
22013 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2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

66 サイモンゼーレ 牡2鹿 54 Z．パートン澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 442－ 81：09．5 1．4�
（香港）

44 クールマギー 牝2鹿 54 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 438＋ 21：10．03 7．7�
11 テ ィ ノ 牝2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 388＋ 6 〃 クビ 32．6�
88 ツイセキシャ 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470＋ 41：10．1� 56．4�
55 ショーストーム 牡2鹿 54 武 豊吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 468－ 61：10．2� 14．5�
33 ブ リ オ 牝2鹿 54 川田 将雅 	ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 444＋ 21：10．41 6．5

77 クリノアローハ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 村田牧場 442± 01：10．61� 25．5�
22 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 408＋ 81：10．7� 10．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 23，339，600円 複勝： 51，387，100円 枠連： 発売なし
馬連： 33，358，300円 馬単： 24，834，800円 ワイド： 17，117，100円
3連複： 38，411，400円 3連単： 100，444，800円 計： 288，893，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 200円 �� 530円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 233396 的中 � 128961（1番人気）
複勝票数 計 513871 的中 � 380437（1番人気）� 33389（2番人気）� 10007（6番人気）
馬連票数 計 333583 的中 �� 55396（2番人気）
馬単票数 計 248348 的中 �� 34534（2番人気）
ワイド票数 計 171171 的中 �� 26138（2番人気）�� 7518（6番人気）�� 3497（14番人気）
3連複票数 計 384114 的中 ��� 16046（6番人気）
3連単票数 計1004448 的中 ��� 16440（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．3―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 ・（6，4）（2，7）（1，3）（5，8） 4 ・（6，4）（7，3）（2，1）8，5

勝馬の
紹 介

サイモンゼーレ 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 Pivotal デビュー 2015．7．19 中京2着

2013．3．22生 牡2鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 2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〕 ティノ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22014 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第2競走 ��
��1，000�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
56．9
56．9

重
重

46 � エイシンバランサー 牡3芦 56 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 加 Adena
Springs 472± 0 57．8 2．7�

814 コウエイラブリー 牝3鹿 54 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 484－ 4 58．11� 6．8�
22 ブレーヴブラッド 牡3鹿 56 	島 良太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454＋ 4 58．84 23．4�
711 エピックウィン 牡3黒鹿56 小牧 太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 462＋ 4 58．9
 21．3�
69 カシノランド 牡3黒鹿 56

53 ▲	島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 466＋ 2 59．22 3．3�
58 オレンジピークス 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 508－20 59．41
 4．6	
45 プリュクベル 牝3鹿 54 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 8 59．6� 29．1

34 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 8 59．81� 186．0�
11 シゲルオハシリサン 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 444－ 8 〃 クビ 64．3�
33 グローバルスター 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 426＋ 41：00．01� 40．7
610 アスタークリスタル 牡3芦 56 国分 恭介加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 468－ 41：00．1
 260．4�
813 ページェントリー 牝3青鹿54 藤岡 佑介杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 458＋ 61：00．52
 17．9�
712 スリークンビア 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 414＋ 81：00．6
 447．2�
57 テイエムエベレスト 牝3鹿 54 花田 大昂竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 456－ 61：00．81
 319．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，745，400円 複勝： 28，520，900円 枠連： 10，503，200円
馬連： 42，517，600円 馬単： 25，187，400円 ワイド： 25，048，500円
3連複： 58，876，400円 3連単： 84，963，200円 計： 297，362，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 380円 枠 連（4－8） 580円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 370円 �� 810円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 11，900円

票 数

単勝票数 計 217454 的中 � 62271（1番人気）
複勝票数 計 285209 的中 � 67542（1番人気）� 41633（4番人気）� 14317（5番人気）
枠連票数 計 105032 的中 （4－8） 13935（2番人気）
馬連票数 計 425176 的中 �� 35575（3番人気）
馬単票数 計 251874 的中 �� 13313（4番人気）
ワイド票数 計 250485 的中 �� 18850（4番人気）�� 7748（7番人気）�� 3919（17番人気）
3連複票数 計 588764 的中 ��� 11044（9番人気）
3連単票数 計 849632 的中 ��� 5174（29番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．3―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンバランサー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2015．5．30 京都7着

2012．2．14生 牡3芦 母 Mayomast 母母 Seeking the Blue 3戦1勝 賞金 6，400，000円

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

第２回 小倉競馬 第２日



晴 良 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

不良
不良

フォースフィールド 黒鹿 藤岡 佑介岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム ：

エナジャイズ 栗 ▲ 島 克駿鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 〃 クビ

ショウナンハルカス 黒鹿 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ： クビ

サントノーレ 栗 武 豊吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 ：
エイダイサンデー ☆岩崎 翼 東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 ：
オランジェット 鹿 ▲義 英真 キャロットファーム 中内田充正 千歳 社台ファーム ：
アウゲンパワー 鹿 国分 恭介槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 ：
ユニヴァースパール 黒鹿 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム B ：
ジェイポップ 鹿 小牧 太 シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ：
メイショウメイザン 鹿 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 B ：
ステージダイブ 青鹿 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ：
シゲルオカメマツリ 黒鹿 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 ：
ウォーターボンド 青鹿 武 幸四郎山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 ：
タガノロブロイ 鹿 ☆松若 風馬八木 良司氏 笹田 和秀 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ：
アヴァンギャルド 鹿 幸 英明白井 岳氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ： クビ

クールレイナ 栗 佐久間寛志田畑 利彦氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F
－

－
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フォースフィールド 父 ゼンノロブロイ 母父 Nedawi
母 クルザダアメリカーナ 母母 Spring Princess

〔競走中止〕 クールレイナ号は，競走中に疾病〔両第３中手骨遠位前面剥離骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 フォースフィールド号の騎手藤岡佑介は，コーナーで外側に斜行したこ （被害馬：
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ディアデム号・マケナイデ号

晴 良 競走
（芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

クィーンチャーム 黒鹿 Z．パートン サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ：
（香港）

プレミオテーラー 黒鹿 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 ：
トワイライトキッス 黒鹿 松山 弘平 ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 〃 クビ

エイシンアルファー 青鹿 幸 英明 栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ：
レッドペルル 鹿 浜中 俊 東京ホースレーシング 石坂 正 浦河 大北牧場 〃 ハナ

ケンブリッジアロー 青鹿 北村 友一中西 桂子氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 ：
ナムラオツウ 鹿 ☆松若 風馬奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 ：
リ プ カ 栗 藤岡 佑介佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 〃 ハナ

エクラドレーヴ 栗 川田 将雅 キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 〃 アタマ

サトノマジカル 青鹿 武 豊里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム B 〃 アタマ

ベッライリス 鹿 ▲義 英真 シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ： クビ

パイアタウン 栗 小牧 太金子真人ホール
ディングス 吉田 直弘 日高 白井牧場 〃 アタマ

パ イ グ リ ン 鹿 国分 恭介西森 鶴氏 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ：
ルトルヴェール 栗 柴田 未崎 サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ：
ブーケオブローズ 栃栗 太宰 啓介岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド ：
ダンツストーン 栗 高倉 稜山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

・ ・

勝馬の
紹 介

クィーンチャーム 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス
母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ

〔制裁〕 クィーンチャーム号の騎手Z．パートンは，コーナーで外側に斜行したこ （被害馬：
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

バトルハイスポット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22017 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右）

九州産馬，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

715 キリシマオジョウ 牝2黒鹿54 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 480 ―1：10．2 3．0�
36 ラッキースピード 牝2黒鹿54 中谷 雄太竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 吉永ファーム 420 ―1：11．26 104．0�
612 テイエムハズンド 牡2栗 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 462 ―1：11．41 4．1�
23 ホーザンポントス 牡2鹿 54 �島 良太神田 通博氏 武田 博 鹿児島 神田 通博 398 ―1：12．03� 20．5�
713 テイエムマケンゲナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 432 ―1：12．53 7．3�
48 カシノマイセルフ 牝2鹿 54 柴田 未崎柏木 務氏 田所 秀孝 鹿児島 柏木 務 404 ―1：13．24 10．9�
35 カ シ ノ レ ア 牝2栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 414 ―1：13．3� 38．7	
816 コウザンハピネス 牝2鹿 54 高倉 稜山下 良子氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 426 ―1：13．4� 9．5

47 キリシマシアトル 牡2黒鹿54 太宰 啓介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 448 ―1：13．5� 53．4�
24 メイジュンジュライ 牝2鹿 54 大下 智松田 整二氏 森田 直行 熊本 本田 土寿 490 ―1：13．71� 18．1�
817 テイエムゴッソイ 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 428 ―1：13．91� 27．8
714 カシノショウ 牡2鹿 54 花田 大昂柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 410 ― 〃 クビ 158．3�
818 カシノコイノボリ �2黒鹿54 藤懸 貴志柏木 務氏 谷 潔 宮崎 岡元 恒雄 428 ―1：14．43 71．2�
59 カシノアラジン 牡2青鹿54 森 一馬柏木 務氏 和田 雄二 熊本 本田 土寿 484 ―1：15．14 51．5�
611 カシノマリア 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 神野 生男 356 ―1：15．3	 79．3�
12 ヒゴノカイドー 牡2栗 54 中井 裕二竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 森本 康文 472 ―1：15．83 161．7�
510 テイエムヨカロカイ 牡2栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 472 ―1：16．22� 28．9�

（17頭）
11 ナンゴクロックオン 牡2栗 54 岡田 祥嗣渡 義光氏 �島 一歩 宮崎 田上 勝雄 442 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，279，100円 複勝： 18，010，800円 枠連： 14，354，900円
馬連： 35，450，300円 馬単： 20，660，900円 ワイド： 19，783，500円
3連複： 47，132，400円 3連単： 64，103，800円 計： 238，775，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 1，100円 � 150円 枠 連（3－7） 2，790円

馬 連 �� 16，500円 馬 単 �� 23，720円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 280円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 21，720円 3 連 単 ��� 172，770円

票 数

単勝票数 差引計 192791（返還計 1698） 的中 � 51956（1番人気）
複勝票数 差引計 180108（返還計 1701） 的中 � 45891（1番人気）� 2523（14番人気）� 34271（2番人気）
枠連票数 差引計 143549（返還計 126） 的中 （3－7） 3977（12番人気）
馬連票数 差引計 354503（返還計 7602） 的中 �� 1665（43番人気）
馬単票数 差引計 206609（返還計 4754） 的中 �� 653（65番人気）
ワイド票数 差引計 197835（返還計 5663） 的中 �� 1132（44番人気）�� 22011（1番人気）�� 888（52番人気）
3連複票数 差引計 471324（返還計 20319） 的中 ��� 1627（64番人気）
3連単票数 差引計 641038（返還計 25427） 的中 ��� 269（428番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―46．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キリシマオジョウ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 Dynaformer 初出走

2013．4．22生 牝2黒鹿 母 ラッキービクトリー 母母 Silent Performer 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ナンゴクロックオン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 メイジュンジュライ号の騎手大下智は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成27年8月8日から平成27年8月16日ま

で騎乗停止。（被害馬：9番・14番）
〔その他〕 カシノアラジン号は，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〕 カシノコイノボリ号・カシノマリア号・ヒゴノカイドー号・テイエムヨカロカイ号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，平成27年9月2日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノアラジン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月2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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エディブルフラワー号・カシノカーニバル号・カノヤハンター号・チェストケホーク号・テイエムチュラデイ号・

テイエムマッケカ号・プレイヤークィーン号

22018 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50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

12 ジ ュ ン ゲ ル 牡2鹿 54 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438 ―1：11．1 2．9�
714 ア リ ッ サ ム 牝2黒鹿54 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：11．31� 5．5�
815 ランドハイパワー 牡2鹿 54 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 484 ―1：11．83 112．7�
59 リーゼントフォルテ 牝2鹿 54 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448 ― 〃 ハナ 11．3�
816 トオイショウワノ 牡2栗 54 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 404 ―1：11．9クビ 86．2�
24 クーパーズヒル 牡2栗 54

51 ▲�島 克駿加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 412 ― 〃 ハナ 28．4�
713 マイネルカリスト 牡2黒鹿54 川田 将雅 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 青森 伊藤牧場 482 ―1：12．11	 15．4

23 ゲンキチヤマト 牡2栗 54 太宰 啓介荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 480 ― 〃 アタマ 12．2�
612 カシノトンボ 牡2黒鹿54 松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 新ひだか 鳥谷 勝彦 462 ―1：12．2
 81．4�
510 チェストケホーク 牝2鹿 54 川島 信二了德寺健二氏 池上 昌和 熊本 本田 土寿 472 ―1：12．62� 172．1
36 ジュエルメッセージ 牝2鹿 54 Z．パートン 	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 450 ― 〃 クビ 3．5�

（香港）

47 カシノカーニバル 牝2鹿 54
53 ☆松若 風馬柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 470 ―1：13．45 129．4�

35 プレイヤークィーン 牝2黒鹿 54
51 ▲義 英真西村新一郎氏 日吉 正和 熊本 村山 光弘 426 ―1：13．61 157．4�

11 テイエムマッケカ 牡2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 456 ― 〃 クビ 175．4�
48 エディブルフラワー 牝2栗 54 岡田 祥嗣山本 武司氏 服部 利之 熊本 村山 光弘 458 ―1：13．81 20．7�
611 クリノマルボルク 牡2青鹿54 国分 恭介栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 442 ―1：14．01� 174．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，735，800円 複勝： 26，014，500円 枠連： 13，442，700円
馬連： 45，618，500円 馬単： 25，759，000円 ワイド： 22，763，600円
3連複： 55，869，700円 3連単： 82，225，800円 計： 298，429，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，180円 枠 連（1－7） 630円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，120円 �� 5，010円

3 連 複 ��� 22，030円 3 連 単 ��� 77，310円

票 数

単勝票数 計 267358 的中 � 76122（1番人気）
複勝票数 計 260145 的中 � 58156（2番人気）� 43499（3番人気）� 3739（10番人気）
枠連票数 計 134427 的中 （1－7） 16536（2番人気）
馬連票数 計 456185 的中 �� 43837（2番人気）
馬単票数 計 257590 的中 �� 14004（3番人気）
ワイド票数 計 227636 的中 �� 18396（2番人気）�� 1752（27番人気）�� 1079（42番人気）
3連複票数 計 558697 的中 ��� 1902（55番人気）
3連単票数 計 822258 的中 ��� 771（207番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―12．2―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ ン ゲ ル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Alwuhush 初出走

2013．3．15生 牡2鹿 母 マンデルーシュ 母母 Mandelauge 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※エディブルフラワー号・カシノカーニバル号・チェストケホーク号・テイエムマッケカ号・プレイヤークィーン号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



22019 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

612 サクセスグローリー 牡4黒鹿57 藤岡 佑介髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 540± 01：43．6 1．9�

714 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋121：44．66 39．0�
35 オ ル ナ 牡3鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 514＋161：44．81� 11．2�
611 タマモワカサマ 牡3鹿 54 浜中 俊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 470－101：44．9� 27．2�
36 ゲームフェイス 牡5芦 57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B544－12 〃 クビ 24．5	
23 ゴーントレット 牡3黒鹿54 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：45．0クビ 10．9

12 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿57 幸 英明山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 B484＋181：45．1� 17．8�
47 	 リゼコーフィー 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 464－101：45．2� 44．7�
11 ジュンスパーヒカル 牡3鹿 54 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：45．3� 5．7
713 ゼンノロンゴ 牡4鹿 57

54 ▲
島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 498± 01：45．4クビ 23．0�
48 ア チ ー ヴ 牡5黒鹿57 
島 良太前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 478＋ 8 〃 アタマ 135．7�
59 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 高倉 稜近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 502＋ 61：45．71� 26．7�
816 ディグニファイド 牡3栗 54 Z．パートン �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 538＋141：45．8� 47．0�

（香港）

815 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 480＋ 81：46．0� 42．3�
510 マジカルツアー 牡6栗 57

56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 458－ 21：46．1� 20．5�
24 サンライズレーヴ 牡4栗 57

54 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 468＋ 6 （競走中止） 54．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，999，500円 複勝： 48，387，600円 枠連： 19，846，100円
馬連： 70，512，500円 馬単： 36，216，600円 ワイド： 40，171，500円
3連複： 98，277，900円 3連単： 134，060，500円 計： 481，472，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 590円 � 290円 枠 連（6－7） 1，410円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 570円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 59，480円

票 数

単勝票数 計 339995 的中 � 139514（1番人気）
複勝票数 計 483876 的中 � 171576（1番人気）� 13818（11番人気）� 32825（5番人気）
枠連票数 計 198461 的中 （6－7） 10866（6番人気）
馬連票数 計 705125 的中 �� 12609（15番人気）
馬単票数 計 362166 的中 �� 4842（16番人気）
ワイド票数 計 401715 的中 �� 6309（16番人気）�� 19490（2番人気）�� 2325（51番人気）
3連複票数 計 982779 的中 ��� 5035（48番人気）
3連単票数 計1340605 的中 ��� 1634（174番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．1―12．0―12．3―12．3―12．4―12．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―28．6―40．6―52．9―1：05．2―1：17．6―1：30．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サクセスグローリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．15 京都1着

2011．4．7生 牡4黒鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス 9戦3勝 賞金 33，818，000円
〔競走中止〕 サンライズレーヴ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オルナ号の騎手小牧太は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

ニチドウリュンヌ号の騎手幸英明は，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。
※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 オンワードバース号・ハーマンミュート号
（非抽選馬） 1頭 タガノコルコバード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22020 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第8競走 ��1，200�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 マルヨバクシン 牝3栗 52 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 498＋181：08．1 4．1�
11 オールパーパス �4栗 57 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 81：08．63 7．0�
612 グッドレインボー 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 470－ 8 〃 クビ 18．8�
817 クールジョジョ 牝4黒鹿55 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 428＋121：08．7クビ 30．8�
510 オトコギマサムネ 牡4鹿 57 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：08．8� 3．1�
715 ギャラクシーエクス 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：08．9	 6．4	
611
 ムーンフライト 牝4鹿 55 岡田 祥嗣 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 484＋10 〃 ハナ 27．1

24 ボストンサクラ 牝6黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442＋ 41：09．21� 34．2�
35 マジカルビアンカ 牝5芦 55 藤懸 貴志村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 460＋ 6 〃 ハナ 41．0
47 ナンヨーユナ 牝5芦 55

54 ☆松若 風馬中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 482＋161：09．41� 56．2�
818 イサチルホープ 牡3栗 54 柴田 未崎小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 456＋ 6 〃 クビ 56．5�
36 ワキノキセキ 牡5黒鹿57 幸 英明脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 482＋141：09．5クビ 15．1�
48 キクノサージ 牝3鹿 52 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 448＋ 61：09．6� 129．9�
714 ゲンキチハヤブサ �3栗 54 松山 弘平荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 444－ 81：10．02	 20．0�
12 
 セルリアンシュロス 牡4青鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 494＋121：10．21� 30．8�
713 タマモパステル 牝3黒鹿 52

49 ▲三津谷隼人タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 404＋ 41：10．3� 131．9�
59 
 スイートポーラ 牝4芦 55 川島 信二シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 462－ 41：10．94 112．1�
816 テイエムナデューラ 牝4栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 458＋101：11．32 108．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，673，400円 複勝： 40，811，800円 枠連： 18，725，700円
馬連： 70，819，300円 馬単： 33，000，800円 ワイド： 38，267，200円
3連複： 95，496，700円 3連単： 129，261，600円 計： 457，056，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 260円 � 520円 枠 連（1－2） 1，070円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，540円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 47，660円

票 数

単勝票数 計 306734 的中 � 58699（2番人気）
複勝票数 計 408118 的中 � 70531（2番人気）� 41382（4番人気）� 16681（6番人気）
枠連票数 計 187257 的中 （1－2） 13488（5番人気）
馬連票数 計 708193 的中 �� 36822（4番人気）
馬単票数 計 330008 的中 �� 9003（7番人気）
ワイド票数 計 382672 的中 �� 19216（3番人気）�� 6204（17番人気）�� 4065（24番人気）
3連複票数 計 954967 的中 ��� 6122（34番人気）
3連単票数 計1292616 的中 ��� 1966（116番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルヨバクシン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．15 京都2着

2012．5．13生 牝3栗 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 8戦2勝 賞金 21，820，000円
〔制裁〕 ボストンサクラ号の騎手岩崎翼は，4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・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムナデューラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月2日まで平地

競走に出走できない。



22021 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第9競走 ��
��2，000�

く に さ き

国 東 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

812 ゼンノブレーメン 牡3鹿 54 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 486＋ 61：59．6 26．0�
56 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 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 456－ 6 〃 ハナ 8．4�
22 アイオシルケン 牡3黒鹿54 岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 456－10 〃 クビ 107．8�
33 マイネリベルタス 牝4鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 41：59．7� 9．2�
67 マイネルレオーネ 牡3黒鹿54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 414＋10 〃 クビ 5．3�
55 カレンラストショー 牡3栗 54 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：59．8クビ 15．3	
79 ジャズファンク 牡3鹿 54 武 豊市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492＋12 〃 クビ 3．4

44 ロードフェンネル 	4黒鹿57 
島 良太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 82：00．11� 23．3�
811 シャッターチャンス 牡3鹿 54 浜中 俊前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 444＋ 42：00．31� 4．4�
710 サトノロブロイ 牡4鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 22：01．89 7．9
11 メイショウカシュウ 牡3鹿 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490＋ 62：04．2大差 83．8�
68 レッドクラーケン 牡5鹿 57 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 510± 02：06．9大差 33．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，190，700円 複勝： 47，160，600円 枠連： 19，608，100円
馬連： 91，455，800円 馬単： 48，405，200円 ワイド： 43，070，400円
3連複： 116，839，800円 3連単： 182，888，000円 計： 585，618，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 690円 � 270円 � 2，870円 枠 連（5－8） 1，070円

馬 連 �� 9，240円 馬 単 �� 19，440円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 22，640円 �� 10，230円

3 連 複 ��� 208，140円 3 連 単 ��� 1，012，160円

票 数

単勝票数 計 361907 的中 � 11109（9番人気）
複勝票数 計 471606 的中 � 17263（9番人気）� 55021（5番人気）� 3779（12番人気）
枠連票数 計 196081 的中 （5－8） 14144（6番人気）
馬連票数 計 914558 的中 �� 7667（33番人気）
馬単票数 計 484052 的中 �� 1867（64番人気）
ワイド票数 計 430704 的中 �� 4634（30番人気）�� 486（66番人気）�� 1080（55番人気）
3連複票数 計1168398 的中 ��� 421（187番人気）
3連単票数 計1828880 的中 ��� 131（1010番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．8―11．7―12．3―12．6―12．8―12．4―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．7―33．5―45．2―57．5―1：10．1―1：22．9―1：35．3―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノブレーメン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．30 京都6着

2012．5．20生 牡3鹿 母 ウインシンシア 母母 ラッキーダイアリー 7戦2勝 賞金 19，108，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドクラーケン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月2日まで平地競

走に出走できない。

22022 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第10競走 ��
��1，700�

ひびきなだ

響 灘 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000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 グレナディアーズ 牡4鹿 57 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 500＋ 61：44．2 2．4�
35 スズカウラノス 牡6鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 462－ 21：44．41� 22．0�
36 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿57 武 豊松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 8 〃 ハナ 29．1�
48 マッシヴヒーロー 牡6鹿 57 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 458－ 2 〃 クビ 129．4�
611 ラインルーフ 牡3栗 54 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 490＋ 61：44．61� 4．5	
12 	 エーシンエポナ 牝5鹿 55 太宰 啓介
栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

496＋14 〃 クビ 19．1�
59 ポメグラネイト 牡4栗 57 浜中 俊畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 566－ 81：45．13 6．2�
24 ヴォルケンクラッツ 牡4黒鹿57 小牧 太 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋101：45．41
 9．1
510 トラキチシャチョウ 牡4鹿 57 三津谷隼人 
ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 496＋ 6 〃 アタマ 77．8�
816 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 高倉 稜土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 476－ 61：45．61� 241．2�
815 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 森 一馬薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 464＋ 41：46．55 75．0�
713 スマートレパード �5栃栗57 �島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 B500＋ 81：47．35 27．3�
612	 ベストサーパス 牡6栗 57 大下 智小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 508＋ 61：47．4クビ 100．4�
11 ブライトアイディア 牡5栗 57 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋16 〃 クビ 11．1�
714 マズルファイヤー 牡5青鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 570＋141：47．5クビ 19．8�

（15頭）
23 シ ュ ミ ッ ト 牡5芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，657，600円 複勝： 55，772，100円 枠連： 29，155，000円
馬連： 119，269，400円 馬単： 55，472，400円 ワイド： 58，133，400円
3連複： 157，676，700円 3連単： 233，217，000円 計： 749，353，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 380円 � 570円 枠 連（3－4） 1，730円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，340円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 12，350円 3 連 単 ��� 47，220円

票 数

単勝票数 差引計 406576（返還計 3083） 的中 � 131379（1番人気）
複勝票数 差引計 557721（返還計 4201） 的中 � 157464（1番人気）� 30765（6番人気）� 18752（10番人気）
枠連票数 差引計 291550（返還計 601） 的中 （3－4） 13004（7番人気）
馬連票数 差引計1192694（返還計 61815） 的中 �� 39903（7番人気）
馬単票数 差引計 554724（返還計 22301） 的中 �� 10709（12番人気）
ワイド票数 差引計 581334（返還計 16548） 的中 �� 18587（6番人気）�� 11157（13番人気）�� 4848（33番人気）
3連複票数 差引計1576767（返還計109392） 的中 ��� 9570（40番人気）
3連単票数 差引計2332170（返還計168924） 的中 ��� 3580（148番人気）

ハロンタイム 7．0―10．5―11．2―12．0―12．4―12．7―12．9―13．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．5―28．7―40．7―53．1―1：05．8―1：18．7―1：31．7

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

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

勝馬の
紹 介

グレナディアーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．15 阪神1着

2011．1．29生 牡4鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 12戦4勝 賞金 65，121，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 シュミット号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アスターフレンチ号・エアカミュゼ号・エクストレミティー号・クリノヤクマン号・サンデーミノル号・

メイショウワコン号・メモリーシャルマン号

１レース目



22023 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第11競走 ��
��1，200�

さ せ ぼ

佐世保ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

45 ミッキーラブソング 牡4黒鹿57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468＋ 81：07．9 14．7�
711 ネ ロ 牡4栗 57 武 豊西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 456－ 4 〃 ハナ 1．7�
68 プレイズエターナル 牡5黒鹿57 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 B492－ 2 〃 クビ 8．8�
813 シルクドリーマー 牡6鹿 57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 480± 01：08．0� 52．1�
44 ゴーハンティング 	7黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 490＋ 21：08．1� 19．3�
57 メイショウハガクレ 牡6鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 472＋ 8 〃 クビ 85．7	
22 アットウィル 牡5栗 57 川田 将雅宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 494＋ 81：08．2� 6．1

33 シンジュボシ 牝5栗 55 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 492＋ 21：08．3� 30．7�
710 ハーキュリーズ 牡7鹿 57 幸 英明 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446－ 61：08．51
 98．9
812 オレニホレルナヨ 牡6栗 57 国分 恭介 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 500＋ 41：08．71
 70．2�
56 ラインスピリット 牡4黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 418－ 21：08．91
 11．9�
11 ロ ノ 牡6黒鹿57 Z．パートン 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 464± 01：09．75 26．6�
（香港）

69 エーシンエムディー 牝6黒鹿55 松山 弘平�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 482＋121：09．8� 16．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 70，982，700円 複勝： 100，382，200円 枠連： 45，511，800円
馬連： 239，227，800円 馬単： 134，012，400円 ワイド： 92，806，100円
3連複： 316，921，700円 3連単： 655，902，600円 計： 1，655，747，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 300円 � 110円 � 200円 枠 連（4－7） 690円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，630円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 27，420円

票 数

単勝票数 計 709827 的中 � 38598（5番人気）
複勝票数 計1003822 的中 � 45734（6番人気）� 488063（1番人気）� 80586（3番人気）
枠連票数 計 455118 的中 （4－7） 50659（3番人気）
馬連票数 計2392278 的中 �� 125071（5番人気）
馬単票数 計1340124 的中 �� 22980（13番人気）
ワイド票数 計 928061 的中 �� 37499（5番人気）�� 13386（18番人気）�� 68773（2番人気）
3連複票数 計3169217 的中 ��� 74576（9番人気）
3連単票数 計6559026 的中 ��� 17341（84番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．1―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．7―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーラブソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．23 京都6着

2011．4．4生 牡4黒鹿 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 16戦5勝 賞金 68，332，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22024 8月2日 晴 良 （27小倉2）第2日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 ゲットアテープ 牡4鹿 57 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 510－ 61：47．5 3．6�

810 レッドカイザー 牡4黒鹿57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 ハナ 7．9�
811 ア ル カ ナ 牝5鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 41：47．81� 42．3�
66 レッドオーラム 牝4鹿 55 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 クビ 4．6�
33 � キ ン コ バ ン 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 482＋ 2 〃 ハナ 40．2�
79 ナムラマサシゲ 牡4栗 57

54 ▲義 英真奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 494－ 81：48．01	 10．9	
67 メイショウラバンド 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 446＋141：48．1� 6．8

78 アイファーサンディ 牡3鹿 54 川島 信二中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 460＋ 61：48．31	 37．2�
44 サンデーウィザード 牡3鹿 54

53 ☆松若 風馬巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 アタマ 9．0�
11 プリンセスアスク 牝4青鹿 55

54 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 448－ 21：49．15 5．0
55 オーディンバローズ 牡4青鹿57 太宰 啓介猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 504－ 2 〃 クビ 83．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，543，500円 複勝： 58，535，400円 枠連： 26，992，900円
馬連： 128，071，400円 馬単： 58，899，600円 ワイド： 55，129，800円
3連複： 153，074，900円 3連単： 278，845，000円 計： 804，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 270円 � 840円 枠 連（2－8） 1，260円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，360円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 15，670円 3 連 単 ��� 59，680円

票 数

単勝票数 計 445435 的中 � 98195（1番人気）
複勝票数 計 585354 的中 � 134386（1番人気）� 53515（6番人気）� 13454（10番人気）
枠連票数 計 269929 的中 （2－8） 16585（5番人気）
馬連票数 計1280714 的中 �� 67404（4番人気）
馬単票数 計 588996 的中 �� 17508（7番人気）
ワイド票数 計 551298 的中 �� 27035（4番人気）�� 5792（23番人気）�� 4945（28番人気）
3連複票数 計1530749 的中 ��� 7323（50番人気）
3連単票数 計2788450 的中 ��� 3387（214番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．7―12．6―11．5―12．1―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．9―48．5―1：00．0―1：12．1―1：23．8―1：35．4

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

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

勝馬の
紹 介

ゲットアテープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2013．10．26 東京1着

2011．3．26生 牡4鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス 13戦3勝 賞金 42，579，000円

４レース目



（27小倉2）第2日 8月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

188，520，000円
1，060，000円
11，360，000円
1，390，000円
16，240，000円
64，675，000円
4，446，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
403，460，200円
588，328，500円
227，906，700円
977，673，700円
526，405，700円
472，898，300円
1，284，169，500円
2，164，432，600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 6，645，275，200円

総入場人員 11，131名 （有料入場人員 9，779名）
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