 牡3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 462－ 2 〃 ハナ 88．9�
66 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 498－ 41：42．3
 4．4�
11 モズハナニカゼ 牡3黒鹿54 中井 裕二北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 460± 01：44．5大差 98．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，975，500円 複勝： 55，900，300円 枠連： 12，262，900円
馬連： 59，042，300円 馬単： 40，450，600円 ワイド： 24，873，200円
3連複： 68，392，100円 3連単： 172，659，700円 計： 460，556，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 390円 � 110円 � 360円 枠 連（5－8） 730円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，730円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 50，090円

票 数

単勝票数 計 269755 的中 � 13501（6番人気）
複勝票数 計 559003 的中 � 17001（7番人気）� 321123（1番人気）� 18961（6番人気）
枠連票数 計 122629 的中 （5－8） 12971（3番人気）
馬連票数 計 590423 的中 �� 24086（6番人気）
馬単票数 計 404506 的中 �� 6050（15番人気）
ワイド票数 計 248732 的中 �� 8654（10番人気）�� 2220（23番人気）�� 9770（7番人気）
3連複票数 計 683921 的中 ��� 8384（19番人気）
3連単票数 計1726597 的中 ��� 2499（119番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．7―12．1―12．0―12．0―11．5―11．3―11．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．6―31．3―43．4―55．4―1：07．4―1：18．9―1：30．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウエゾフジ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian

2010．3．19生 牡4黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero 10戦1勝 賞金 16，352，000円
初出走 JRA

23082 8月23日 晴 良 （26小倉2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

お ご お り

小 郡 特 別
発走15時00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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

814 サンセットスカイ 牡4栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ B478－ 41：08．4 4．9�

59 � ハイマウンテン 牝4鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 462＋ 61：08．5	 21．8�
47 ラヴァーズポイント 牝4青鹿55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 484－ 21：08．71
 2．0�
712 ケントヒーロー 牡4栗 57 幸 英明田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 482－ 2 〃 クビ 25．9�
815 ベッラヴォーチェ 牝4鹿 55 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋30 〃 ハナ 36．1�
22 ブロンシェダーム 牝3鹿 52 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 402＋301：08．8	 19．0	
11 ジャストザブレイン 牡5鹿 57 国分 恭介ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 462－ 2 〃 ハナ 25．6

35 ワキノコクリュウ 牡3青鹿54 川田 将雅脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 520－ 41：08．9クビ 6．9�
23 クインスウィーティ 牝4芦 55 高倉 稜田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 440＋16 〃 アタマ 22．8�
34 マダムリシェス 牝3栗 52 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 6 〃 クビ 22．7
713 グレイスフルデイズ �4芦 57 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 488＋ 21：09．32	 11．4�
611 アグネスキズナ �4栗 57 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 492＋ 61：09．51 112．4�
46 サウンドアドバイス 牝4栗 55 義 英真加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 21：09．6	 43．6�
58 シャルロッカ 牝4鹿 55 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 434－ 2 〃 クビ 167．8�
610 エーティーガンダム 牡6栗 57 太宰 啓介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 470－ 21：09．7 192．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，733，200円 複勝： 54，130，300円 枠連： 22，390，300円
馬連： 94，700，100円 馬単： 51，250，000円 ワイド： 42，845，100円
3連複： 118，487，300円 3連単： 205，767，700円 計： 623，304，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 280円 � 120円 枠 連（5－8） 3，300円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 220円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 16，260円

票 数

単勝票数 計 337332 的中 � 54717（2番人気）
複勝票数 計 541303 的中 � 98142（2番人気）� 32475（5番人気）� 164030（1番人気）
枠連票数 計 223903 的中 （5－8） 5253（12番人気）
馬連票数 計 947001 的中 �� 20173（12番人気）
馬単票数 計 512500 的中 �� 6690（17番人気）
ワイド票数 計 428451 的中 �� 8164（12番人気）�� 58461（1番人気）�� 21009（4番人気）
3連複票数 計1184873 的中 ��� 54457（3番人気）
3連単票数 計2057677 的中 ��� 9174（35番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．1―11．5―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンセットスカイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．8．5 小倉2着

2010．2．23生 牡4栗 母 ヴ ァ ー チ ュ 母母 サンタムール 21戦2勝 賞金 33，842，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



23083 8月23日 晴 稍重 （26小倉2）第7日 第11競走 ��
��1，700�T V Q 杯

発走15時35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（1着）
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 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

35 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 57 浜中 俊菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 504－ 81：44．3 1．9�
12 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋10 〃 クビ 23．9�
47 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 462＋ 61：44．51
 7．8�
59 タイセイバスター 牡4鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 506＋ 21：44．6� 13．5�
815 オウケンゴールド 牡3栃栗54 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B484－ 21：44．81� 15．5�
36 レッドサクセサー 牡4青鹿57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 540＋ 61：44．9クビ 13．5	
48  シンワウォッカ 牝5鹿 55 松山 弘平ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 506＋ 6 〃 クビ 40．5

612 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿55 酒井 学�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 474＋ 21：45．0� 98．2�
24 アグネスダリム 牝5栗 55 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 474＋ 61：45．21� 201．0
11 マリントウショウ 牝5青鹿55 �島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492－ 81：45．3クビ 102．0�
713 メイショウソラーレ 牡4鹿 57 川田 将雅松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 494－ 21：45．4� 4．3�
23 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 55 田中 健本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋181：45．5� 311．6�
816 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 57 国分 優作小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 466－101：45．6� 342．6�
510 リバータイキ 牡5栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 512－ 21：45．7クビ 26．1�
611 メイショウビリーヴ �5黒鹿57 武 幸四郎松本 和子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 442－ 61：46．44 147．3�
714 ハニードント 牝3栗 52 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 444＋ 2 〃 ハナ 79．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，225，200円 複勝： 93，045，500円 枠連： 43，171，600円
馬連： 190，344，500円 馬単： 99，523，100円 ワイド： 73，128，200円
3連複： 260，397，800円 3連単： 484，692，400円 計： 1，295，528，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 410円 � 200円 枠 連（1－3） 1，630円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 760円 �� 400円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 17，330円

票 数

単勝票数 計 512252 的中 � 215235（1番人気）
複勝票数 計 930455 的中 � 407225（1番人気）� 31829（8番人気）� 88882（3番人気）
枠連票数 計 431716 的中 （1－3） 20491（8番人気）
馬連票数 計1903445 的中 �� 71400（7番人気）
馬単票数 計 995231 的中 �� 25224（9番人気）
ワイド票数 計 731282 的中 �� 24421（7番人気）�� 51669（2番人気）�� 7854（21番人気）
3連複票数 計2603978 的中 ��� 45755（14番人気）
3連単票数 計4846924 的中 ��� 20270（50番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．8―12．9―12．3―12．1―12．4―12．6―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．4―42．3―54．6―1：06．7―1：19．1―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ク ノ ソ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．11．18 京都2着

2010．5．10生 牡4鹿 母 キクノジェニー 母母 キクノサンシャイン 14戦4勝 賞金 69，922，000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 スズカウラノス号

23084 8月23日 晴 稍重 （26小倉2）第7日 第12競走 ��1，000�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
56．9
56．9

重
重

22 スマートアレンジ 牝4鹿 55 酒井 学深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大
作ステーブル 478－ 4 58．1 10．7�

56 ドニカナルボーイ 牡4黒鹿57 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 462－ 4 58．31� 3．1�
812 マウントフジ 牝6鹿 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 440＋ 2 58．4� 26．7�
68 ア サ ケ ゴ マ 牝4芦 55 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 476－ 4 〃 ハナ 11．2�
57 ス テ ー キ 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 502＋ 2 58．5� 5．2�
11 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 高倉 稜今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B484＋ 2 58．71� 5．9	
44 スズカブリザード 牡8鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 514＋ 6 58．8� 107．1

710 ゼンノステルス 牡3芦 54 浜中 俊大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 454± 0 58．9クビ 7．1�
33 � マルモグリフィス 牝5鹿 55

52 ▲義 英真まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 466－ 2 59．21� 148．0�
813 タイセイクインス 牝5青鹿 55

52 ▲岩崎 翼田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 484＋ 2 59．3� 26．2
711 ポイントパイパー 牡3青鹿54 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 4 59．51	 30．8�
45 メモリーレーン 牝3栗 52 松山 弘平有限会社シルク荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋14 59．71	 8．2�
69 テイエムスリラー 牡3鹿 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 548－13 59．8� 118．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，852，200円 複勝： 56，399，900円 枠連： 23，671，800円
馬連： 100，112，300円 馬単： 49，693，400円 ワイド： 41，731，000円
3連複： 120，657，300円 3連単： 214，821，400円 計： 642，939，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 280円 � 140円 � 560円 枠 連（2－5） 1，160円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 770円 �� 3，010円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 68，880円

票 数

単勝票数 計 358522 的中 � 26728（6番人気）
複勝票数 計 563999 的中 � 46581（6番人気）� 139338（1番人気）� 19540（8番人気）
枠連票数 計 236718 的中 （2－5） 15788（6番人気）
馬連票数 計1001123 的中 �� 38345（7番人気）
馬単票数 計 496934 的中 �� 7691（20番人気）
ワイド票数 計 417310 的中 �� 14579（9番人気）�� 3453（31番人気）�� 7133（20番人気）
3連複票数 計1206573 的中 ��� 7989（40番人気）
3連単票数 計2148214 的中 ��� 2261（234番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．0―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアレンジ �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2012．8．12 小倉1着

2010．4．19生 牝4鹿 母 アイスダンス 母母 Idrica 16戦3勝 賞金 26，030，000円



（26小倉2）第7日 8月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

175，180，000円
9，580，000円
1，320，000円
15，670，000円
60，506，000円
4，846，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
316，619，800円
564，783，400円
188，725，400円
743，047，900円
441，648，800円
342，301，900円
955，277，400円
1，755，621，500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 5，308，026，100円

総入場人員 7，777名 （有料入場人員 6，683名）
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