
２００６１ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：０８．１
１：０７．８

良

良

２３ エーシンワンダーズ 牝２栗 ５４
５１ ▲田中 健平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 室田 千秋 ４０４－ ４１：０９．１ １４．５�

３５ コウエイフラッシュ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４６８－ ４１：０９．４１� ５．２�
６１２ エイシンタイガー 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４７２－ ２１：０９．６１ ４．２�
７１４ マルセイユシチー 牝２栗 ５４ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ３０．４�
３６ シゲルカサギヤマ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５００－ ２１：０９．７� １４．４�
１２ マイネチャペル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４２４－１０１：０９．９１� ３７．７�
４８ パーフェクトバイオ 牡２黒鹿５４ 角田 晃一バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：１０．１１� ３６．１	
８１６ アマノシーザー 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 ４４６± ０１：１０．２� １０８．５

７１５ ユメヲカナエル 牡２栗 ５４ 和田 竜二キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４４２± ０１：１０．３� １６．０�
１１ オリオンザレッド 牝２鹿 ５４ 鮫島 克也平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４３６＋ ４１：１０．４� １６６．５�

（佐賀）

２４ ホーマンライズ 牝２栃栗５４ 川田 将雅久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４３２－ ６ 〃 ハナ ２．３
７１３ カイテキゴーゴー 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎国本 勇氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４１４＋ ６１：１０．５� １５２．０�
５１０ ウイニングドラゴン 牡２黒鹿５４ 幸 英明奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ １１７．４�
５９ セキサンダンスイン 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４４０＋ ２１：１０．６� ２７．２�
８１７ レッドソルジャー 牡２鹿 ５４ 上村 洋行 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 静内 千代田牧場 ４４４＋ ４１：１０．７� １２２．０�
４７ ピースピース 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ ２２３．９�
６１１ カシノクリス 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 パカパカ

ファーム ４２０＋ ２１：１０．９１� １８１．３�
８１８ シゲルフジサン 牡２栗 ５４ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４８０＋ ８ 〃 クビ ６５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，９８９，８００円 複勝： ２３，６２１，０００円 枠連： １６，５９３，７００円

普通馬連： ４８，５４９，８００円 馬単： ４２，８１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５５３，９００円

３連複： ６７，４２３，３００円 ３連単： １２１，１８３，３００円 計： ３５４，７３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３６０円 � ２００円 � １９０円 枠 連（２－３） ３９０円

普通馬連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ６，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ９３０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� ３１，６７０円

票 数

単勝票数 計 １５９８９８ 的中 � ８７２３（５番人気）
複勝票数 計 ２３６２１０ 的中 � １４５６６（４番人気）� ３４９２８（３番人気）� ３６２５４（２番人気）
枠連票数 計 １６５９３７ 的中 （２－３） ３２１０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８５４９８ 的中 �� １４５０８（７番人気）
馬単票数 計 ４２８１８８ 的中 �� ４９８７（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５５３９ 的中 �� ４５８３（１０番人気）�� ４８３６（９番人気）�� ９０６３（４番人気）
３連複票数 計 ６７４２３３ 的中 ��� １２５０９（１０番人気）
３連単票数 計１２１１８３３ 的中 ��� ２８２４（８７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．１―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．９―４５．４―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンワンダーズ �
�
父 エイシンプレストン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．５ 阪神２着

２００６．３．１５生 牝２栗 母 エイシンワンダフル 母母 エイシンモモ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 シルクナデシコ号
※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。



２００６２ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：４７．９
１：４６．７

良

良

３５ キングスレガリア 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 中竹 和也 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４６２＋ ２１：４８．９ １１．２�

８１５ ドリームゼニス 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８２± ０１：４９．２１� ２．４�
５１０ ドナシュラーク 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 羽月 友彦 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６４－１２１：４９．４１� ３．７�
６１２ アヤナグレイス 牝２青 ５４ 幸 英明岸田 勝宏氏 田所 秀孝 浦河 岡本牧場 ４３２－１２１：４９．５� ５．３�
７１３ ラ タ ー シ ュ 牡２栗 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ８１：４９．９２� ４３．６	
２４ シゲルシロウマダケ 牡２芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 武田 博 浦河 畔高牧場 ４７６－ ６１：５０．１１ ２７．２

４８ マザーテーラー 牝２栗 ５４ 池添 謙一中西 浩一氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４５６－ ６ 〃 クビ １２５．９�
２３ トーコータカシ 牡２芦 ５４ 小牧 太森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 水上 習孝 ４７２－ ６１：５０．３１� ２７．２�
６１１ マイネルカルツェ 牡２栗 ５４ 石橋 守 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 浦河 信岡牧場 ５３８＋ ４１：５０．７２� ３０．７
７１４ カネトシアミーゴ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介兼松 利男氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４９２－１２ 〃 クビ １７８．２�
４７ ト モ ダ チ 牡２鹿 ５４ 鮫島 克也小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４４２± ０１：５０．９１� ２３．９�

（佐賀）

８１６ サマーパレンケ 牝２青鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４３２－ ６１：５１．１� ３６．０�

５９ ナリタホウショウ 牡２青鹿５４ 中村 将之�オースミ 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６０± ０１：５１．３１� ９０．１�
１２ タガノタンドゥール 牝２青 ５４ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 猿橋 義昭 ４５６± ０ 〃 クビ ２８．３�
１１ テイエムリュウジン 牡２芦 ５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４６０＋ ４１：５１．４� ３４．９�
３６ スペールノーヴァ 牝２青鹿５４ 安藤 光彰辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２４＋ ２１：５２．９９ ２９５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６２４，９００円 複勝： １９，３０５，６００円 枠連： １４，３０５，８００円

普通馬連： ４４，８３９，３００円 馬単： ３８，１７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９４５，５００円

３連複： ５７，９４１，９００円 ３連単： １０４，７９０，４００円 計： ３１０，９３１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２３０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－８） ８３０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５８０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� １１，９７０円

票 数

単勝票数 計 １５６２４９ 的中 � １１０３４（４番人気）
複勝票数 計 １９３０５６ 的中 � １５９０１（４番人気）� ５８４７２（１番人気）� ３１０１６（３番人気）
枠連票数 計 １４３０５８ 的中 （３－８） １２８５７（３番人気）
普通馬連票数 計 ４４８３９３ 的中 �� ３０８１９（３番人気）
馬単票数 計 ３８１７８０ 的中 �� ９１１６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９４５５ 的中 �� １０４４１（３番人気）�� ５９２１（５番人気）�� ２１３９９（１番人気）
３連複票数 計 ５７９４１９ 的中 ��� ２８８４１（２番人気）
３連単票数 計１０４７９０４ 的中 ��� ６４６３（１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．４―１２．４―１２．６―１２．６―１１．９―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．６―４８．０―１：００．６―１：１３．２―１：２５．１―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングスレガリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．６．２２ 阪神８着

２００６．２．２４生 牡２鹿 母 リキセレナード 母母 ムーンセレナード ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走状況〕 テイエムリュウジン号・トモダチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 テイエムリュウジン号・トモダチ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウインスカイハイ号
（非抽選馬） １頭 マイネルレンツ号
※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。



２００６３ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

６１２ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５４
５１ ▲田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３８＋ ４１：４６．７ ４．１�

８１５ ハイパーラッシュ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４６０－ ６１：４７．５５ １１．２�
８１６ グランチャーム 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４９０－ ８１：４８．０３ ６．８�
３５ インターレース 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 有限会社

松田牧場 ４１６＋ ４１：４８．２１ ９．６�
７１３ エリモエトワール 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦山本 慎一氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１８－ ８ 〃 ハナ ２９．１�
５１０ シンデレラロマンス 牝３鹿 ５４

５２ △藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：４８．３� ５．３�
３６ マルノリーサ 牝３芦 ５４ 和田 竜二穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 静内 へいはた牧場 ４３６± ０１：４８．４� ４２．０	
２３ ア ー ラ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰吉野 修史氏 西橋 豊治 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ４１：４８．６１� ２４．８

５９ クリノソーニャ 牝３鹿 ５４ 中村 将之栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４５６＋ ８１：４９．３４ １７．５�
２４ マックリーン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�柏台牧場 羽月 友彦 大樹 柏台牧場 ４８４＋ ８１：４９．４� ４９．９�
４８ メイショウフェーヴ 牝３栗 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４２０＋ ６１：４９．５クビ ２１．３
１２ メイショウニース 牝３鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 金成吉田牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ４．６�
６１１ テーオーエンジェル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介小笹 公也氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４７０ ―１：４９．７１� ９４．９�
１１ シルキーリリー 牝３栗 ５４ 角田 晃一有限会社シルク松永 昌博 新冠 ラツキー牧場 ４７８＋２０１：５０．１２� ６６．２�
４７ モ ニ カ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一田口 廣氏 佐山 優 厚真 山下 義之 ４３０± ０１：５０．３１� １８３．９�
７１４ サ ザ ン ベ ル 牝３栗 ５４ 高井 彰大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 静内 武岡牧場 ４９４＋ ２１：５０．９３� ５７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９０８，７００円 複勝： ２３，９２１，２００円 枠連： １８，１３４，３００円

普通馬連： ５２，５２２，４００円 馬単： ４０，１４８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２９１，９００円

３連複： ７１，９１８，７００円 ３連単： １２１，２０９，３００円 計： ３６１，０５５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ２７０円 枠 連（６－８） ８９０円

普通馬連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ８２０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ５，０２０円 ３ 連 単 ��� ２２，８７０円

票 数

単勝票数 計 １４９０８７ 的中 � ２８７５０（１番人気）
複勝票数 計 ２３９２１２ 的中 � ３８２７８（１番人気）� １８８０８（６番人気）� ２２８２２（５番人気）
枠連票数 計 １８１３４３ 的中 （６－８） １５１６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２５２２４ 的中 �� １８６７４（７番人気）
馬単票数 計 ４０１４８９ 的中 �� ９０３９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２９１９ 的中 �� ５４１７（７番人気）�� ５５８９（６番人気）�� ３１１９（２０番人気）
３連複票数 計 ７１９１８７ 的中 ��� １０５７３（１３番人気）
３連単票数 計１２１２０９３ 的中 ��� ３９１２（４４番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．６―１２．４―１４．０―１３．２―１１．９―１２．４―１２．３―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．４―３０．８―４４．８―５８．０―１：０９．９―１：２２．３―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．８
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミ コ ノ ス �
�
父 With Approval �

�
母父 Rubiano デビュー ２００８．２．２ 京都５着

２００５．５．１０生 牝３芦 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy ９戦１勝 賞金 １３，４００，０００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 ウォータールフラン号・スリーマーチャン号・メイショウタマヒメ号



２００６４ ８月３日 曇 良 （２０小倉２）第６日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．９
１：４６．７

良

良

１１ メイショウドンタク 牡２黒鹿５４ 赤木高太郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４８８ ―１：４８．４ １１．７�

８１５ アントニオバローズ 牡２青鹿５４ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ４９６ ―１：４８．６１� １．４�
３５ ウインヴェリタス 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太�ウイン 藤沢 則雄 静内 伊藤 敏明 ４９６ ―１：５０．３大差 ８．５�
４６ ジェットサイバー 牡２青鹿５４ 小牧 太才高 信安氏 服部 利之 浦河 丸村村下

ファーム ４７２ ―１：５０．４� １０．０�
３４ パープルタイヨー 牡２鹿 ５４ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４５６ ―１：５０．５クビ １５０．８�
６１１ キャンベルイモン 牝２栗 ５４ 幸 英明井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 新井 弘幸 ４５６ ― 〃 クビ ４５．３�
４７ タガノヴァンドーム 牡２鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１２ ―１：５０．６クビ ４６．９	
６１０ ジョウノマドンナ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３０ ― 〃 ハナ ２６．６

５８ コンゴウアラムシャ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅山田 英男氏 木原 一良 門別 下河辺牧場 ４７８ ―１：５１．１３ １０７．９�
２３ ラストダンス 牝２栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６２ ―１：５１．３１� １４．７�
７１３ シルクジャーニー 牡２栃栗５４ 渡辺 薫彦有限会社シルク田所 清広 三石 坂本牧場 ４８２ ―１：５１．５１ ９１．５
２２ アイノスターゲイト 牡２鹿 ５４ 田島 裕和田中 卓氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４４４ ―１：５１．９２� ５６．５�
７１２ ナリタテイオー 牡２黒鹿５４ 上村 洋行�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４７０ ―１：５２．１１� ４７．０�
８１４ ウルトライエロー 牝２栗 ５４ 黒岩 悠西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ４７４ ―１：５３．２７ １１６．３�
５９ シゲルエボシダケ 牡２栗 ５４ 池添 謙一森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 畑端牧場 ４３４ ―１：５４．０５ ９１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，５３７，６００円 複勝： ３２，６５０，５００円 枠連： １６，２１５，６００円

普通馬連： ４７，０３０，９００円 馬単： ５３，５７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６３８，５００円

３連複： ５７，７５７，１００円 ３連単： １３４，８７４，１００円 計： ３８８，２７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－８） ５７０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ６１０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ８，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２９５３７６ 的中 � １９９２１（４番人気）
複勝票数 計 ３２６５０５ 的中 � ２２８２９（４番人気）� １９２５２９（１番人気）� ２９０７４（２番人気）
枠連票数 計 １６２１５６ 的中 （１－８） ２１２００（３番人気）
普通馬連票数 計 ４７０３０９ 的中 �� ５５５８８（２番人気）
馬単票数 計 ５３５７０９ 的中 �� １８４７２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６３８５ 的中 �� １３０８９（３番人気）�� ５８０９（６番人気）�� ２１５４１（１番人気）
３連複票数 計 ５７７５７１ 的中 ��� ４６０４１（１番人気）
３連単票数 計１３４８７４１ 的中 ��� １２１６８（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１３．４―１２．８―１２．６―１１．４―１１．２―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．３―３６．７―４９．５―１：０２．１―１：１３．５―１：２４．７―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．９
１
３
１５（３，１４）－１，５（４，６）１３－１１，８，１２，１０（２，７）９・（１５，１）３，６，７－（１４，５）４（１１，１３）－（２，１２）－８，１０－９

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

勝馬の
紹 介

メイショウドンタク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian 初出走

２００６．２．２８生 牡２黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルエボシダケ号は，平成２０年９月３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 メジロブリット号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 プライムウィッシュ号・ヘロン号



２００６５ ８月３日 曇 良 （２０小倉２）第６日 第５競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

８１６ プロフェッショナル 牡３青 ５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ８１：４７．０ ４．０�

７１３� カネトシヴィゴーレ 牝３栗 ５２ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 豪 Arrowleave
Joint Venture ４３８＋１０１：４７．４２� ２．３�

５９ ユウターダーツ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 B４２８－ ２１：４７．５クビ １９．１�
４７ プリンチパーレ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊藤田 孟司氏 中竹 和也 追分 追分ファーム ５１４＋ ２１：４７．８２ ７．１�
７１４� グランカナリア 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太�下河辺牧場 角居 勝彦 米 Shimok-

obe Farm ４９０± ０１：４８．０１� ４０．９�
１２ ウィークタテヤマ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４６４＋ ４１：４８．３１	 ４５．５�
１１ ハマノモナーク 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４４８＋ ２１：４８．４� １４．２	
３５ ハードパティシエ 牡３鹿 ５６ 鮫島 克也津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４５４－２２１：４８．５	 １６５．６


（佐賀）

４８ カイシュウペガサス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 カミイスタット ４５８± ０１：４８．９２� ２８９．０�
３６ フサイチフウジン 牡３青鹿５６ 小牧 太関口 房朗氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ６１：４９．０クビ １６．６�
８１５ デンコウラウロ 牝３鹿 ５４ 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 日東牧場 ４３０＋ ６ 〃 クビ １０．７
６１１ トーホウミラクル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４４４＋ ６１：４９．１	 ５４．５�
２４ ホープフルスター 牡３黒鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 ５４０＋ ４１：４９．２� １７．８�
５１０� スタンニング 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介広尾レース� 角居 勝彦 愛 Knocka-

iney Stud ４７０－ ４１：４９．４	 ９４．３�
６１２ ジャングルゼット 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ４９０－ ４１：４９．９３ ８４．１�
２３ ブラックリスト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士藤本 直弘氏 小原伊佐美 門別 藤本 誠二 ４９４ ―１：５７．９大差 １８４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５６３，１００円 複勝： ２４，５００，４００円 枠連： １４，４８８，９００円

普通馬連： ５２，７７６，９００円 馬単： ４４，１４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０３９，４００円

３連複： ６６，４０２，９００円 ３連単： １２９，８８３，２００円 計： ３６７，８０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（７－８） ３３０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，４２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� ９，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７５６３１ 的中 � ３５３３５（２番人気）
複勝票数 計 ２４５００４ 的中 � ２９９９９（２番人気）� ９５３０９（１番人気）� １３６９６（６番人気）
枠連票数 計 １４４８８９ 的中 （７－８） ３２５５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２７７６９ 的中 �� ８６９９３（１番人気）
馬単票数 計 ４４１４９７ 的中 �� ３３３４７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０３９４ 的中 �� ２１８８５（１番人気）�� ２７２１（１９番人気）�� ７２８３（５番人気）
３連複票数 計 ６６４０２９ 的中 ��� ２０７９１（６番人気）
３連単票数 計１２９８８３２ 的中 ��� １０２３３（１９番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．５―１３．７―１３．２―１２．５―１２．２―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．７―４４．４―５７．６―１：１０．１―１：２２．３―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．９
１
３

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

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

プロフェッショナル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Kris S. デビュー ２００８．１．１９ 京都５着

２００５．２．２６生 牡３青 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド ７戦１勝 賞金 １０，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックリスト号は，平成２０年９月３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スリーサンビーム号・ドンペトリュス号・ハギノリーデル号
※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。



２００６６ ８月３日 雨 良 （２０小倉２）第６日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ タ カ ラ ブ ネ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�グランド牧場 鮫島 一歩 静内 グランド牧場 ４４４－ ８１：０９．０ ２．３�

８１８ ネオシンフォニー 牝３鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊 �東京ホースレーシング 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：０９．５３ ８９．１�

６１２ マックスバリハイ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介田所 英子氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４７２＋１４１：０９．６� １８．５�
３５ ラ ン ラ ン 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰澤 洋氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ １３．９�
６１１ アキノシャドー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 野坂牧場 ４４８＋ ２１：０９．７クビ ７．４�
７１４ トロピカルガイ 牡３黒鹿５６ 真島 正徳小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４２８＋１２１：０９．８� ２２２．２	

（佐賀）

１２ フルスペック 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 ハナ １０．４

８１６ セイランコマチ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 健田中 芳郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４０６－ ４ 〃 アタマ ４７．４�
２４ ム ー ヴ 牝３鹿 ５４

５２ △藤岡 康太池住 安信氏 福永 甲 浦河 三栄牧場 ４２０＋１２１：０９．９クビ ２１．７�
８１７ ナムラサクセス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４７６＋ ６１：１０．３２� ７．９
４８ マイネルフリーデン 牡３栗 ５６ 上村 洋行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４８６＋ ２１：１０．４クビ １４．６�
２３ セトクラウン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一難波 澄子氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６８＋ ６１：１０．５� １０．２�
５１０ ピースオブホープ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人畑佐 博氏 長浜 博之 門別 天羽 禮治 B４７２－ ２ 〃 ハナ １６．３�
３６ スズカタイホー 牡３芦 ５６ 赤木高太郎永井 啓弍氏 坪 憲章 新冠 メイタイ牧場 ４２２－１４１：１０．６� １１９．８�
７１５ レディプレッジ 牝３芦 ５４ 幸 英明 �ロードホースクラブ 北出 成人 三石 ケイアイファーム ４３２－１０１：１１．０２� ２１８．７�
４７ カシノボイス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信柏木 務氏 沢 峰次 浦河 アイオイファーム ４８０＋１６１：１１．７４ ２１１．１�
１１ メイショウモナム 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 林 孝輝 ４３８－ １ 〃 クビ １６７．７�

（１７頭）
５９ バンジョーピジョン 牝３栗 ５４ 小牧 太才高 信安氏 服部 利之 鵡川 上水牧場 ４５８＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，０４１，１００円 複勝： ２３，２６１，０００円 枠連： １７，４３２，３００円

普通馬連： ６０，１２２，９００円 馬単： ４３，５２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２４，４００円

３連複： ６５，２７６，８００円 ３連単： １２０，７１１，０００円 計： ３６４，０９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １，５３０円 � ４８０円 枠 連（７－８） ９００円

普通馬連 �� １１，９１０円 馬 単 �� １８，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０４０円 �� ６８０円 �� １７，０５０円

３ 連 複 ��� ４８，９１０円 ３ 連 単 ��� ２２４，４００円

票 数

単勝票数 差引計 １６０４１１（返還計 １０８１９） 的中 � ５６５７７（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３２６１０（返還計 １３９４５） 的中 � ７４６３５（１番人気）� ２７３８（１２番人気）� ９８０１（１０番人気）
枠連票数 差引計 １７４３２３（返還計 １０７６） 的中 （７－８） １４３２４（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ６０１２２９（返還計 ６７５８２） 的中 �� ３７２７（４０番人気）
馬単票数 差引計 ４３５２６３（返還計 ５２５３４） 的中 �� １７５２（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７７２４４（返還計 ２３２３７） 的中 �� １０５１（４４番人気）�� ６９０４（６番人気）�� ２４５（７５番人気）
３連複票数 差引計 ６５２７６８（返還計１３２９６１） 的中 ��� ９８５（１１８番人気）
３連単票数 差引計１２０７１１０（返還計２５４４６７） 的中 ��� ３９７（６３５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．１―１１．５―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．５―４５．０―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 ・（７，１３）１８（８，１０）（１６，１２）（５，１７）（３，２，１１）（４，１４）（１，１５）６ ４ １３，７（１８，１２）８（５，１０，１６，１７，１１）２，１４（３，４）－１５－（１，６）

勝馬の
紹 介

タ カ ラ ブ ネ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００８．４．２７ 京都７着

２００５．４．１５生 牝３栗 母 オープンマーチ 母母 タマモダイヤモンド ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 バンジョーピジョン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ランラン号の騎手安藤光彰は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マッキーケインズ号
※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。



２００６７ ８月３日 曇 良 （２０小倉２）第６日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３６ ミッキースター 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介野田みづき氏 池江 泰郎 静内 寺越 政幸 ４５６＋１８２：０１．０ ２１．３�

２３ アグネスフリーダム 牡３栗 ５６ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：０１．１� ６．７�
７１４ ハマノオラトリオ 牡３栗 ５６

５５ ☆浜中 俊浜井 弘至氏 服部 利之 静内 坂本 春信 ４９０＋１４２：０１．４２ ３０．７�
１１ マチカネカミカゼ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ２．５�
３５ サクラサプライズ 牡３芦 ５６ 角田 晃一�さくらコマース羽月 友彦 静内 原 光彦 ４３６＋ ４２：０１．６１ １４．９�
６１２ ロードフラッシュ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新冠 奥山 喜義 ５０２＋ ８２：０１．７� ５．６�
４８ ユウジュッテ 牡３栗 ５６

５４ △藤岡 康太�アイテツ 松元 茂樹 浦河 高松牧場 ４９２－ ８２：０１．８�＋ハナ ９．５	
７１５ サイキョウケンザン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４８＋ ６２：０１．９� １３．２

１２ ペプチドトップガン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ５０．５�
７１３ スズカニール 牡３黒鹿５６ 高橋 智大永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ７５．８�
４７ ウォルトンコクカ 牡３鹿 ５６ 川島 信二山田美喜男氏 田島 良保 三石 前川牧場 ４３６－ ６２：０２．０クビ １２５．６
２４ メイショウオバナ 牝３芦 ５４ 上野 翔松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４６８＋ ２２：０２．２１� ３４．３�
８１８ ガイディングスター 牡３栗 ５６ 鮫島 克也吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５４４＋ ８２：０２．５２ ２１．６�

（佐賀）

６１１ フラワーネックレス 牝３栗 ５４ 幸 英明吉田 照哉氏 北出 成人 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６２：０３．２４ ４２．６�
８１６ トムウィンズ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４６０＋ ８２：０４．２６ ８４．８�
５９ シゲルアンビシャス 牡３栗 ５６ 中村 将之森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４７０－ ８ （降着） ８０．５�
５１０ オンワードマック 牡３芦 ５６ 田辺 裕信樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４５６－ ４２：０４．３� ２５９．４�
８１７ マーシフルフェイト 	３青 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４５４－ ６２：０６．１大差 ３１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，７４６，６００円 複勝： ２８，１５４，９００円 枠連： ２３，２９５，７００円

普通馬連： ７１，５０５，５００円 馬単： ５０，１００，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３２８，２００円

３連複： ８６，６８５，２００円 ３連単： １５９，４１１，９００円 計： ４６１，２２８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１３０円 複 勝 � ５９０円 � ２８０円 � ８７０円 枠 連（２－３） ３，１２０円

普通馬連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １８，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� ６，６９０円 �� ４，１９０円

３ 連 複 ��� ７８，６００円 ３ 連 単 ��� ３７１，１３０円

票 数

単勝票数 計 １９７４６６ 的中 � ７３２２（７番人気）
複勝票数 計 ２８１５４９ 的中 � １２０９４（７番人気）� ３００６２（３番人気）� ７７６０（１１番人気）
枠連票数 計 ２３２９５７ 的中 （２－３） ５５２０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ７１５０５５ 的中 �� ７７７３（２１番人気）
馬単票数 計 ５０１００２ 的中 �� １９６８（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３２８２ 的中 �� ２１４１（２８番人気）�� ８１５（６５番人気）�� １３０９（４６番人気）
３連複票数 計 ８６６８５２ 的中 ��� ８１４（２０３番人気）
３連単票数 計１５９４１１９ 的中 ��� ３１７（９５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．３―１２．８―１２．５―１２．２―１１．９―１２．２―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３４．９―４７．７―１：００．２―１：１２．４―１：２４．３―１：３６．５―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．７
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキースター �
�
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 ２００８．２．３ 京都１０着

２００５．３．２１生 牡３青鹿 母 ホシノメガミ 母母 ダイアナスキー ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔降着〕 シゲルアンビシャス号は，７位〔タイム２分０１秒８，着差�馬身〕に入線したが，３コーナー通過後に急に外側に斜行して

「トムウィンズ」号の走行を妨害したため１６着に降着。
〔制裁〕 シゲルアンビシャス号の騎手中村将之は，３コーナー通過後に急に外側に斜行したことについて平成２０年８月９日から

平成２０年８月１７日まで騎乗停止。
ガイディングスター号の騎手鮫島克也は，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。
シゲルアンビシャス号の騎手中村将之は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことに
ついて過怠金１０，０００円。
サクラサプライズ号の騎手角田晃一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーシフルフェイト号は，平成２０年９月３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） ４頭 シルクウォリアー号・トップオブクロフネ号・マサマロ号・マルイチポケット号
（非抽選馬） １頭 シルクローリット号
※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。



２００６８ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第８競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時２５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ ペプチドアトム 牡３鹿 ５４ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７０－ ８ ５８．１ ５．３�

６１０ パワーウェーブ 牡３鹿 ５４
５１ ▲田中 健林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４６２－ ４ ５８．６３ ４６．７�

６９ アンジェロバンダム 牡３鹿 ５４ 川田 将雅山科 統氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ５０４－ ２ 〃 クビ ６．６�
４５ ステニスハート 牝４鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊吉田 昭一氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 ４９２＋１０ ５８．８１ ３８．０�
２２ ケイティマイヒメ 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介瀧本 和義氏 吉岡 八郎 浦河 桑田牧場 ４３４＋１０ ５８．９� ３．４�
８１３ オウシュウバラッド 牡３栗 ５４ 吉田 隼人西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B４８４－ ２ ５９．０� ２１．５�
８１４ リトルマーメード 牝７栗 ５５ 川島 信二山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ４０６－ ２ 〃 クビ ５１．７�
５８ デ ュ カ ス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８＋１６ ５９．１� ２２．１	
４６ ハードリレー 牡４栗 ５７ 鮫島 克也津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４４０＋ ４ ５９．２クビ １３．１


（佐賀）

３３ � ハギノポンパドール 牝４芦 ５５ 鮫島 良太安岡美津子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６２＋１８ ５９．３	 １２８．３�
７１２ エイシンイッテン 牡４黒鹿 ５７

５５ △藤岡 康太平井 豊光氏 藤岡 健一 門別 戸川牧場 ５１２± ０ ５９．４クビ ６．４�
７１１ ライフストリーム 牡４栗 ５７ 池添 謙一林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ５．１
１１ メイショウフウリン 牝３栗 ５２ 石橋 守松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４５６＋１２ ５９．７１	 １００．１�
３４ ダイナミックターン 牡５栗 ５７ 幸 英明小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４６８－１０ ５９．８	 ４２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，４４５，１００円 複勝： ２７，２５４，４００円 枠連： ２２，１６２，３００円

普通馬連： ７７，２８９，７００円 馬単： ５５，０３１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０２１，０００円

３連複： ８７，３３４，５００円 ３連単： １８４，８７２，２００円 計： ４９５，４１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � １，０７０円 � ２１０円 枠 連（５－６） １，０７０円

普通馬連 �� １０，６６０円 馬 単 �� １７，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０１０円 �� ５３０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� １８，５００円 ３ 連 単 ��� １２０，８５０円

票 数

単勝票数 計 １９４４５１ 的中 � ２８９１８（３番人気）
複勝票数 計 ２７２５４４ 的中 � ５０００３（１番人気）� ４８９６（１１番人気）� ３８０６１（４番人気）
枠連票数 計 ２２１６２３ 的中 （５－６） １５３６１（５番人気）
普通馬連票数 計 ７７２８９７ 的中 �� ５３５２（３２番人気）
馬単票数 計 ５５０３１１ 的中 �� ２２７０（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０２１０ 的中 �� １７２７（３４番人気）�� １１１７１（４番人気）�� １６３１（３５番人気）
３連複票数 計 ８７３３４５ 的中 ��� ３４８４（６１番人気）
３連単票数 計１８４８７２２ 的中 ��� １１２９（３６４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．３―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．１―３３．４―４５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３６．０
３ ２－７，８（５，９，１０）（６，１２，１３）１１（３，１４）－４，１ ４ ２－７（５，８）１０，９（６，１２）（３，１１，１３）１４－（４，１）

勝馬の
紹 介

ペプチドアトム �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１２．２２ 阪神４着

２００５．２．１４生 牡３鹿 母 ファミリアーリング 母母 Reassert １１戦２勝 賞金 ２０，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シゲルスペランツァ号
（非抽選馬） ２頭 キシュウラパン号・ナムラカゲトラ号
※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。



２００６９ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第９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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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
１：４１．８

不良

不良

２２ エプソムアーロン 牡４鹿 ５７ 角田 晃一 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４９２＋ ２１：４４．８ ３．３�

５９ ピサノジュバン 牝３黒鹿５２ 岩田 康誠市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４３４± ０１：４５．１�＋１ １４．７�
６１１� クラリオンコール 牡７栗 ５７ 安藤 光彰吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ５２２－ ４ （降着） ２２．２�
６１０ ツルマルストーム 牡３青鹿５４ 幸 英明鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋１０１：４５．３１	 ５．９�
４７ � アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４６８± ０ 〃 クビ １０．１�
７１３ アイノレグルス 牡３鹿 ５４ 上村 洋行田中 一成氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６０－ ８１：４５．４クビ ８．１�
５８ ツルマルツイモツイ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：４５．５
 １２３．６	
４６ メイショウラッシー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ５４２＋ ２１：４５．６� １５．０

３４ アラビアンナイト 牡７鹿 ５７ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 森 牧場 ４９０＋ ６１：４５．８１	 ６１．２�
３５ サーユウジーン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４９６＋ ２１：４６．０１	 １３２．０
７１２ ツルマルローズ 牝５鹿 ５５ 中村 将之鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８２－１０１：４６．１� ２８．１�
１１ アイアンキング �５鹿 ５７ 小牧 太池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：４６．２
 ４．２�
８１５ キラーストリート 牝５栗 ５５ 酒井 学永田 清男氏 河内 洋 門別 浜本 幸雄 ４４２± ０１：４６．６２� １０２．５�
２３ コウジンアルス 牡６栗 ５７ 鮫島 良太加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４７８－ ４１：４６．９２ １５．８�
８１４ ウインサウザー �６黒鹿５７ 熊沢 重文�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４６６± ０１：４９．０大差 １１３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，１３５，０００円 複勝： ４４，６３１，６００円 枠連： ３６，９２５，２００円

普通馬連： １３９，０６９，６００円 馬単： ８７，４８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，８５０，９００円

３連複： １５４，０１８，８００円 ３連単： ３６６，４１７，７００円 計： ８９３，５３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � ４９０円 枠 連（２－５） ２，０８０円

普通馬連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，１２０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� １５，２７０円 ３ 連 単 ��� ６３，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２８１３５０ 的中 � ６７８５６（１番人気）
複勝票数 計 ４４６３１６ 的中 � １０２５６１（１番人気）� ２６２８５（６番人気）� １９５６０（９番人気）
枠連票数 計 ３６９２５２ 的中 （２－５） １３１３９（１０番人気）
普通馬連票数 計１３９０６９６ 的中 �� ３７２７５（１０番人気）
馬単票数 計 ８７４８６５ 的中 �� １４３３０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６８５０９ 的中 �� ９１９０（１０番人気）�� ８２４５（１２番人気）�� ２８９６（３８番人気）
３連複票数 計１５４０１８８ 的中 ��� ７４４６（５８番人気）
３連単票数 計３６６４１７７ 的中 ��� ４２４２（２２０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１１．６―１２．７―１２．２―１１．７―１２．５―１２．９―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．６―４２．３―５４．５―１：０６．２―１：１８．７―１：３１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

エプソムアーロン �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００６．１１．２６ 京都１５着

２００４．３．３０生 牡４鹿 母 エプソムカラー 母母 ハイボルテージ ９戦３勝 賞金 ３８，１６３，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔降着〕 クラリオンコール号は，２位〔タイム１分４４秒９，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して
「ピサノジュバン」号の走行を妨害したため３着に降着。

〔制裁〕 クラリオンコール号の騎手安藤光彰は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２０年８月９日から
平成２０年８月１７日まで騎乗停止。



２００７０ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第１０競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４４回農林水産省賞典 小倉記念（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１９．７．２８以降２０．７．２７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

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２３ ドリームジャーニー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２＋ ８１：５７．９ ４．２�

６１０ ダイシングロウ 牡４黒鹿５６ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０２－ ６１：５８．４３ ３．０�
５９ ケンブリッジレーザ 牡５青 ５２ 安藤 光彰中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０４－ ２１：５８．６１ ５０．３�
４７ ヴィータローザ 牡８栗 ５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ８１：５８．９２ １９．０�
８１４ ミヤビランベリ 牡５栗 ５５ 岩田 康誠村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９６＋ ２ 〃 クビ ８．７�
２２ ニルヴァーナ 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４９０＋ ８１：５９．０クビ １４．７�
５８ ダブルティンパニー 牡６栗 ５３ 鮫島 克也金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０４＋１２ 〃 アタマ ６７．６

（佐賀）

１１ ワンモアチャッター 牡８黒鹿５５ 鮫島 良太松井 一三氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ４５６－ ２１：５９．１� ４４．３�
３５ サンレイジャスパー 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７８－１２１：５９．３１� ７．５�
７１２ ウイントリガー 牡３鹿 ４９ 浜中 俊	ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４７２＋ ８１：５９．４� ６８．４
６１１ ピカレスクコート 牡６鹿 ５４ 赤木高太郎金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ５０２＋１０１：５９．５� ７３．４�
３４ ナリタプレリュード 牡６黒鹿５３ 渡辺 薫彦	オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４８８－ ４１：５９．８２ ７９．８�
４６ レインダンス 牝４栗 ５４ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７８－ ６２：００．０１� １６．６�
８１５ グロリアスウィーク 牡５鹿 ５５ 幸 英明 	グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：００．８５ ８．９�
７１３ カネトシリベルテ 牝４鹿 ５０ 芹沢 純一兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２０．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２６，４８７，１００円 複勝： １５７，５１５，３００円 枠連： １５１，２１３，４００円

普通馬連： ８３７，２９９，０００円 馬単： ４６２，４５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７７，０４０，８００円

３連複： ９１４，０３９，５００円 ３連単： ２，３４２，９３３，０００円 計： ５，１６８，９７８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ８３０円 枠 連（２－６） ６３０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３，５７０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� １６，７８０円 ３ 連 単 ��� ６５，７４０円

票 数

単勝票数 計１２６４８７１ 的中 � ２４０４２８（２番人気）
複勝票数 計１５７５１５３ 的中 � ２４６５４１（２番人気）� ３６２２３９（１番人気）� ３４１０２（１１番人気）
枠連票数 計１５１２１３４ 的中 （２－６） １７８３５８（２番人気）
普通馬連票数 計８３７２９９０ 的中 �� ７５３２３９（１番人気）
馬単票数 計４６２４５０３ 的中 �� ２１５８７０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７７０４０８ 的中 �� １３８９６４（１番人気）�� １１２９４（４１番人気）�� １６３５０（３３番人気）
３連複票数 計９１４０３９５ 的中 ��� ４０２１２（５８番人気）
３連単票数 計２３４２９３３０ 的中 ��� ２６３０２（２０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３４．８―４７．４―５９．３―１：１１．１―１：２２．９―１：３４．４―１：４６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００６．９．３ 新潟１着

２００４．２．２４生 牡４鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート １３戦５勝 賞金 ２３１，５９９，０００円
〔制裁〕 ウイントリガー号の騎手浜中俊は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※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。



２００７１ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�

わ か と

若 戸 特 別
発走１６時１０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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４７ ウインスペンサー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５２０－ ２１：４６．９ １．６�

１１ カシノマイケル 牡５青鹿５７ 安藤 光彰柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６０＋ ２１：４７．０� ２７．３�
６１１ ハギノジョイフル �４鹿 ５７ 岩田 康誠安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８－ ４１：４７．１クビ ６．０�
２２ フミノウインダム 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太谷 二氏 西浦 勝一 門別 豊郷牧場 ４４８－ ４１：４７．２� ８．１�
３５ ド マ ー ニ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋２０１：４７．６２� ３９．２�
２３ アンテヴォルテ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 白老 ノーザンファーム ４２４＋ ４１：４８．０２� ５７．７	
７１２ マイネルアンサー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５２４＋１４１：４８．１� １４．３

８１４ レミーエンジェル 牝４栗 ５５ 大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ７０．５�
４６ アコニットライアン 牡３青鹿５４ 幸 英明渡辺 典六氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７０＋ ２１：４８．４２ ８３．１�
３４ エーシンダボーブイ 牡３鹿 ５４ 小牧 太平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４７０＋ ４１：４８．６１ １７．６
８１５ マルノパイオニア 牝４芦 ５５ 太宰 啓介穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４２２－ ２ 〃 アタマ １４．５�
７１３ カワキタラプラタ 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太川島 吉男氏 白井 寿昭 新冠 高瀬牧場 ４８４＋１６１：４９．６６ ４１．１�
６１０	 コトブキムーン 牝３鹿 ５２ 吉留 孝司古賀 博典氏 副島 義弘 浦河 福岡 光夫 ５１６＋ １１：４９．７クビ ９２．６�

（荒尾） （荒尾）

５９ 
 マルターズドラドラ �５芦 ５７ 畑端 省吾藤田 在子氏 吉田 直弘 米 Gallagher’s
Stud ４４２＋１４１：４９．８� ２５１．８�

５８ 
 シルクランサム 牡４黒鹿５７ 鮫島 克也有限会社シルク加用 正 豪 Tyreel Thor-
oughbreds ５０６＋２６１：５１．４１０ １０８．７�

（佐賀）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，６６２，３００円 複勝： ４７，４０５，８００円 枠連： ３４，４７９，９００円

普通馬連： １６９，７２４，６００円 馬単： １１３，６９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，９３９，２００円

３連複： １６１，６２３，０００円 ３連単： ４７０，２０３，６００円 計： １，０７１，７３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（１－４） ２，１００円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ２２０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １１，６００円

票 数

単勝票数 計 ３４６６２３ 的中 � １７１３０１（１番人気）
複勝票数 計 ４７４０５８ 的中 � １８９４７３（１番人気）� ２２１１３（７番人気）� ７３３３８（２番人気）
枠連票数 計 ３４４７９９ 的中 （１－４） １２１４９（８番人気）
普通馬連票数 計１６９７２４６ 的中 �� ６３００９（６番人気）
馬単票数 計１１３６９２５ 的中 �� ３５８４５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９９３９２ 的中 �� １５１５８（７番人気）�� ５６４２４（１番人気）�� ６６４７（１６番人気）
３連複票数 計１６１６２３０ 的中 ��� ４１７６９（７番人気）
３連単票数 計４７０２０３６ 的中 ��� ２９９１７（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．２―１２．０―１１．９―１１．７―１１．８―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．９―４７．９―５９．８―１：１１．５―１：２３．３―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインスペンサー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００６．１１．１９ 京都３着

２００４．４．１２生 牡４黒鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル １３戦３勝 賞金 ３４，１８４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクランサム号は，平成２０年９月３日まで平地競走に出走できない。
※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。



２００７２ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

ち く し

筑 紫 特 別
発走１６時５０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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１０ テーオーギャング 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三小笹 公也氏 松永 幹夫 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋ ８１：０８．１ ７．０�

４６ メ リ ッ サ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４８２＋１２１：０８．２� ４．３�
３４ シャウトライン 牡４青鹿５７ 浜中 俊林 順子氏 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４９６＋ ２１：０８．３� ４．７�
４７ ナリタスパーク 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 門別 長谷川牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ １７．９�
６１１� スターオブジャンプ 牡３青鹿５４ 真島 正徳光安 慎一氏 真島 元徳 平取 船越 伸也 ４７８－ ２１：０８．９３� ３９．５�

（佐賀） （佐賀）

５９ 	 ユーチャリス 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太 �グリーンファーム 藤岡 健一 米 Nobuo
Tsunoda ４９４± ０１：０９．０
 ２．９�

２２ カシノマイハート 牝４芦 ５５ 宇田登志夫柏木 務氏 須貝 彦三 新冠 オリエント牧場 ４５８－１０１：０９．１� ９８．６	
８１４ エクストラシチー 牡４鹿 ５７ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 門別 幾千世牧場 ４２８＋ ４ 〃 ハナ ６８．６

７１３ エーシンハウジンク 牡３栗 ５４ 芹沢 純一平井 宏承氏 野元 昭 様似 清水 誠一 ４３２± ０１：０９．２� ６２．１�
１１ ミスズアロハ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４７８＋ ８１：０９．４１� ６．１�
８１５ プリモタイム 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎グランド牧場 南井 克巳 静内 グランド牧場 ４４２± ０１：０９．８２� ８３．６�
５８ シゲルスペランツァ 牝３鹿 ５２ 中村 将之森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４３０± ０１：０９．９
 １１５．４�
３５ 	� セレスクラージュ 牡４栗 ５７ 和田 竜二岡 浩二氏 福永 甲 米

Lynch Bages, Peta-
luma Bloodstock &
Cobra Bloodstock

４４４＋１０１：１０．１１� １８０．４�
２３ � ティーエスオリジン 牝３黒鹿５２ 鮫島 克也 T.Sホースクラブ 手島 勝利 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４２６－ ８ 〃 アタマ １４３．８�
（佐賀） （佐賀）

７１２� ル ク シ オ ン 牡５鹿 ５７ 船曳 文士広尾レース� 平田 修 静内 石川牧場 ５３２＋ ４１：１０．８４ １１５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，５１６，１００円 複勝： ４２，６３３，３００円 枠連： ３４，５７４，４００円

普通馬連： １５１，５９９，７００円 馬単： １０６，５８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１０４，１００円

３連複： １５７，４７０，３００円 ３連単： ４７７，５０７，１００円 計： １，０４３，９９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－６） １，１６０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ５００円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� １５，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３５５１６１ 的中 � ４０３２３（５番人気）
複勝票数 計 ４２６３３３ 的中 � ５２９４４（４番人気）� ６７３２８（３番人気）� ６９７８３（２番人気）
枠連票数 計 ３４５７４４ 的中 （４－６） ２２０７７（７番人気）
普通馬連票数 計１５１５９９７ 的中 �� ６７００９（９番人気）
馬単票数 計１０６５８６２ 的中 �� ２０００９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１０４１ 的中 �� １３８５９（９番人気）�� １８９４１（７番人気）�� ２２１９９（４番人気）
３連複票数 計１５７４７０３ 的中 ��� ５２３６９（８番人気）
３連単票数 計４７７５０７１ 的中 ��� ２３２５６（５２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．０―１１．５―１１．５―１１．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーギャング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フ ア バ ー ジ デビュー ２００６．１２．２ 阪神３着

２００４．２．２７生 牡４黒鹿 母 カッティングエッジ 母母 メルドスポート １８戦２勝 賞金 ２６，１１６，０００円
※シゲルスペランツァ号は，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。



（２０小倉２）第６日 ８月３日（日曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９０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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３４，６２０，０００円
１，７１０，０００円
１０，３７０，０００円
２，４５０，０００円
２５，３００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，９９６，０００円
５，１４３，０００円
１，９１９，０００円

勝馬投票券売得金
３７３，６５７，４００円
４９４，８５５，０００円
３９９，８２１，５００円
１，７５２，３３０，３００円
１，１３７，７３９，４００円
４４１，４７７，８００円
１，９４７，８９２，０００円
４，７３３，９９６，８００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 １１，２８１，７７０，２００円

総入場人員 ２１，９８１名 （有料入場人員 ）




