
22097 8月29日 曇 良 （27小倉2）第9日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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

33 ウインクレド 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 454± 01：09．1 1．2�
55 テイエムハイボール 牝2黒鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 440－ 21：09．63 132．6�
44 フォルトゥーナ 牝2青鹿54 幸 英明ちくしCLUB 浜田多実雄 青森 石田 英機 434－ 21：09．7� 49．3�
22 トウケイドライヴ 牡2鹿 54 太宰 啓介木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 448－ 81：09．91� 9．4�
11 スナークスカイ 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 454＋ 4 〃 ハナ 35．5�
77 シゲルシロアマダイ 牡2芦 54 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B432＋ 61：10．0クビ 7．9	
66 ツイセキシャ 牡2鹿 54 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 462－ 81：10．1� 15．8

810 カシノナイト 牡2鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 61：10．42 216．9�
78 ニホンピロボーラー 牡2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 484－ 81：11．67 47．6�
89 スプレンディード 牡2鹿 54 武 幸四郎 �グランデオーナーズ 高橋 康之 青森 谷川 博勝 458－ 81：11．7� 33．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，897，300円 複勝： 61，011，400円 枠連： 5，570，700円
馬連： 26，254，400円 馬単： 20，327，400円 ワイド： 15，785，100円
3連複： 36，824，200円 3連単： 75，351，600円 計： 259，022，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 1，270円 � 520円 枠 連（3－5） 5，440円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 720円 �� 10，570円

3 連 複 ��� 17，630円 3 連 単 ��� 74，320円

票 数

単勝票数 計 178973 的中 � 117397（1番人気）
複勝票数 計 610114 的中 � 496737（1番人気）� 2344（9番人気）� 6311（7番人気）
枠連票数 計 55707 的中 （3－5） 793（12番人気）
馬連票数 計 262544 的中 �� 3856（11番人気）
馬単票数 計 203274 的中 �� 2305（18番人気）
ワイド票数 計 157851 的中 �� 1947（21番人気）�� 5965（8番人気）�� 368（36番人気）
3連複票数 計 368242 的中 ��� 1566（38番人気）
3連単票数 計 753516 的中 ��� 735（144番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインクレド �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．28 阪神4着

2013．4．7生 牡2鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 シゲルシロアマダイ号の騎手国分恭介は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

スナークスカイ号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・2番）
スナークスカイ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

22098 8月29日 曇 良 （27小倉2）第9日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時15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
2：01．7
1：59．9

良
良

33 ラハトケレブ 牡2鹿 54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 464－ 62：01．2レコード 2．0�
55 ワンスインアライフ 牡2鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 456± 02：01．62� 3．4�
77 マイネルインディゴ 牡2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム 462－ 42：01．91� 30．3�
22 ホットファイヤー 牡2鹿 54 和田 竜二西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 448－ 22：02．11� 4．9�
66 スリープレッピー 牡2黒鹿54 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 454－ 62：02．2クビ 7．0�
44 ヤマニンボアソルチ 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 446－ 22：02．73 130．5	
11 レッドカムラッド 牡2鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 橋田 満 浦河 杵臼牧場 488＋ 82：03．12� 33．3


（7頭）

売 得 金
単勝： 16，579，700円 複勝： 13，037，700円 枠連： 発売なし
馬連： 23，810，100円 馬単： 16，618，500円 ワイド： 11，105，000円
3連複： 27，450，400円 3連単： 71，613，700円 計： 180，215，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 170円 �� 550円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 165797 的中 � 67480（1番人気）
複勝票数 計 130377 的中 � 49340（1番人気）� 29599（2番人気）
馬連票数 計 238101 的中 �� 60590（1番人気）
馬単票数 計 166185 的中 �� 23975（1番人気）
ワイド票数 計 111050 的中 �� 22044（1番人気）�� 4408（7番人気）�� 3221（11番人気）
3連複票数 計 274504 的中 ��� 14655（5番人気）
3連単票数 計 716137 的中 ��� 13609（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．9―48．5―1：00．7―1：12．8―1：24．9―1：36．9―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3
2，5，7，3＝（4，6）－1・（2，5）（3，7）6－4，1

2
4
2，5，7，3－4，6－1・（2，5）（3，7）6－4，1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラハトケレブ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．21 東京2着

2013．2．10生 牡2鹿 母 ディアアドマイヤ 母母 マリスターⅡ 3戦1勝 賞金 7，800，000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９日



22099 8月29日 曇 良 （27小倉2）第9日 第3競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走10時45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
2：38．1
2：37．3

良
良

713 サトノダイレンサ 牡3青鹿 56
53 ▲�島 克駿里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 442＋142：39．8 5．7�

611 ミルクアロー 牡3黒鹿56 小牧 太宮原 廣伸氏 庄野 靖志 新ひだか 山際牧場 488－ 22：40．01� 6．9�
714 サダムエルドラド 牡3青鹿56 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 洞�湖 レイクヴィラファーム 508± 0 〃 クビ 8．3�
48 サンライズフレーズ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 448＋ 62：40．1� 7．6�
815 マンハッタンキング 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 444＋ 42：40．2� 8．8�
612 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 490－ 2 〃 クビ 7．4	
12 ユヴェーレン 牝3鹿 54 川須 栄彦 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 62：40．3� 86．0�
35 カフジドラゴン 牡3栗 56 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 鎌田 正嗣 492± 02：40．4クビ 3．9�
816 チャリスウェル 牡3鹿 56 �島 克也 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 530＋ 82：40．82� 34．3

（佐賀）

510 フィリオドベント 牡3鹿 56
53 ▲義 英真
G1レーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：41．33 121．3�

36 ビュトンドール 牡3栗 56 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 488＋ 2 〃 クビ 105．4�
23 クレイヴソリッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 42：41．83 75．9�
24 カリビアンブルー 牡3栗 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス
 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 22：41．9� 17．9�
47 テイエムマテンロウ 	3芦 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 中川 隆 B490＋ 82：42．1
 60．2�
59 ノアズアーク 牝3栗 54 幸 英明早野 誠氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 428－ 42：42．52� 29．2�
11 トミーゴールド 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 22：45．5大差 259．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，682，700円 複勝： 26，616，000円 枠連： 13，009，700円
馬連： 36，436，400円 馬単： 17，197，500円 ワイド： 20，792，800円
3連複： 51，535，200円 3連単： 58，899，000円 計： 242，169，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 240円 � 290円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 980円 �� 930円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 34，380円

票 数

単勝票数 計 176827 的中 � 24502（2番人気）
複勝票数 計 266160 的中 � 33666（3番人気）� 28952（5番人気）� 22574（7番人気）
枠連票数 計 130097 的中 （6－7） 15894（1番人気）
馬連票数 計 364364 的中 �� 12215（8番人気）
馬単票数 計 171975 的中 �� 2875（15番人気）
ワイド票数 計 207928 的中 �� 5473（17番人気）�� 5805（12番人気）�� 4654（20番人気）
3連複票数 計 515352 的中 ��� 6126（30番人気）
3連単票数 計 588990 的中 ��� 1242（151番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．0―12．5―12．4―13．0―13．3―12．6―11．7―11．6―11．9―12．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．6―24．2―36．2―48．7―1：01．1―1：14．1―1：27．4―1：40．0―1：51．7―2：03．3―2：15．2―2：27．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイレンサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2015．2．22 小倉6着

2012．2．7生 牡3青鹿 母 ラ ブ ー ム 母母 La Bouche 7戦1勝 賞金 9，110，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミーゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月29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 ウインハインズ号・メイショウアナベル号
（非抽選馬） 2頭 サワヤカショウ号・パラベンス号
※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。

22100 8月29日 雨 稍重 （27小倉2）第9日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15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 ピエノフィオレ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 454＋ 81：46．1 5．1�

11 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 430＋ 21：46．31� 72．5�
59 ソルフェジオ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－ 2 〃 ハナ 7．4�

48 トゥルーロマンス 牝3栗 54 川田 将雅飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 458－ 61：46．4クビ 3．6�
36 バイオレットフィズ 牝3黒鹿54 秋山真一郎中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 432± 0 〃 ハナ 12．2�
815 スウィートテイルズ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真吉田 和美氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：46．5� 3．7	
35 インソムニア 牝3黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 462－ 61：47．03 78．2

816 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 458＋ 21：47．42� 11．2�
24 シンコースカイ 牝3鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 414± 01：47．61� 16．1�
612 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 460± 01：47．91� 15．0
12 スリースパート 牝3黒鹿54 国分 恭介永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 430－ 21：48．32� 159．9�
714 デルマヤブラコウジ 牝3鹿 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 424＋181：48．4� 80．7�
713 ライラックローズ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：48．82� 83．3�
510 グレイスタイム 牝3青鹿54 �島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 472＋ 2 〃 クビ 113．1�
611 ストレーニア 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470＋121：49．12 115．2�
47 プリミティブライフ 牝3栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 438－ 61：49．2� 208．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，418，800円 複勝： 22，828，700円 枠連： 11，351，200円
馬連： 34，068，900円 馬単： 18，609，300円 ワイド： 20，753，200円
3連複： 46，670，000円 3連単： 55，579，600円 計： 228，279，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 1，490円 � 240円 枠 連（1－2） 8，460円

馬 連 �� 16，390円 馬 単 �� 19，850円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 720円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 26，390円 3 連 単 ��� 205，580円

票 数

単勝票数 計 184188 的中 � 28430（3番人気）
複勝票数 計 228287 的中 � 33542（3番人気）� 3105（11番人気）� 27156（4番人気）
枠連票数 計 113512 的中 （1－2） 1039（24番人気）
馬連票数 計 340689 的中 �� 1610（34番人気）
馬単票数 計 186093 的中 �� 703（58番人気）
ワイド票数 計 207532 的中 �� 1293（29番人気）�� 7891（6番人気）�� 896（40番人気）
3連複票数 計 466700 的中 ��� 1326（66番人気）
3連単票数 計 555796 的中 ��� 196（473番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．8―13．1―12．7―12．4―12．5―12．6―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．2―43．3―56．0―1：08．4―1：20．9―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピエノフィオレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．5．30 京都15着

2012．4．2生 牝3黒鹿 母 フォーリアクイーン 母母 フ ォ ー リ ア 6戦1勝 賞金 6，440，000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 メイショウコーラル号



22101 8月29日 雨 良 （27小倉2）第9日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05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

710 スズカプリズム 牝2栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 456 ―1：09．4 4．3�
55 ルピナスベル 牝2芦 54 小牧 太鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 スカイビーチステーブル 454 ―1：09．61� 7．3�
22 ラファールフォー 牡2鹿 54 秋山真一郎森本 悳男氏 清水 久詞 日高 モリナガファーム 446 ―1：09．7� 4．1�
68 ラララルジェス 牝2鹿 54 藤岡 佑介フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 452 ―1：09．91� 3．5�
79 クリノサンスーシ 牝2鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 444 ―1：10．21� 29．5�
56 ワンハンドグルメ 牡2栗 54 北村 友一	和田牧場 和田 正道 新ひだか 村上牧場 468 ―1：10．62� 105．8

11 シルバーゲイル 牡2芦 54 幸 英明林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 増本 良孝 492 ―1：10．92 9．4�
33 オールドラゴン 牡2栗 54

51 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 新冠伊藤牧場 416 ―1：11．0� 64．6�
67 メイショウタテハ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 林 孝輝 440 ―1：11．42� 30．4
812 ブラウンテヌート 牝2青鹿54 和田 竜二キャピタルクラブ 松元 茂樹 浦河 地興牧場 470 ―1：11．71� 13．2�
44 ニュードラゴン 牝2黒鹿54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 472 ―1：12．23 65．1�
811 シゲルヒラスズキ 牡2黒鹿54 国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 坂本 春信 424 ―1：13．05 96．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，464，800円 複勝： 20，362，900円 枠連： 8，236，300円
馬連： 31，070，100円 馬単： 19，014，500円 ワイド： 16，546，900円
3連複： 40，479，600円 3連単： 60，460，300円 計： 214，635，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 180円 � 140円 枠 連（5－7） 1，410円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 540円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 9，110円

票 数

単勝票数 計 184648 的中 � 35431（3番人気）
複勝票数 計 203629 的中 � 32282（3番人気）� 26161（4番人気）� 42023（2番人気）
枠連票数 計 82363 的中 （5－7） 4513（6番人気）
馬連票数 計 310701 的中 �� 15995（6番人気）
馬単票数 計 190145 的中 �� 5213（12番人気）
ワイド票数 計 165469 的中 �� 7476（7番人気）�� 14432（2番人気）�� 7883（5番人気）
3連複票数 計 404796 的中 ��� 20006（3番人気）
3連単票数 計 604603 的中 ��� 4809（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．7―11．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．0―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカプリズム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2013．4．25生 牝2栗 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22102 8月29日 雨 稍重 （27小倉2）第9日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走12時35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

22 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56 浜中 俊�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 444－ 4 57．5 1．9�

58 グレートブレス 牡3栗 56 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 506＋ 2 58．56 7．9�

712 メイショウボノム 牡3鹿 56
53 ▲�島 克駿松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458－ 2 58．6クビ 3．1�

33 ナリタアネラ 牝3鹿 54 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 400－ 2 58．7� 68．5�
45 ワンダーヴァローレ 牡3鹿 56 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 490± 0 58．91	 172．7	
711 トーホウバード 牡3黒鹿56 酒井 学東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 442＋ 2 〃 クビ 33．5

57 ティーエスアルスト 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 434＋ 2 59．32 31．6�
69 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 458＋ 2 〃 アタマ 13．7�
46 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 454－ 4 〃 ハナ 82．9
34 ス レ ド ボ 牝3黒鹿54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 8 59．51	 77．7�
11 シャドウリクルート 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 538－ 1 〃 クビ 203．1�
814 ショウナンカウィー 牡3栗 56 幸 英明国本 哲秀氏 浜田多実雄 新冠 ハシモトフアーム 474－ 4 59．7� 21．9�
610
 スームジュール 牡3鹿 56

53 ▲義 英真前田 幸治氏 角田 晃一 米 Alpha Delta
Stables, LLC B498－ 2 59．91� 24．0�

813 メイショウボランチ 牡3黒鹿56 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三嶋牧場 426－ 21：00．32� 37．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，370，500円 複勝： 39，813，200円 枠連： 10，821，200円
馬連： 41，452，500円 馬単： 26，339，400円 ワイド： 22，851，700円
3連複： 56，244，900円 3連単： 91，585，900円 計： 311，479，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 240円 �� 150円 �� 360円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 223705 的中 � 91593（1番人気）
複勝票数 計 398132 的中 � 225318（1番人気）� 27226（3番人気）� 62730（2番人気）
枠連票数 計 108212 的中 （2－5） 13413（2番人気）
馬連票数 計 414525 的中 �� 38337（2番人気）
馬単票数 計 263394 的中 �� 15820（3番人気）
ワイド票数 計 228517 的中 �� 22280（2番人気）�� 50362（1番人気）�� 13056（4番人気）
3連複票数 計 562449 的中 ��� 67837（1番人気）
3連単票数 計 915859 的中 ��� 19776（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．2―44．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキラトナンジュ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 Rubiano デビュー 2014．11．15 京都5着

2012．5．2生 牡3鹿 母 タイキルビー 母母 Kurofune Mystery 9戦1勝 賞金 12，950，000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。
（非抽選馬） 3頭 アドバンスゴード号・ノースピーディング号・ブレイジング号



22103 8月29日 雨 稍重 （27小倉2）第9日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走13時05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

23 ヨドノナイト 牡3鹿 56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 492－121：44．9 3．4�
816 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 小坂 忠士大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 478＋ 41：45．64 70．4�
36 カフジエンパイア 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 514＋ 4 〃 クビ 6．5�
59 セレブレイトソング �3栗 56 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－ 41：45．7クビ 24．2�
11 デザフィーオ 牡3黒鹿56 幸 英明今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 0 〃 クビ 9．8�
48 メイショウユメハチ 牡3青鹿56 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 500－ 61：46．12� 3．8	
12 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 川田 将雅安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 428＋121：46．2クビ 37．1

510 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 B546－ 2 〃 ハナ 22．4�
612 アウゲンパワー 牡3鹿 56 国分 恭介槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 484－ 61：46．51� 95．9�
24 ケンブリッジアロー 牝3青鹿54 川須 栄彦中西 桂子氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 446＋ 6 〃 ハナ 15．9
35 ステージダイブ 牡3青鹿56 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 508－181：47．03 122．1�
611 フラリシング 牝3栗 54 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 6 〃 クビ 15．7�
47 サンライズステラ 牡3鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 434＋ 21：48．27 26．3�
815 クラウンフレイム 牡3鹿 56

53 ▲義 英真�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 478＋ 41：48．3� 64．2�
713 ストリークライト 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 晴哉氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 504＋ 21：48．62 29．0�
714 ヒルノリヴァプール 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 B492± 01：49．55 11．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，933，400円 複勝： 31，862，300円 枠連： 14，096，800円
馬連： 50，981，200円 馬単： 24，106，300円 ワイド： 28，370，200円
3連複： 65，650，800円 3連単： 82，735，100円 計： 319，736，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 1，620円 � 210円 枠 連（2－8） 5，280円

馬 連 �� 12，770円 馬 単 �� 19，480円

ワ イ ド �� 3，820円 �� 430円 �� 5，980円

3 連 複 ��� 23，910円 3 連 単 ��� 108，460円

票 数

単勝票数 計 219334 的中 � 50341（1番人気）
複勝票数 計 318623 的中 � 66055（2番人気）� 3560（15番人気）� 42306（3番人気）
枠連票数 計 140968 的中 （2－8） 2068（23番人気）
馬連票数 計 509812 的中 �� 3094（37番人気）
馬単票数 計 241063 的中 �� 928（62番人気）
ワイド票数 計 283702 的中 �� 1803（41番人気）�� 18889（2番人気）�� 1145（61番人気）
3連複票数 計 656508 的中 ��� 2059（78番人気）
3連単票数 計 827351 的中 ��� 553（322番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．5―12．4―12．2―12．1―12．5―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．7―42．1―54．3―1：06．4―1：18．9―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨドノナイト �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2015．1．18 京都中止

2012．3．23生 牡3鹿 母 コウエイブルーム 母母 スエヒロジョウオー 6戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サントノーレ号・ツルミスカイ号・プリーメル号・メイショウケンザン号

22104 8月29日 雨 良 （27小倉2）第9日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

611 クールオープニング 牡4青鹿57 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 464＋ 41：46．3 10．2�

36 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 470＋ 2 〃 アタマ 7．5�
24 テーオービックバン 牡4栗 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500＋ 41：46．51� 2．6�
59 � トウケイアロー 牡4鹿 57 和田 竜二木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 472－ 21：46．6� 17．8�
815� 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 488＋ 61：46．7クビ 16．1�
23 メイショウラリマー 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 480＋ 4 〃 クビ 4．8�
714 アイファーサンディ 牡3鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 456± 01：47．01� 145．3	
12 � トスカニーニ 牡5鹿 57 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 446－10 〃 クビ 59．7

713 スズカシャーマン 牝4芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 458± 01：47．1� 6．4�
48 タツグレート 牡6栗 57 柴田 未崎原 司郎氏 	島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 462－ 21：47．2
 142．6�
47 サンライズフルール 牡3栗 54 国分 優作松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 442－ 8 〃 アタマ 41．1
35 クリーブラット 牡4芦 57

54 ▲義 英真 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋101：47．3クビ 47．5�
816 ショウリュウバイオ �5栗 57 北村 友一バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 462＋12 〃 アタマ 116．6�
11 カレンヴィットリア 牡4黒鹿57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B498－ 21：47．51� 13．7�
510 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55 小坂 忠士澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480± 01：49．7大差 275．8�
612 ワンダープレジール 牡3黒鹿54 酒井 学山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B432＋ 61：49．8� 337．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，381，800円 複勝： 35，380，900円 枠連： 15，865，100円
馬連： 58，489，900円 馬単： 29，249，600円 ワイド： 31，491，400円
3連複： 75，433，600円 3連単： 105，217，300円 計： 376，509，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 220円 � 180円 � 120円 枠 連（3－6） 3，280円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 920円 �� 610円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 25，930円

票 数

単勝票数 計 253818 的中 � 19875（5番人気）
複勝票数 計 353809 的中 � 32400（5番人気）� 43965（2番人気）� 97473（1番人気）
枠連票数 計 158651 的中 （3－6） 3747（13番人気）
馬連票数 計 584899 的中 �� 14968（11番人気）
馬単票数 計 292496 的中 �� 2850（30番人気）
ワイド票数 計 314914 的中 �� 8179（11番人気）�� 12970（5番人気）�� 23914（1番人気）
3連複票数 計 754336 的中 ��� 20929（5番人気）
3連単票数 計1052173 的中 ��� 2941（76番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．7―11．8―12．1―12．4―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―34．5―46．2―58．0―1：10．1―1：22．5―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3

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

2
4

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

クールオープニング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．9 阪神6着

2011．2．9生 牡4青鹿 母 ファレノプシス 母母 キャットクイル 23戦2勝 賞金 22，000，000円
〔制裁〕 テーオービックバン号の騎手藤岡佑介は，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：9番・15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルエイサー号



22105 8月29日 雨 良 （27小倉2）第9日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時15分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞・九州軽種馬協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

816 キリシマオジョウ 牝2黒鹿55 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 488＋ 81：09．8 1．4�
715 カシノエイシ 牡2鹿 55 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 542－ 21：10．43� 4．8�
48 チェストケホーク 牝2鹿 55 義 英真了德寺健二氏 池上 昌和 熊本 本田 土寿 466－ 21：10．61� 11．4�
714 ヨ ウ エ ン 牝2栗 53 畑端 省吾内田 玄祥氏 �島 一歩 熊本 本田 土寿 416－ 81：10．8	 214．0�
11 テイエムマケンゲナ 牝2鹿 53 藤岡 佑介竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 450＋ 81：11．01
 20．0�
35 ホーザンポントス 牡2鹿 53 �島 良太神田 通博氏 武田 博 鹿児島 神田 通博 404＋ 4 〃 クビ 136．2�
23 テイエムハズンド 牡2栗 53 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 B466＋ 4 〃 アタマ 20．0	
510 エディブルフラワー 牝2栗 53 川須 栄彦山本 武司氏 服部 利之 熊本 村山 光弘 448＋ 21：11．32 46．5

713 ラッキースピード 牝2黒鹿53 川島 信二竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 吉永ファーム 434＋ 41：11．4クビ 174．6�
36 ウインヴォルケーノ 牡2黒鹿53 幸 英明�ウイン 中村 均 熊本 本田 土寿 478＋ 6 〃 アタマ 124．6
612 カシノマイセルフ 牝2鹿 53 柴田 未崎柏木 務氏 田所 秀孝 鹿児島 柏木 務 400－ 2 〃 クビ 235．4�
24 テイエムヤマンカミ 牝2栗 53 �島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 418＋ 4 〃 アタマ 33．0�
59 コウザンハピネス 牝2鹿 53 高倉 稜山下 良子氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 426± 01：11．5クビ 108．5�
611� イザシュツジン 牡2鹿 55 �島 克也松田 整二氏 東 眞市 宮崎 橋口 幸一郎 436＋ 3 〃 クビ 66．8�

（佐賀） （佐賀）

12 カシノカーニバル 牝2鹿 53 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 464－ 4 〃 アタマ 214．4�
817 キリシマシアトル 牡2黒鹿53 大庭 和弥土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 450－ 21：11．71
 330．7�
47 プレイヤークィーン 牝2黒鹿53 三津谷隼人西村新一郎氏 日吉 正和 熊本 村山 光弘 424± 01：11．8クビ 346．0�
818 メイジュンジュライ 牝2鹿 53 岩崎 翼松田 整二氏 森田 直行 熊本 本田 土寿 482－ 61：12．75 347．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，722，000円 複勝： 81，013，900円 枠連： 19，464，700円
馬連： 72，072，800円 馬単： 50，559，800円 ワイド： 35，109，900円
3連複： 93，865，600円 3連単： 189，418，300円 計： 573，227，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 160円 �� 310円 �� 500円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 1，400円

票 数

単勝票数 計 317220 的中 � 180508（1番人気）
複勝票数 計 810139 的中 � 593601（1番人気）� 71356（2番人気）� 34777（3番人気）
枠連票数 計 194647 的中 （7－8） 52112（1番人気）
馬連票数 計 720728 的中 �� 205508（1番人気）
馬単票数 計 505598 的中 �� 111082（1番人気）
ワイド票数 計 351099 的中 �� 69752（1番人気）�� 25896（2番人気）�� 14685（5番人気）
3連複票数 計 938656 的中 ��� 96387（1番人気）
3連単票数 計1894183 的中 ��� 97470（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．7
3 16，13（5，15）－（9，14）18（4，7）（12，8）1（3，2，6）17，11，10 4 16，15，13，5－14，9（4，7，18，8）12（1，6）（3，2）（11，17）－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 デビュー 2015．8．2 小倉1着

2013．4．22生 牝2黒鹿 母 ラッキービクトリー 母母 Silent Performer 2戦2勝 賞金 21，378，000円
※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。

22106 8月29日 曇 良 （27小倉2）第9日 第10競走 ��
��2，000�

さ い か い

西 海 賞
発走14時50分 （芝・右）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

67 ウインリバティ 牝4黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 452＋141：59．2 5．7�
811 フェブノヘア 牝4栗 55 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 454＋ 41：59．3� 30．2�
22 ライトファンタジア 牝3栗 52 川田 将雅吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 アタマ 2．3�
66 ブリュネット 牝5栗 55 川須 栄彦 �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 486－ 61：59．4� 10．6�
33 ハピネスダンサー 牝4鹿 55 浜中 俊前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：59．5クビ 3．0�
78 ノーブルリーズン 牝3黒鹿52 幸 英明 	キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 436－ 81：59．6� 10．6

79 ニシノモンクス 牝5鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 450± 01：59．7クビ 31．7�
810 ウエスタンレベッカ 牝5鹿 55 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B456＋14 〃 アタマ 48．6�
11 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 国分 恭介 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474－ 62：00．33	 43．6
55 ウインクルキラリ 牝5栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 494＋162：00．62 41．8�
44 ブルーメリディアン 牝6黒鹿55 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 468＋20 〃 クビ 150．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，190，200円 複勝： 40，517，400円 枠連： 18，572，000円
馬連： 86，554，600円 馬単： 46，140，800円 ワイド： 37，671，700円
3連複： 102，994，000円 3連単： 208，423，500円 計： 575，064，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 540円 � 110円 枠 連（6－8） 2，530円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 12，750円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 330円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 53，220円

票 数

単勝票数 計 341902 的中 � 47174（3番人気）
複勝票数 計 405174 的中 � 57306（3番人気）� 11519（7番人気）� 136325（1番人気）
枠連票数 計 185720 的中 （6－8） 5678（10番人気）
馬連票数 計 865546 的中 �� 8339（20番人気）
馬単票数 計 461408 的中 �� 2714（35番人気）
ワイド票数 計 376717 的中 �� 4714（19番人気）�� 33171（2番人気）�� 8008（11番人気）
3連複票数 計1029940 的中 ��� 12795（19番人気）
3連単票数 計2084235 的中 ��� 2839（148番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．7―12．3―12．2―12．7―11．7―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―35．3―47．6―59．8―1：12．5―1：24．2―1：35．9―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ウインリバティ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fly So Free デビュー 2013．6．29 中京5着

2011．4．24生 牝4黒鹿 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation 22戦4勝 賞金 59，995，000円



22107 8月29日 曇 稍重 （27小倉2）第9日 第11競走 ��
��1，700�

ぷ さ ん

�山ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．8．30以降27．8．23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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

79 トミケンユークアイ �6黒鹿55 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 486＋ 21：42．9 24．0�
11 フォローハート 牝4黒鹿53 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462± 0 〃 クビ 18．3�
55 イースターパレード �6栗 56 幸 英明�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 512± 01：43．11 6．0�
67 エノラブエナ 牡4鹿 57 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム B548－ 6 〃 アタマ 5．7�
22 カラパナビーチ 牡3黒鹿53 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 532－ 21：43．2� 7．2�
44 エ ル マ ン ボ 牡5青鹿56 川田 将雅 	キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 536± 0 〃 ハナ 7．2

78 カネトシマーシャル 牡7鹿 55 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 508－121：43．3� 92．9�
810 グレナディアーズ 牡4鹿 56 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± 01：43．5	 3．9�
66 ノボリドリーム 牡6鹿 55 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 456＋ 81：43．71
 43．0
811 セイカフォルトゥナ 牝6栗 51 酒井 学久米 大氏 目野 哲也 日高 千葉飯田牧場 494－ 41：43．91
 60．6�
33 サンライズバロン 牡5鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 498－ 4 （競走中止） 4．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，326，000円 複勝： 71，207，700円 枠連： 27，160，500円
馬連： 175，797，300円 馬単： 78，917，500円 ワイド： 69，803，900円
3連複： 225，111，700円 3連単： 382，902，100円 計： 1，078，226，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 710円 � 480円 � 250円 枠 連（1－7） 8，400円

馬 連 �� 14，110円 馬 単 �� 28，180円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 2，160円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 24，600円 3 連 単 ��� 221，720円

票 数

単勝票数 計 473260 的中 � 15758（8番人気）
複勝票数 計 712077 的中 � 23608（8番人気）� 36721（7番人気）� 88153（4番人気）
枠連票数 計 271605 的中 （1－7） 2503（28番人気）
馬連票数 計1757973 的中 �� 9655（34番人気）
馬単票数 計 789175 的中 �� 2100（67番人気）
ワイド票数 計 698039 的中 �� 5443（32番人気）�� 8293（24番人気）�� 14126（18番人気）
3連複票数 計2251117 的中 ��� 6863（69番人気）
3連単票数 計3829021 的中 ��� 1252（478番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．2―41．9―53．9―1：05．6―1：17．8―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンユークアイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．7．31 函館5着

2009．3．9生 �6黒鹿 母 アマゾナイト 母母 ミセスビクトリア 36戦5勝 賞金 109，351，000円
〔競走中止〕 サンライズバロン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 サンライズバロン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月29日まで出走できない。

22108 8月29日 雨 良 （27小倉2）第9日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

36 ウィットウォーター 牝4黒鹿55 太宰 啓介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B446＋ 21：07．6 6．8�
713 ダノンルージュ 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 7．8�
816 イサチルホープ 牡3栗 54

51 ▲義 英真小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 454－ 21：08．02	 60．3�
12 サフランスカイ 牡4鹿 57 松山 弘平海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 460＋ 4 〃 クビ 17．9�
47 スマートカルロス 牡3鹿 54 高倉 稜大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 470＋ 41：08．2
 7．1�
818 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 浜中 俊吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 482＋ 4 〃 同着 3．3	
24 カシノハリウッド 牡3栗 54 幸 英明柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 520＋ 2 〃 アタマ 15．2

714 インヴォーク 牝4栗 55 和田 竜二�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 418－ 21：08．3クビ 33．8�
510 シセイカスガ 牡4黒鹿57 川須 栄彦猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 418＋ 6 〃 クビ 78．6�
715 チェネレントラ 牝5鹿 55 川田 将雅 社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：08．4クビ 21．0�
612 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 �島 克也小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 492＋121：08．5	 33．8�

（佐賀）

23 ジャミールカズマ 牡3青鹿54 国分 優作雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 486＋10 〃 クビ 51．1�
611 イルーシヴキャット 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼 社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 470＋ 81：08．6	 9．8�
35 � タガノウォーリア 牡4栗 57 藤懸 貴志八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 444＋101：08．81� 161．3�
48 マジカルビアンカ 牝5芦 55 北村 友一村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 454－ 61：09．01� 76．7�
11 アグネスフィズ 牝5鹿 55 酒井 学渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 492＋ 81：09．53 52．8�
817 ナ ン プ ー 牡5鹿 57 中井 裕二蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 490＋101：10．03 84．1�
59 ダ ラ ニ 牝4栗 55 藤岡 佑介山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 500－ 8 （競走中止） 9．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，606，900円 複勝： 54，984，900円 枠連： 30，115，600円
馬連： 108，597，700円 馬単： 50，523，300円 ワイド： 56，024，600円
3連複： 154，392，800円 3連単： 217，342，000円 計： 708，587，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 330円 � 2，020円 枠 連（3－7） 2，040円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 8，230円 �� 7，090円

3 連 複 ��� 70，470円 3 連 単 ��� 333，130円

票 数

単勝票数 計 366069 的中 � 43060（2番人気）
複勝票数 計 549849 的中 � 68239（2番人気）� 45570（5番人気）� 5906（15番人気）
枠連票数 計 301156 的中 （3－7） 11410（9番人気）
馬連票数 計1085977 的中 �� 21805（14番人気）
馬単票数 計 505233 的中 �� 5079（27番人気）
ワイド票数 計 560246 的中 �� 10512（14番人気）�� 1729（78番人気）�� 2009（63番人気）
3連複票数 計1543928 的中 ��� 1643（209番人気）
3連単票数 計2173420 的中 ��� 473（995番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．9―11．2―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．9―44．1―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィットウォーター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．3 小倉5着

2011．3．8生 牝4黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 19戦3勝 賞金 31，334，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ダラニ号は，最後の直線コースで御法不適切により騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ダラニ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（バランスをくずし落馬した）について過怠金50，000円。（被害馬：

5番・8番・17番）
※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） 2頭 ヴァッフシュテルケ号・トシストロング号
※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。



（27小倉2）第9日 8月29日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 165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

185，820，000円
2，080，000円
11，460，000円
1，240，000円
16，320，000円
62，590，500円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
308，574，100円
498，637，000円
174，263，800円
745，585，900円
397，603，900円
366，306，400円
976，652，800円
1，599，528，400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 5，067，152，300円

総入場人員 7，022名 （有料入場人員 6，087名）
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