
２１０６１ ８月２日 晴 良 （２１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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

６８ ドリームフォワード 牡２栗 ５４ 武 豊セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４３０－１０１：０９．７ ２．１�

４４ ケージーハナコ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 新冠 岩見牧場 ４４６－ ６１：０９．９１� １２．９�
５７ テイエムキバッド 牡２栗 ５４

５２ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４３６＋ ２ 〃 クビ １２１．８�
１１ クニサキロンチー 牝２黒鹿５４ 幸 英明國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４６４＋ ６１：１０．１１� １１４．７�
７１０ ベ ル エ ー ル 牝２黒鹿５４ 小牧 太村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 アサヒ牧場 ４６４＋ ６１：１０．４２ １６．１�
３３ チキリパンドラ 牝２栗 ５４ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４２６＋ ４ 〃 クビ ３９４．５�
４５ ポートサンダー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 新冠 パカパカ

ファーム ４３４± ０１：１０．８２� ６．６	
６９ カシノピストン 牡２芦 ５４ 金折 知則柏木 務氏 福永 甲 熊本 竹原 孝昭 ４４６－ ４ 〃 クビ ２８．８

８１２ ゼットセブン 牡２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ４９２－ ４１：１１．１２ ７．７�
８１３ カシノセバスチャン 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介柏木 務氏 田所 清広 鹿児島 柏木 務 ４５８± ０１：１２．２７ ２８９．２
７１１ ホーミングビート 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎門野 重雄氏 大根田裕之 宮崎 戸田 ゆり子 ４５４± ０１：１２．４１� １５４．１�
５６ ポールラッシュ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２２＋１０１：１２．５� ３．５�
２２ カシノスラッガー 牡２鹿 ５４ 鈴来 直人柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５８＋ ４１：１５．０大差 ２８３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，５６６，８００円 複勝： ２０，９６２，５００円 枠連： １１，８３５，０００円

普通馬連： ４０，３１４，２００円 馬単： ３５，７０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１６３，０００円

３連複： ５６，９８４，６００円 ３連単： １００，８４４，９００円 計： ２９７，３７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � １，６３０円 枠 連（４－６） ４７０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ２，８４０円 �� ６，０２０円

３ 連 複 ��� ２６，２７０円 ３ 連 単 ��� ７９，６００円

票 数

単勝票数 計 １４５６６８ 的中 � ５５８７１（１番人気）
複勝票数 計 ２０９６２５ 的中 � ５９４６０（１番人気）� １６５７２（５番人気）� ２３００（８番人気）
枠連票数 計 １１８３５０ 的中 （４－６） １８８４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０３１４２ 的中 �� １９２６１（６番人気）
馬単票数 計 ３５７０２９ 的中 �� １１６７３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１６３０ 的中 �� ７３７８（６番人気）�� １３５６（２２番人気）�� ６３０（３４番人気）
３連複票数 計 ５６９８４６ 的中 ��� １６０１（４７番人気）
３連単票数 計１００８４４９ 的中 ��� ９３５（１８６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１１．９―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４５．７―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームフォワード �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００９．７．１２ 福島４着

２００７．５．２４生 牡２栗 母 トライトップゴール 母母 ラドンナリリー ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノスラッガー号は，平成２１年９月２日まで平地競走に出走できない。
※カシノスラッガー号・カシノセバスチャン号・テイエムキバッド号・ホーミングビート号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみな
した。



２１０６２ ８月２日 晴 良 （２１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

１１ ベストブルーム 牡２鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５８－ ８１：５０．８ ８．６�

４６ マイネルゴルト 牡２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４４０－ ４１：５０．９� １０．５�

６１０ タイキエイワン 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲国分 恭介�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５２＋ ２１：５１．０クビ １５０．０�
６１１ ローザミスティカ 牝２栗 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４０８－ ４１：５１．１� ３５．３�
５８ ダイワバーバリアン 牡２鹿 ５４ 浜中 俊大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋ ４ 〃 ハナ １．８�
８１５ フライトハーン 牡２栗 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４８６± ０１：５１．３１� １１３．９	
３５ ファイブイーグル 牡２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ８１：５１．４� ３４．６

４７ タガノキャプテン 牡２栗 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６－ ８１：５１．５� ２１．４�
２２ パ キ ッ シ ュ 牝２黒鹿５４ 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ８１：５１．６� ５．０�
５９ マイネルアクア 牡２栗 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新ひだか 松本牧場 ４６０－ ２１：５１．８１� ２２１．７
７１３ クレスコサンデー 牡２青鹿５４ 福永 祐一堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７８＋ ８１：５２．１２ １０．１�
８１４ ドリームセーリング 牡２栗 ５４ 鮫島 良太セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ５６．５�
７１２	 ラヴアズギフト 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 音無 秀孝 米 Jiro Kono ４３０－ ６１：５２．２クビ １２９．４�
３４ スウィングダンス 牝２黒鹿５４ 角田 晃一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４１０＋１０１：５２．４１� ４３．２�
２３ カシノアベベ 牡２鹿 ５４ 鈴来 直人柏木 務氏 天間 昭一 浦河 福岡 光夫 ４３６－１６１：５３．２５ ４５４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，５２６，８００円 複勝： ３４，８０４，４００円 枠連： １１，５７９，０００円

普通馬連： ４１，７０３，１００円 馬単： ３９，０６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，００９，０００円

３連複： ５８，６４６，２００円 ３連単： １０７，３９０，０００円 計： ３２９，７２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３７０円 � ３７０円 � ５，３７０円 枠 連（１－４） ３，３４０円

普通馬連 �� ３，８４０円 馬 単 �� ９，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １２，６００円 �� １６，８００円

３ 連 複 ��� １９１，５１０円 ３ 連 単 ��� ９９０，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７５２６８ 的中 � １６１４１（３番人気）
複勝票数 計 ３４８０４４ 的中 � ２６８３７（４番人気）� ２７０２０（３番人気）� １４７１（１４番人気）
枠連票数 計 １１５７９０ 的中 （１－４） ２５６０（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４１７０３１ 的中 �� ８０２３（１１番人気）
馬単票数 計 ３９０６７４ 的中 �� ３１８２（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９００９０ 的中 �� ５１９７（９番人気）�� ３６２（５４番人気）�� ２７１（６１番人気）
３連複票数 計 ５８６４６２ 的中 ��� ２２６（１７１番人気）
３連単票数 計１０７３９００ 的中 ��� ８０（８２９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１３．１―１３．２―１３．０―１２．０―１２．０―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．４―５０．６―１：０３．６―１：１５．６―１：２７．６―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストブルーム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．６．２７ 阪神４着

２００７．３．２６生 牡２鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 タガノキャプテン号は，発走地点で左前肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。発走時刻６分遅延。



２１０６３ ８月２日 晴 良 （２１小倉２）第６日 第３競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ キンショーノボス 牡３栗 ５６ 和田 竜二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 雅明 ４６８－ ８ ５８．９ ３．０�

８１４ ドンスピリタス �３黒鹿５６ 福永 祐一山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５０８＋ ２ ５９．９６ １１．５�
４６ ヤマノマリンブルー 牡３黒鹿５６ 幸 英明山泉 恵宥氏 長浜 博之 日高 天羽 禮治 ５２４－ ２１：００．６４ ６．０�
４５ ニシノオルティア 牝３鹿 ５４ 小牧 太西山 茂行氏 岡田 稲男 鵡川 西山牧場 ４５８＋１６１：００．７� １４２．８�
１１ モ ア 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４４４＋ ２１：００．８� １１．１�
７１２ パープルガルチ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦中野 銀十氏 大橋 勇樹 新冠 清水 克則 ４３６－ ４１：００．９� ７１．２�
６９ マックスハナレイ 牡３栗 ５６ 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５１６ ― 〃 クビ ４４．５	
３３ マチカネチハヤ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太細川 益男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５３２± ０ 〃 アタマ ４．９

２２ キーオーカン 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 ４６２＋ ４１：０１．０クビ ３７９．０�
７１１ シゲルアソサン 牡３黒鹿５６ 角田 晃一森中 蕃氏 松永 幹夫 三石 川端牧場 ５１２＋ ２１：０１．１� ９．５�
８１３ ピサノヴァロン 牡３鹿 ５６ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新冠 松浦牧場 ４４４－ ６１：０１．４１� ５．３
３４ コロナドズベイビー 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智飯田総一郎氏 梅内 忍 日高 千葉飯田牧場 ４７８ ―１：０３．６大差 ２３７．２�
５８ スリーベアケープ 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４２６ ―１：０３．７クビ ２３６．４�
６１０ アドマイヤデジタル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 静内 坂本 春雄 ５１２ ―１：０３．８� ５５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２１４，９００円 複勝： ２４，６８０，７００円 枠連： １３，４６８，９００円

普通馬連： ４１，７０６，０００円 馬単： ３３，６６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５２７，０００円

３連複： ５７，６３７，８００円 ３連単： ８６，３９０，３００円 計： ２９１，２８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � １７０円 枠 連（５－８） ４１０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ３６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� １５，８２０円

票 数

単勝票数 計 １７２１４９ 的中 � ４６６９５（１番人気）
複勝票数 計 ２４６８０７ 的中 � ４７４７５（１番人気）� １８５４４（７番人気）� ４０６０３（３番人気）
枠連票数 計 １３４６８９ 的中 （５－８） ２４５０１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１７０６０ 的中 �� １７８５７（８番人気）
馬単票数 計 ３３６６３０ 的中 �� １００２８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５２７０ 的中 �� ５７１７（１０番人気）�� １２２３０（１番人気）�� ５０８５（１２番人気）
３連複票数 計 ５７６３７８ 的中 ��� １４９２７（９番人気）
３連単票数 計 ８６３９０３ 的中 ��� ４０３２（４３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンショーノボス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．１１．９ 京都３着

２００６．４．２生 牡３栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 ニシノオルティア号の調教師岡田稲男は，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。

パープルガルチ号の騎手渡辺薫彦は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（１１番・１０番への進路影響）
〔その他〕 アドマイヤデジタル号は，発走直後に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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コロナドズベイビー号・スリーベアケープ号は，平成２１年９月２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。
（非抽選馬） ４頭 エリモフリーダム号・エリモリーガル号・ホクザンフリーダム号・メイショウストルケ号



２１０６４ ８月２日 曇 良 （２１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

５１０ ロードヴィオレット 牡２青鹿５４ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ５１４ ―１：５０．８ １．５�

８１６ チャームドライフ 牡２黒鹿５４ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４５０ ―１：５０．９� １４．９�

４８ コウユーユメダンス 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲国分 恭介加治屋康雄氏 領家 政蔵 新ひだか 前川 正美 ４２６ ―１：５１．２１� ４１．５�

７１４ マイネルトレース 牡２栗 ５４
５１ ▲松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４２ ―１：５１．３� ７２．７�
３６ � エイシンアポロン 牡２栗 ５４ 小牧 太平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-

let Syndicate ４９０ ―１：５１．６１� ２０．４�
１２ ロ ー ゲ 牡２鹿 ５４ 安藤 光彰門野 重雄氏 大根田裕之 新冠 村上 雅規 ５１６ ― 〃 クビ ２４．４�
８１５ テーオーケンシン 牡２黒鹿５４ 福永 祐一小笹 公也氏 笹田 和秀 浦河 谷口牧場 B４５８ ―１：５１．７� ２９．５	
６１２ スペシャルイモン 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４７２ ―１：５２．２３ ２４３．６

３５ テーオージャングル 牡２鹿 ５４ 角田 晃一小笹 公也氏 松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４８０ ―１：５２．６２� ３６．２�
６１１ ヒシボールドウィン 牡２芦 ５４ 石橋 守阿部雅一郎氏 佐山 優 日高 若林 武雄 ４３６ ―１：５２．８１ １２５．１�
２４ テイエムフジスター 牡２黒鹿５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高大洋牧場 ４６６ ―１：５３．０１	 ５９．８
７１３ テンシノカフェ 牡２鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 日高 千葉飯田牧場 ４６０ ―１：５３．２１	 ５５．２�
４７ タッチマイハート 牡２黒鹿５４ 幸 英明武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４９６ ―１：５４．２６ １１．５�
２３ ギャラクシー 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 ４５８ ―１：５４．６２� ２０．１�
１１ サンレイラヴ 牡２鹿 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 浦河 竹内 英雄 ４９４ ―２：０３．６大差 ７２．６�
５９ ペガサスマーチ 牡２栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 北陽ファーム ４８４ ― （競走中止） ７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１８５，３００円 複勝： ２４，５７２，４００円 枠連： １７，１８８，５００円

普通馬連： ４１，５７４，０００円 馬単： ４１，５５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６４１，２００円

３連複： ６０，０９５，７００円 ３連単： １０５，３６５，５００円 計： ３２９，１７３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ５３０円 枠 連（５－８） ４７０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ８７０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� ７，８９０円 ３ 連 単 ��� １９，１００円

票 数

単勝票数 計 ２０１８５３ 的中 � １０６５０９（１番人気）
複勝票数 計 ２４５７２４ 的中 � ９７３７６（１番人気）� １６０１１（５番人気）� ７６８５（９番人気）
枠連票数 計 １７１８８５ 的中 （５－８） ２７５５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１５７４０ 的中 �� ３１９６８（３番人気）
馬単票数 計 ４１５５０９ 的中 �� ２６２７２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６４１２ 的中 �� １００５９（３番人気）�� ５２６８（８番人気）�� １３５３（３２番人気）
３連複票数 計 ６００９５７ 的中 ��� ５６２６（２５番人気）
３連単票数 計１０５３６５５ 的中 ��� ４０７２（４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．８―１３．３―１２．８―１２．０―１２．０―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３６．１―４９．４―１：０２．２―１：１４．２―１：２６．２―１：３８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードヴィオレット �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Wild Again 初出走

２００７．３．２４生 牡２青鹿 母 アンビナウン 母母 Rose Park １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ペガサスマーチ号は，４コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ペガサスマーチ号の騎手浜中俊は，４コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金５０，０００円。（５番・１３番・４番・

３番・６番・１１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンレイラヴ号は，平成２１年９月２日まで平地競走に出走できない。



２１０６５ ８月２日 曇 良 （２１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）

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
１：４１．７

不良

不良

４７ ホッコーフクヒメ 牝３芦 ５４ 石橋 守矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４５０＋ ２１：４７．２ １４．３�

３６ テイエムミチシオ 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ４２２＋ ２１：４８．２６ ４．０�
７１３ コウエイテンプウ 牝３鹿 ５４ 武 豊西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４７２＋ ４１：４８．４１ ２．０�
５１０ スズカスコール 牝３栗 ５４ 川田 将雅永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ２６．２�
４８ カバードブリッジ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２４＋ ２１：４８．６１� ２４．２�
２４ デ ル バ ー ル 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平吉田 修氏 坪 憲章 三石 タガミファーム ４２６－ ４１：４８．９１� ２１．７�
５９ スルージエアー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 	サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：４９．１１� ６．１

２３ ベ ル フ ァ ム 牝３栗 ５４ 高野 容輔 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４１８＋ ８１：４９．３１� ９８．８�
６１１ テラノチャンス 牝３青鹿５４ 中村 将之寺田 寿男氏 清水 出美 平取 坂東牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ３８１．４�
７１４ レ テ ィ セ ラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太 	キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ３９２－ ８ 〃 ハナ ４０．６
６１２ オールブランニュー 牝３黒鹿５４ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４６２－ ８１：４９．７２� ５２．６�
８１６ トレモリノス 牝３鹿 ５４ 幸 英明 	社台レースホース清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ６１：５０．２３ ２３７．５�
８１５ スリーマイゲラン 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ １２．９�
１１ ジャコハッチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 恭介晴間 初栄氏 庄野 靖志 新冠 武田 修一 ４６８＋１０１：５０．６２� ３３３．９�
１２ スリータービン 牝３栗 ５４ 赤木高太郎永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４４６± ０１：５２．０９ ３４９．２�
３５ カンタトリーチェ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太 	社台レースホース羽月 友彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０１：５２．１� ２９１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３２６，６００円 複勝： ２５，７０３，０００円 枠連： １３，９２７，１００円

普通馬連： ４９，８１０，３００円 馬単： ３６，８０６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９７６，０００円

３連複： ６２，１５４，８００円 ３連単： １０５，７９１，０００円 計： ３３０，４９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（３－４） ２，２４０円

普通馬連 �� ４，８９０円 馬 単 �� ８，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ４８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� ２２，８３０円

票 数

単勝票数 計 １７３２６６ 的中 � ９６０８（５番人気）
複勝票数 計 ２５７０３０ 的中 � １８１９１（４番人気）� ４０４１９（２番人気）� ８７９６２（１番人気）
枠連票数 計 １３９２７１ 的中 （３－４） ４６０７（８番人気）
普通馬連票数 計 ４９８１０３ 的中 �� ７５１９（１４番人気）
馬単票数 計 ３６８０６３ 的中 �� ３２２０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９７６０ 的中 �� ４２０９（１２番人気）�� ９２１５（３番人気）�� ２７３４１（１番人気）
３連複票数 計 ６２１５４８ 的中 ��� ２５２３６（３番人気）
３連単票数 計１０５７９１０ 的中 ��� ３４２１（６５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１１．９―１３．７―１３．２―１２．４―１２．６―１２．６―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．７―４３．４―５６．６―１：０９．０―１：２１．６―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーフクヒメ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００８．１０．１８ 京都７着

２００６．４．２２生 牝３芦 母 ホッコーシャープ 母母 ネスカベローザ １４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔騎手変更〕 コウエイテンプウ号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬による検査のため武豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プラセンティア号
（非抽選馬） １頭 ハナゴロモ号



２１０６６ ８月２日 曇 良 （２１小倉２）第６日 第６競走 ��
��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１４ タクティクス 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２２：０１．６ １．７�

１２ シ ュ ン リ キ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４８０＋ ４ 〃 クビ ６．７�
５１０ ザバトルクラシック 牡３鹿 ５６ 小牧 太宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 日高大洋牧場 ４７４－ ８２：０１．７クビ ６７．３�
８１８ ドロップミアライン 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０± ０２：０１．９１ ６．３�
２３ ナリタテイオー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４５２＋ ２２：０２．１１ ６５．２�
７１３ トレノソルーテ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智廣崎 利洋氏 坂口 正大 新冠 川上牧場 ５１０＋ ４２：０２．２� ４８．４	
６１２ マイネエアリー 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ２２：０２．５２ ２２．６


４７ ア ル ビ ナ ス 牝３青鹿５４ 石橋 守水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４８０＋ ６２：０２．７１� ４１．８�
７１５ ユ ウ リ ョ ク 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�アイテツ 田中 章博 安平 �橋本牧場 ４４２＋ ２２：０２．９１� ９．８�
３６ テイエムイタンジ 牡３栗 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 三石 本桐牧場 ５０６－ ４２：０３．１１	 ２３．３
２４ ヒシピラルクー 牡３青鹿５６ 田中 克典阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５１０＋ ２２：０３．４２ ６０．１�
３５ ディアチェンジ 牡３青鹿５６ 太宰 啓介寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５２４＋ ４２：０３．７１� １７６．９�
５９ ゴールドピアース 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４３４＋ ２ 〃 クビ ２５５．７�
１１ イラクリオン 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 �キャロットファーム 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４７０＋１４２：０３．８� １７０．０�
８１７ スペースオーバー 牡３鹿 ５６ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４５２± ０２：０４．２２	 ５８．２�
８１６ サマニレディー 牝３鹿 ５４ 荻野 要�ターフ・スポート境 直行 様似 小田牧場 ４６２＋ ８２：０４．４１	 ３７２．０�
４８ ア ウ ト 牝３鹿 ５４ 高橋 亮辻 俊夫氏 高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４６０－ ６２：０４．５	 ３３６．４�
６１１ ネヴァオバマ 牡３芦 ５６ 鮫島 良太�ティーエイチ 藤原 英昭 新冠 川上 悦夫 ５０６ ―２：０４．８１� ６２．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，５３２，４００円 複勝： ３３，８６５，３００円 枠連： １７，３６６，４００円

普通馬連： ５２，０３１，３００円 馬単： ４４，６２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８７６，８００円

３連複： ６８，７９８，５００円 ３連単： １３４，１４３，６００円 計： ３９１，２４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ７２０円 枠 連（１－７） ５５０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，０６０円 �� ３，２３０円

３ 連 複 ��� ６，５８０円 ３ 連 単 ��� １８，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２０５３２４ 的中 � １００６４７（１番人気）
複勝票数 計 ３３８６５３ 的中 � １７３５７８（１番人気）� ３０４６６（４番人気）� ５８１７（１０番人気）
枠連票数 計 １７３６６４ 的中 （１－７） ２３５１０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２０３１３ 的中 �� ６９６６８（３番人気）
馬単票数 計 ４４６２７５ 的中 �� ３７５７８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８７６８ 的中 �� １６２７２（３番人気）�� ４４４６（１１番人気）�� １３８１（３１番人気）
３連複票数 計 ６８７９８５ 的中 ��� ７７２２（２３番人気）
３連単票数 計１３４１４３６ 的中 ��� ５３５５（４９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１３．０―１２．４―１２．４―１２．３―１２．２―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３４．８―４７．８―１：００．２―１：１２．６―１：２４．９―１：３７．１―１：４９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タクティクス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．１ 京都５着

２００６．４．１３生 牡３栗 母 グレースアドマイヤ 母母 バレークイーン ８戦１勝 賞金 １１，７５０，０００円
〔騎手変更〕 アルビナス号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬負傷のため石橋守に変更。



２１０６７ ８月２日 曇 良 （２１小倉２）第６日 第７競走 ��１，２００�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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１２ ディアエンデバー 牡３黒鹿５６ 武 豊寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：０８．９ ２．１�

５９ バンブーレアル 牡３栗 ５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 B４６０－ ６１：０９．２１� ２５．３�
３６ フラワーウィンド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平川島 吉男氏 平田 修 三石 下屋敷牧場 ４５４＋１０１：０９．４１� ９．２�
７１５ リ デ ィ ッ ク 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４５６± ０１：０９．５� ５．６�
４８ サイキョウアサカゼ 牡３栗 ５６ 福永 祐一奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２４＋ ６ 〃 クビ ４．１�
８１８ ヴ ォ ー グ �３芦 ５６ 幸 英明小林 久義氏 大根田裕之 浦河 市川フアーム B４６８－ ６１：０９．６� ２９．５�
６１１ コーヒーゼリー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ １０．０	
８１７ オードリーアン 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 恭介辰己 岩夫氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：０９．８１� ９０．６

４７ マジカルワンコイン 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智吉岡 泰治氏 高橋 隆 三石 田上 幸雄 ４４８＋ ６１：０９．９� ２３６．９�
７１４ リバーポンキー 牝３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 様似 林 時春 ４４０± ０１：１０．２２ ２３６．２�
３５ ドリームポケット �３鹿 ５６ 太宰 啓介平井 裕氏 坂口 正則 浦河 向別牧場 ４３６－１２１：１０．６２� ３８８．４
５１０ シゲルオオミネサン 牡３栗 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８０ ―１：１１．０２� ２３４．６�
８１６ レモネードバンブー 牝３栗 ５４ 角田 晃一�バンブー牧場 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ３５７．５�
２３ バイオレットコイン 牝３栗 ５４ 赤木高太郎中野 銀十氏 大橋 勇樹 浦河 鵜木 唯義 ４２８－ １ 〃 アタマ ２５９．４�
１１ フジノプリンス 牡３黒鹿５６ 柄崎 将寿藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４５２－ ４１：１１．３１� ３１２．１�
６１２ バサラキング 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志高浪 宣昭氏 鹿戸 明 日高 藤本 直弘 ４４０－ ８１：１１．５１ ５０２．３�
７１３ サンレイクエスト 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田 猛 ５２２± ０１：１１．７１� ４５１．６�
２４ トーコータカシ 牡３芦 ５６

５４ △田中 健森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 水上 習孝 B４７４＋ ４１：１１．８� ４６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，１７８，８００円 複勝： ２８，９１２，２００円 枠連： １６，８３５，２００円

普通馬連： ５９，６６２，８００円 馬単： ４７，１５０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２７７，６００円

３連複： ７３，９２５，４００円 ３連単： １４５，３７７，０００円 計： ４１５，３１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １５０円 � ４００円 � ２７０円 枠 連（１－５） １，９８０円

普通馬連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ５３０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ５，６００円 ３ 連 単 ��� ２４，０００円

票 数

単勝票数 計 ２２１７８８ 的中 � ８６７６６（１番人気）
複勝票数 計 ２８９１２２ 的中 � ７２０８２（１番人気）� １５１８１（６番人気）� ２５５１０（５番人気）
枠連票数 計 １６８３５２ 的中 （１－５） ６２７６（８番人気）
普通馬連票数 計 ５９６６２８ 的中 �� ２０４３２（８番人気）
馬単票数 計 ４７１５０７ 的中 �� １３５７５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２７７６ 的中 �� ６０２５（１１番人気）�� １０５２０（４番人気）�� ２５３４（２１番人気）
３連複票数 計 ７３９２５４ 的中 ��� ９７５２（１９番人気）
３連単票数 計１４５３７７０ 的中 ��� ４４７２（７３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．０―１１．９―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．３―４５．２―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアエンデバー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００９．６．２８ 阪神２着

２００６．２．１生 牡３黒鹿 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル ３戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔騎手変更〕 サイキョウアサカゼ号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
〔発走状況〕 フジノプリンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



２１０６８ ８月２日 曇 良 （２１小倉２）第６日 第８競走 ��
��２，０００�

わ か と

若 戸 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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３５ ウォーターセレネ 牝４栃栗５５ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４１０－ ４１：５９．８ ５．２�

８１６ プルシアンオリーブ 牡３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８ 〃 アタマ ４．７�
３６ マイネルアテッサ 牡４芦 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 三石 沖田 博志 ４９４－ ２２：００．０１� ５．６�
８１５ タマモランニング �４黒鹿５７ 中村 将之タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４８４＋１０２：００．１� ７２．１�
１１ ロ ザ リ オ 牡４鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４６＋１０２：００．３１	 ３．２�
４７ シゲルアンビシャス 牡４栗 ５７ 太宰 啓介森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４８４－ ２２：００．４� ３５．２	
７１４ メイショウリバー 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６０＋ ６２：００．５クビ １５．２

５１０ ウインボールド 牡５鹿 ５７ 幸 英明�ウイン 山内 研二 静内 静内白井牧場 ５１０＋ ８ 〃 アタマ ３９．０�
６１２ ダディーズウォーズ 牡３黒鹿５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０２：００．６� １７．０�
２３ ラムタムタガー 牡３黒鹿５４ 藤岡 康太 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８２：００．８１� １１．３
６１１
 サクラエクシード 牡４栗 ５７ 小牧 太�さくらコマース牧浦 充徳 静内 新和牧場 ５０２－ ４２：０１．０１ ４２．５�
１２ 
 オーミメリッサ 牝５青 ５５ 渡辺 薫彦岩� 僖澄氏 田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４４８＋ ２２：０１．４２� ２４４．７�
２４ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４８４＋ ８ 〃 クビ ２２２．９�
７１３� クロチェーラ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５１６＋３２２：０１．５クビ ２４．５�
５９ 
 マッキーサマンサ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 新冠 セントラルスタツド ４５０－ ２２：０２．３５ ２６３．１�
４８ � ドリームストライド 牡４鹿 ５７ 高田 潤セゾンレースホース� 飯田 雄三 英 Cheveley Park

Stud Ltd ５０２＋ ６２：０２．９３� １２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７０６，６００円 複勝： ３８，６３４，４００円 枠連： ２６，８１４，２００円

普通馬連： ９１，４９０，４００円 馬単： ６１，０４２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４４１，８００円

３連複： １１２，８４１，７００円 ３連単： ２０５，８１４，６００円 計： ５９０，７８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（３－８） ７５０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ５１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� ２０，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２５７０６６ 的中 � ３９１５８（３番人気）
複勝票数 計 ３８６３４４ 的中 � ５４６６４（３番人気）� ４５２３１（４番人気）� ６２９９７（２番人気）
枠連票数 計 ２６８１４２ 的中 （３－８） ２６５０２（３番人気）
普通馬連票数 計 ９１４９０４ 的中 �� ３２４２９（１０番人気）
馬単票数 計 ６１０４２７ 的中 �� １３２４１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４４１８ 的中 �� １０１０２（６番人気）�� １４２５９（４番人気）�� １０６３１（５番人気）
３連複票数 計１１２８４１７ 的中 ��� ２９１０４（４番人気）
３連単票数 計２０５８１４６ 的中 ��� ７５４０（４５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１１．５―１２．１―１２．２―１２．２―１２．２―１１．６―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．４―３４．９―４７．０―５９．２―１：１１．４―１：２３．６―１：３５．２―１：４７．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターセレネ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００７．９．１７ 阪神４着

２００５．４．２１生 牝４栃栗 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー ２０戦３勝 賞金 ３４，６０５，０００円
〔騎手変更〕 ラムタムタガー号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。



２１０６９ ８月２日 曇 良 （２１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００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 プロフェッショナル 牡４青 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２－ ８１：４５．７ １．４�

６１１ チャームナデシコ 牝４鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ １５．２�
５９ メイショウゴルゴ 牡５栗 ５７ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５２８＋ ４１：４５．９１ １５．４�
４８ ライジングバイオ 牡４鹿 ５７ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４６４＋ ４１：４６．１１� ７．０�
３５ ケージームサシ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 B４９０－ ２１：４６．５２� １１４．１�
２３ ヴォレハクユウ 牡４鹿 ５７ 角田 晃一伊藤 博文氏 村山 明 三石 沖田 忠幸 ４９２－ ４１：４６．７１� ９．２�
１２ オースミマーシャル 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋１２１：４６．９１� １８１．２	

８１６ フレアキャスケード 牝６鹿 ５５ 飯田 祐史伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ２１７．０

（７９７４）

１１ 	 ニッシンテースト 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦星野 清
氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５５０＋ ２１：４７．２１� ２３９．３�
８１５ サーユウジーン 牡６鹿 ５７ 国分 恭介橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８６± ０１：４７．３� ５２２．６�
３６ ナムラマハラジャ 牡５栗 ５７ 太宰 啓介奈村 信重氏 村山 明 新冠 つつみ牧場 ４９２＋ ８ 〃 アタマ ３５．３
７１３ ゼットコマンダー 牡６黒鹿５７ 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４７０－ ２１：４７．４クビ １１２．５�
２４ � エーシンクールディ 牝３芦 ５２ 熊沢 重文�栄進堂 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ５０２＋１２１：４７．７２ １７．１�
４７ ハギノプレシャス ７黒鹿５７ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４７４＋ ６１：４７．８クビ ５８．９�
７１４ フェスティヴマロン 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７６＋ ６１：４８．４３� ２４２．２�
５１０	 グローリーソング 牡５栗 ５７ 北沢 伸也井門 敏雄氏 小原伊佐美 門別 坂 牧場 ４７４－ ４１：４９．２５ ６９０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，００８，２００円 複勝： ９４，５５５，４００円 枠連： ２８，４１９，８００円

普通馬連： １２４，４５７，１００円 馬単： ９９，０４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１３９，９００円

３連複： １３９，６０９，９００円 ３連単： ３５９，７９９，４００円 計： ９１８，０３２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � ２６０円 枠 連（６－６） ７７０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ３６０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 ��� ５，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３６００８２ 的中 � ２１０１７０（１番人気）
複勝票数 計 ９４５５５４ 的中 � ６９１２６４（１番人気）� ２９９２１（５番人気）� ３４９６３（４番人気）
枠連票数 計 ２８４１９８ 的中 （６－６） ２７５４０（４番人気）
普通馬連票数 計１２４４５７１ 的中 �� １１９２６５（４番人気）
馬単票数 計 ９９０４２５ 的中 �� ８１０８６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１３９９ 的中 �� ２８６０２（３番人気）�� ２６３７０（４番人気）�� ６３８４（１５番人気）
３連複票数 計１３９６０９９ 的中 ��� ５０３５３（７番人気）
３連単票数 計３５９７９９４ 的中 ��� ４７４０６（１４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．６―１３．０―１２．７―１２．３―１２．７―１２．７―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．５―４２．５―５５．２―１：０７．５―１：２０．２―１：３２．９

コーナー
通過順位

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

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

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４青 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド １５戦４勝 賞金 ６２，９５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 フェスティヴマロン号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬負傷のため赤木高太郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジェントルフォーク号
（非抽選馬） ２頭 オシャレキング号・ベストオブミー号



２１０７０ ８月２日 晴 良 （２１小倉２）第６日 第１０競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４５回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，２０．８．２以降２１．７．２６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 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００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

３５ � ダンスアジョイ 牡８黒鹿５５ 角田 晃一加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５１６＋ ４１：５８．３ ６４．７�

５９ ホッコーパドゥシャ 牡７黒鹿５６ 武 豊矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４８２± ０ 〃 ハナ ４．２�
７１４ クラウンプリンセス 牝５鹿 ５３ 太宰 啓介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４－ ４ 〃 クビ ２０．７�
７１３ エーティーボス 牡５鹿 ５４ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４８８＋ ６ 〃 ハナ ２７．３�
２４ エリモハリアー �９鹿 ５７ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５４＋１０１：５８．４クビ ９９．３�
６１１ マイネレーツェル 牝４鹿 ５４ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１２－ ６ 〃 ハナ １２．０�
３６ シルバーブレイズ 牡５鹿 ５４ 小牧 太 	社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２ 〃 クビ ２８．８

４７ マストビートゥルー 牡６栗 ５５ 鮫島 良太	信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４７２＋ ４１：５８．５� １３．７�
８１８ ダイシンプラン 牡４栗 ５５ 藤岡 康太大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２＋ ２ 〃 クビ ４．７�
７１５ アンノルーチェ 牡４鹿 ５３ 松山 弘平	ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ２０．１
４８ ハギノジョイフル �５鹿 ５２ 中村 将之安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６２＋ ８１：５８．６クビ ６１．８�
１２ トウカイルナ 牝７青鹿５１ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４３２＋ ６ 〃 クビ ５３．３�
８１７ ダイシングロウ 牡５黒鹿５５ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１０＋ ６１：５８．７	 １０．５�
２３ ニルヴァーナ 牡６鹿 ５６ 熊沢 重文 	社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８６＋ ４１：５９．０１	 ３８．８�
１１ チョウサンデイ 牡４鹿 ５４ 赤木高太郎丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４８２－１４ 〃 クビ ４０．７�
５１０ テイエムアンコール 牡５芦 ５５ 石橋 守竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ６．５�
８１６ ドリームフライト 牡５栗 ５２ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ８２：００．７大差 １５５．９�
６１２ コスモプラチナ 牝６鹿 ５４ 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４３４＋１０２：０５．６大差 ８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３２，６３８，０００円 複勝： １８８，０５７，１００円 枠連： ２０３，７２４，８００円

普通馬連： ８１４，１５５，３００円 馬単： ３９３，３１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９５，５９５，６００円

３連複： １，０６５，８０１，０００円 ３連単： ２，０８０，２９９，９００円 計： ５，０７３，５８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４７０円 複 勝 � １，３６０円 � １９０円 � ６１０円 枠 連（３－５） ３，２９０円

普通馬連 �� ２３，０３０円 馬 単 �� ５９，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，３００円 �� １６，２７０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� １３０，７１０円 ３ 連 単 ��� ９７８，５００円

票 数

単勝票数 計１３２６３８０ 的中 � １６１７５（１６番人気）
複勝票数 計１８８０５７１ 的中 � ２９８４８（１６番人気）� ３５０１９８（１番人気）� ７２２５４（９番人気）
枠連票数 計２０３７２４８ 的中 （３－５） ４５８２３（１１番人気）
普通馬連票数 計８１４１５５３ 的中 �� ２６０９８（７１番人気）
馬単票数 計３９３３１２８ 的中 �� ４８３９（１６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９５５９５６ 的中 �� ９０３５（６６番人気）�� ２９１１（１２３番人気）�� ２７８８３（１８番人気）
３連複票数 計１０６５８０１０ 的中 ��� ６０１８（３３４番人気）
３連単票数 計２０８０２９９９ 的中 ��� １５６９（２０８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１２．４―１２．１―１１．６―１１．７―１１．６―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．７―４７．１―５９．２―１：１０．８―１：２２．５―１：３４．１―１：４５．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ダンスアジョイ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００１．４．１２生 牡８黒鹿 母 ナイルスター 母母 ハ ル ツ ー ム ３６戦５勝 賞金 １７４，６７６，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 テイエムアンコール号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬負傷のため石橋守に変更。
〔その他〕 コスモプラチナ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※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 ケンブリッジレーザ号・スマートギア号・ホーマンファラオ号



２１０７１ ８月２日 晴 良 （２１小倉２）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�

ち く し

筑 紫 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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４７ エーシンビーセルズ 牡３黒鹿５４ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４６８＋ ２１：０８．４ ４．５�

３５ ザ ザ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７２＋ ２１：０８．５� １９．１�
７１５� ロックオブサリサ 牝４鹿 ５５ 武 豊斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４４６＋１６１：０８．９２� ２．２�
８１７ マイネルプルート 牡５黒鹿５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７０＋ ４１：０９．０� １０．２�
８１８ マッキービーナス 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４１８± ０ 〃 アタマ １２．０�
４８ 	 メイショウシオギリ 牝５鹿 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２６－ ２１：０９．１クビ １７．０�
３６ ランスロットル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 B５７０＋ ６ 〃 クビ ６．２	
６１１ エーティードン 牡４鹿 ５７ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 門別 法理牧場 ４８２± ０１：０９．６３ １１８．４

２４ クリノダイシス 牡４鹿 ５７ 高橋 亮栗本 博晴氏 荒川 義之 鹿児島 徳重 正幸 ４７２＋１８１：０９．７クビ １０３．２�
２３ 	 パブリッシャー 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太吉田 千津氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５８＋１６１：０９．８
 １４９．９�
７１４ ミューズマジック 牝４青鹿５５ 角田 晃一 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４３４－１６１：１０．０１ ４５．９
５９ � アンジェラスキッス 牝５栗 ５５ 幸 英明 �フジワラ・ファーム 本田 優 米 Payson

Stud Inc ４７０－ ６１：１０．４２� １１３．４�
５１０	 ウォータールフラン 牝４栗 ５５ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４４８＋１８ 〃 ハナ ２８７．９�
１１ 	 マイアイビギニング 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎MYI馬主組合 福永 甲 静内 へいはた牧場 ４９８－ ６１：１０．５クビ １７２．７�
１２ シロキタカーニバル 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦小西 和子氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４５０＋ ６１：１０．６
 ５１．２�
６１２ カシノリボン 牝４栗 ５５ 野元 昭嘉柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ２４．５�
７１３	 ブラボーデイ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４３６＋ ６１：１０．８１� ２９０．３�
８１６	 バードダムール 牝４青鹿５５ 鈴来 直人柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中央牧場 ４３８＋ ２１：１１．２２� ３７４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，８２８，１００円 複勝： ３８，０８０，８００円 枠連： ３５，０９４，３００円

普通馬連： １３５，４６６，６００円 馬単： ７７，１９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４９４，４００円

３連複： １４２，６１２，１００円 ３連単： ３０３，４７１，２００円 計： ７９６，２４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � ３９０円 � １３０円 枠 連（３－４） ８８０円

普通馬連 �� ５，０１０円 馬 単 �� ８，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ３００円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� ３８，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３０８２８１ 的中 � ５４７６４（２番人気）
複勝票数 計 ３８０８０８ 的中 � ６１２３９（２番人気）� １８０６７（７番人気）� １００４９８（１番人気）
枠連票数 計 ３５０９４３ 的中 （３－４） ２９５２７（５番人気）
普通馬連票数 計１３５４６６６ 的中 �� １９９６１（２０番人気）
馬単票数 計 ７７１９５５ 的中 �� ６３４７（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４９４４ 的中 �� ７２９１（１４番人気）�� ３１２８９（１番人気）�� ８７２３（１０番人気）
３連複票数 計１４２６１２１ 的中 ��� ２２４３７（１４番人気）
３連単票数 計３０３４７１２ 的中 ��� ５８６０（１０９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．０―１１．５―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．６―４５．１―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビーセルズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．９．２８ 阪神３着

２００６．４．３生 牡３黒鹿 母 エイシンカトリーヌ 母母 ヒ ダ ク ロ ス １２戦２勝 賞金 ２６，６３３，０００円
〔騎手変更〕 マイネルプルート号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハートランドノリカ号



２１０７２ ８月２日 晴 良 （２１小倉２）第６日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時５０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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３５ メイショウイッキ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４７２± ０１：４６．２ １．８�

７１３ ローザレーヌ 牝３青鹿５２ 福永 祐一西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４２＋１２１：４６．３� １３．４�
３６ オメガクエスト 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦原 �子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６８－ ６１：４６．９３� ３０．４�
５９ エプソムスタウト 牡５鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４７４－ ６１：４７．２２ １７．５�

１１ リッショウユーザー 牝４鹿 ５５ 中村 将之熊坂 俊一氏 野中 賢二 新冠 松浦牧場 B４１８＋１４１：４７．３� ２０８．９�
８１５ ミッシングナンバー 牡３栗 ５４

５１ ▲国分 恭介石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 ４５８－ ６１：４７．４クビ １０．６	
６１１ アグネスハット �７鹿 ５７ 石橋 守渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 B５０８± ０ 〃 アタマ １７８．１

２３ シャイニーキング 牡３鹿 ５４ 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５１２＋ ８１：４７．８２� ２８．９�
８１６ グランプリスマイル 牡３鹿 ５４ 川田 将雅�グランプリ 村山 明 静内 千代田牧場 ４５２－ ８１：４７．９クビ ２３．７�
７１４ ジェネローゾ 牡４芦 ５７ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋１４１：４８．２１� ５．３
１２ タガノバッチグー 牡３鹿 ５４

５２ △田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ８ 〃 クビ １６．８�

４８ パワーエース 牡３鹿 ５４ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４７０＋ ６１：４８．３� ２６．１�
６１２	 ベストキッド 牡５栗 ５７

５４ ▲大下 智永井 啓弍氏 坪 憲章 静内 グランド牧場 ４４４± ０１：４８．５１� ２２５．０�
４７ 	 ドンペトリュス 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４８４± ０１：４８．６クビ ９１．９�
５１０	 エヴァーラプト 牡４栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太臼田 浩義氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５６４＋３０１：５０．１９ ２２．３�

（１５頭）
２４ ベストルート 牡４栗 ５７ 小牧 太�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２８，５２２，９００円 複勝： ３５，６０４，１００円 枠連： ３１，１７４，２００円

普通馬連： １０７，２１５，０００円 馬単： ７５，３４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０４３，３００円

３連複： １３２，８８７，２００円 ３連単： ３０５，４２５，２００円 計： ７４９，２１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ４２０円 枠 連（３－７） ３４０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ５１０円 �� ２，６６０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� １５，３６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２８５２２９（返還計 ４７０） 的中 � １２８４８９（１番人気）
複勝票数 差引計 ３５６０４１（返還計 ４８８） 的中 � １５７８３７（１番人気）� １８７３７（６番人気）� １３５８４（９番人気）
枠連票数 差引計 ３１１７４２（返還計 ２７） 的中 （３－７） ６８６７６（１番人気）
普通馬連票数 差引計１０７２１５０（返還計 ５２８０） 的中 �� ９４２９１（３番人気）
馬単票数 差引計 ７５３４７７（返還計 ２７７２） 的中 �� ４３５５８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３３０４３３（返還計 １７１４） 的中 �� ２０４２７（２番人気）�� １６５０９（４番人気）�� ２７７５（２７番人気）
３連複票数 差引計１３２８８７２（返還計 ９４８０） 的中 ��� ２２０９７（１６番人気）
３連単票数 差引計３０５４２５２（返還計 ２２６０６） 的中 ��� １４６８１（４０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１１．８―１２．７―１２．３―１２．３―１２．９―１２．７―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―３０．０―４２．７―５５．０―１：０７．３―１：２０．２―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．９
１
３
１３（１，１４，１５）（２，６）９（７，８，１０，１６）－（３，５）１２，１１・（１３，１４）１５，１，６（２，９，５）１６（７，３，８）（１０，１２）１１

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

勝馬の
紹 介

メイショウイッキ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２００７．９．１５ 札幌９着

２００５．４．１８生 牡４鹿 母 ナガラフラッシュ 母母 ノトリイフオー ２１戦２勝 賞金 ３７，１５０，０００円
〔出走取消〕 ベストルート号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 オメガクエスト号の騎手浜中俊は，第４競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
〔制裁〕 アグネスハット号の騎手石橋守は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番への進路影響）



（２１小倉２）第６日 ８月２日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９３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
３，４１０，０００円
１６，８２０，０００円
２，６９０，０００円
２４，３５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，３２５，０００円
５，３２４，０００円
１，９１０，７００円

勝馬投票券売得金
３８３，２３５，４００円
５８８，４３２，３００円
４２７，４２７，４００円
１，５９９，５８６，１００円
９８４，５０９，９００円
４５７，１８５，６００円
２，０３１，９９４，９００円
４，０４０，１１２，６００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 １０，５１２，４８４，２００円

総入場人員 ２５，９４４名 （有料入場人員 ）




