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２３０３７ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

８１２ トップキックス 牡２鹿 ５４ 浜中 俊�コオロ 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４３０± ０１：０９．４ １．７�

４４ マイネマキアージュ 牝２黒鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４１８＋ ６１：０９．６１� ４．１�

４５ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３４± ０１：１０．０２� １２６．２�

３３ ローレルイニシオ 牡２鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 �渡 信義 ４７０＋１０１：１０．２１� １８．８�

５６ リーノレオン 牡２栗 ５４ 酒井 学呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７４－ ４１：１０．４１� ２４．７	
５７ コ ー ダ リ ー 牡２黒鹿５４ 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ４ 〃 アタマ ４．９

８１３ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４４４－ ２１：１０．６１ ２５４．８�
６８ ミキノサンドバギー 牡２青鹿５４ 藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ３２．７�
１１ ワンダフルフェロー 牡２黒鹿５４ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 新冠 清水 克則 ４５２＋ ４１：１０．９２ ３０６．２
６９ ユキノクンシラン 牡２黒鹿５４ 野元 昭嘉遠藤 宗義氏 梅内 忍 日高 川端 正博 ４７０＋１２ 〃 クビ ２０．３�
２２ シゲルスモモ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 北俣牧場 ４０６± ０１：１１．４３ ３４７．７�
７１１ シゲルカボス 牝２青鹿５４ 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４２８＋１２１：１１．５� ３３５．７�
７１０ シゲルクルミ 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 三枝牧場 ４５０＋ ６ 〃 アタマ ２７２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，６７４，８００円 複勝： ３５，３１８，５００円 枠連： ７，４８８，１００円

馬連： ２８，１２１，６００円 馬単： ２５，２１４，４００円 ワイド： １２，６６９，９００円

３連複： ３９，３１９，７００円 ３連単： ８３，６０５，２００円 計： ２４５，４１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １，３４０円 枠 連（４－８） ３１０円

馬 連 �� ３００円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド �� １７０円 �� １，８９０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� ６，６２０円 ３ 連 単 ��� １７，４９０円

票 数

単勝票数 計 １３６７４８ 的中 � ６６５７２（１番人気）
複勝票数 計 ３５３１８５ 的中 � ２２９７２１（１番人気）� ４２５２４（２番人気）� ２００３（８番人気）
枠連票数 計 ７４８８１ 的中 （４－８） １７８２８（２番人気）
馬連票数 計 ２８１２１６ 的中 �� ７１２８３（１番人気）
馬単票数 計 ２５２１４４ 的中 �� ３８１６３（１番人気）
ワイド票数 計 １２６６９９ 的中 �� ２７０２５（１番人気）�� １３２７（１９番人気）�� ８３６（２４番人気）
３連複票数 計 ３９３１９７ 的中 ��� ４３８８（１６番人気）
３連単票数 計 ８３６０５２ 的中 ��� ３５２８（５３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１１．８―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４５．６―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップキックス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．６．１９ 阪神４着

２００９．４．７生 牡２鹿 母 ナイススマイルワン 母母 インファチュエイト ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 トップキックス号の騎手浜中俊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（８番・９番・７番・５番への

進路影響）
※出走取消馬 シゲルバンペイユ号（疾病〔感冒〕のため）
※リーノレオン号・ワンダフルフェロー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２３０３８ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ メイショウナナイロ 牝３栗 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ６ ５８．７ ２．６�

６１０ キンシゴールド 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社

松田牧場 ４５４－ ４ ５９．６５ １３．７�
５８ シゲルヤクイン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 宮 徹 新ひだか 谷口育成牧場 ４６２＋ ８ ５９．７クビ ３１．５�
３４ ダンツソレイユ �３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ ７．０�
２２ スイートレーヌ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４４０＋ ６ ５９．８クビ ７．０�
１１ ゴールドディガー 牡３栗 ５６ 北村 友一加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４６４－ ８ 〃 クビ ２４．０�
４６ ワンダードレッシー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８６＋ ４ ５９．９� １２．８�
７１２ ナムラバーク 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７２± ０１：００．０クビ ７．４	
８１３ ラッシュトウショウ 牝３栗 ５４ 浜中 俊トウショウ産業
 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４１８－ ４１：００．５３ ２２．０�
５７ エーシンメンフィス 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太
栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ４９０－１０ 〃 クビ ５．８�
８１４ アルモドヴァール 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０± ０１：０１．１３� ２１７．５
３３ ラブデービット 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠増田 陽一氏 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 ４３６＋ ２１：０２．０５ ６２７．９�
４５ エーケーリゲル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介桂土地
 庄野 靖志 日高 小西 章 ４９０ ―１：０３．３８ ３４５．６�
６９ サマーモール 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬セゾンレースホース
 中村 均 新ひだか 野坂牧場 ４５８ ―１：０４．２５ ３１０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８１９，７００円 複勝： ２７，１６３，３００円 枠連： ９，１１５，６００円

馬連： ３４，００４，７００円 馬単： ２５，２３７，７００円 ワイド： １５，８７３，４００円

３連複： ５０，７８５，６００円 ３連単： ８０，５６６，３００円 計： ２５７，５６６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３８０円 � ７６０円 枠 連（６－７） １，５８０円

馬 連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ２，１７０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� ２０，７２０円 ３ 連 単 ��� ７８，８６０円

票 数

単勝票数 計 １４８１９７ 的中 � ４５４００（１番人気）
複勝票数 計 ２７１６３３ 的中 � ７６７２９（１番人気）� １５７９２（６番人気）� ６８５１（１０番人気）
枠連票数 計 ９１１５６ 的中 （６－７） ４２６７（８番人気）
馬連票数 計 ３４００４７ 的中 �� １１２８０（９番人気）
馬単票数 計 ２５２３７７ 的中 �� ５２３３（１４番人気）
ワイド票数 計 １５８７３４ 的中 �� ５２５５（１０番人気）�� １７６８（２８番人気）�� １２５２（３２番人気）
３連複票数 計 ５０７８５６ 的中 ��� １８０９（６３番人気）
３連単票数 計 ８０５６６３ 的中 ��� ７５４（２５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．６―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．４―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウナナイロ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウインドストース デビュー ２０１１．５．２８ 京都２着

２００８．３．２２生 牝３栗 母 メイショウサンサン 母母 ミスイメージ ３戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔制裁〕 キンシゴールド号の騎手花田大昂は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１２番・１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーケーリゲル号・サマーモール号は，平成２３年９月７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シゲルコモン号
（非抽選馬） ５頭 エドモンドシチー号・スズカラッシュ号・ビハク号・フジマサフローラ号・ルッケリ号

第４回　小倉競馬　第４日



２３０３９ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ エーシンリボルバー 牡３栗 ５６ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社
吉田ファーム ５０２－ ４１：４７．０ ４．２�

８１６ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８４＋１０１：４７．１� ３．９�
４７ インペリアルピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B５１６＋ ４１：４７．４２ ４．０�
２４ マハーバーラタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２２± ０１：４７．６１� ９．２�
３６ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４１：４８．４５ ４．２�
４８ キーメーカー 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４９４＋ ６１：４８．５� ４６．３	
６１１ テンシノイツル 牡３黒鹿５６ 中村 将之岩� 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４４２－ ４１：４８．８２ ９９．３

５１０ カネトシテンアップ 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４６８＋ ４１：４８．９クビ １７．７�
２３ ビッグショット 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム ５０８－１０１：４９．０� １５６．３�
７１４ ウインテイクオフ �３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４５２－ ２１：４９．１クビ ３１．４
７１３ クレーターズロード 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４４８＋１２１：４９．７３� ７８．８�
１２ ユキノセリーヌ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４５６－１８ 〃 ハナ ２４０．４�
５９ テイエムカミカゼ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５１２＋ ８１：５０．３３� １３５．６�
６１２ スカイホーク 牡３青鹿５６ 鮫島 良太岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５８＋ ２１：５０．６１� ４５４．９�
３５ オンワードデューク 牝３栗 ５４ 北村 友一�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４３０＋１２１：５２．１９ １３３．８�
８１５ ローレルアリエス 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 B４６８－ ４１：５２．５２� １８０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１０２，９００円 複勝： ２８，６１３，２００円 枠連： ９，０３９，１００円

馬連： ３５，２２７，６００円 馬単： ２５，３９４，５００円 ワイド： １８，４０４，９００円

３連複： ５２，１１２，９００円 ３連単： ８２，２１５，０００円 計： ２６７，１１０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（１－８） ７２０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３７０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ６，２００円

票 数

単勝票数 計 １６１０２９ 的中 � ３０３２１（４番人気）
複勝票数 計 ２８６１３２ 的中 � ５４５８７（２番人気）� ４５８８０（３番人気）� ４４５６１（４番人気）
枠連票数 計 ９０３９１ 的中 （１－８） ９３５５（１番人気）
馬連票数 計 ３５２２７６ 的中 �� ３０８２８（３番人気）
馬単票数 計 ２５３９４５ 的中 �� １２９２８（２番人気）
ワイド票数 計 １８４０４９ 的中 �� １２７８７（５番人気）�� １２１３９（６番人気）�� １５６９３（２番人気）
３連複票数 計 ５２１１２９ 的中 ��� ３０９１０（４番人気）
３連単票数 計 ８２２１５０ 的中 ��� ９７９６（１３番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１２．０―１３．３―１２．７―１２．５―１２．７―１２．６―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３０．０―４３．３―５６．０―１：０８．５―１：２１．２―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．５
１
３
１６（４，７）９（１，１４）（８，１０）（２，６，１２）－３－（５，１１）１３，１５
１６，７（４，１，９，１４）６（８，１０）３－（２，１２）（１１，１３）＝５＝１５

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

勝馬の
紹 介

エーシンリボルバー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Gulch デビュー ２０１１．２．１３ 京都１３着

２００８．５．２１生 牡３栗 母 エイシンミラン 母母 Raja’s Delight ７戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードデューク号・ローレルアリエス号は，平成２３年９月７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キョウワオリオン号・ホクザンヴィリル号

２３０４０ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第４競走 ��２，９００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０７．１良

６７ メイショウロッコー 牡５栗 ６０ 黒岩 悠松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０４＋ ４３：１２．８ ２．０�

４４ メイショウボナール 牝５鹿 ５８ 岩崎 祐己松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４８２－ ２３：１３．０１� １０．６�
８１２ ピエナグッドラック 牡７鹿 ６０ 高田 潤本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７４＋ ２３：１３．１� １４．８�
１１ � エーシンマイトップ 牡５栗 ６０ 西谷 誠�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ５０８＋ ８３：１４．１６ ４．６�
７９ � シゲルゴユウサン 牡５鹿 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４９２＋ ６３：１５．１６ ３６．３�
６８ � アドマイヤゴルゴ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９２－ ２３：１６．２７ ４．９�
７１０� セフティファンキー 牡５栗 ６０ 南井 大志池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４６２＋ ４３：１６．３クビ １７．７	
８１１ タッチマイハート 牡４黒鹿６０ 小坂 忠士武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４７２＋ ６３：１７．２５ ３３．３

５６ ビコーコルサコフ 牝４栗 ５８ 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４５４－ ６３：１８．９大差 １００．８�
３３ スナークフルハウス 牡３栗 ５８ 白浜 雄造杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新ひだか 見上牧場 ４８０＋１０３：２５．７大差 １１５．１
２２ メイショウガザニア 牝３鹿 ５６ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５６＋２４３：２６．０１	 １５６．４�
５５ ヤマカツダリア 牝３黒鹿５６ 佐久間寛志山田 和夫氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４５４－ ８ （競走中止） ５１．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，００１，６００円 複勝： ２９，９１２，７００円 枠連： ９，４５８，８００円

馬連： ２５，２４１，９００円 馬単： ２５，２７０，５００円 ワイド： １１，５５１，２００円

３連複： ３９，８３８，５００円 ３連単： ８２，８７２，２００円 計： ２３６，１４７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ２７０円 枠 連（４－６） ９１０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ４７０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� １１，０２０円

票 数

単勝票数 計 １２００１６ 的中 � ４９１６９（１番人気）
複勝票数 計 ２９９１２７ 的中 � ２００９７６（１番人気）� １０５２６（６番人気）� １２２５１（４番人気）
枠連票数 計 ９４５８８ 的中 （４－６） ７７２１（５番人気）
馬連票数 計 ２５２４１９ 的中 �� １９５６５（３番人気）
馬単票数 計 ２５２７０５ 的中 �� １３２９５（５番人気）
ワイド票数 計 １１５５１２ 的中 �� ６５７６（３番人気）�� ６４２２（５番人気）�� １５０８（１９番人気）
３連複票数 計 ３９８３８５ 的中 ��� ８１１６（１２番人気）
３連単票数 計 ８２８７２２ 的中 ��� ５５５０（３０番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５２．５－３F ３９．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
９，１－（１１，７）４，８－６，１２＝１０＝２＝３
７，１，９－４－１２，１１＝（８，１０）＝６＝２＝３

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

勝馬の
紹 介

メイショウロッコー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３１ 札幌８着

２００６．４．９生 牡５栗 母 ア ン ブ レ ラ 母母 ダンシンインザレイン 障害：３戦１勝 賞金 １２，０００，０００円
〔発走状況〕 エーシンマイトップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ヤマカツダリア号は，３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エーシンマイトップ号は，平成２３年８月８日から平成２３年８月２８日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 フミノフェイマス号
（非抽選馬） １頭 ツルマルビビッド号



２３０４１ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

４４ マコトリヴァーサル 牡２鹿 ５４ 浜中 俊尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ４９０ ―１：０９．０ ２．０�

５５ メイショウハガクレ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５８ ―１：０９．８５ ３．３�
８１０ ローレルブレット 牡２黒鹿５４ 酒井 学 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４３２ ―１：１０．５４ ３０．８�
１１ マッシヴヒーロー 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４３４ ―１：１０．７１ ５．８�
７７ タガノリバレンス 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８４ ― 〃 ハナ ９．９�

３３ アイディンブルー 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 尚大 ４９４ ―１：１０．８� ２２．９�
６６ メイショウアサヒ 牡２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３４ ―１：１１．２２� ２１．５	
２２ スズカテング 牡２黒鹿５４ 北村 友一永井 啓弍氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４４８ ―１：１１．９４ １００．１

８９ テイエムブルーミン 牝２黒鹿５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４４０ ―１：１２．０� ８０．１�
７８ マジョリティシチー 牡２黒鹿５４ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 曾我 博 ４４０ ― 〃 ハナ ６８．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，６６７，２００円 複勝： ２３，０８６，８００円 枠連： ７，５４９，９００円

馬連： ２７，３０５，６００円 馬単： ２７，８８１，６００円 ワイド： １３，１７０，７００円

３連複： ３７，１５４，６００円 ３連単： ９３，２６５，８００円 計： ２４７，０８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ２７０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ６７０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� ５，０３０円

票 数

単勝票数 計 １７６６７２ 的中 � ７２５７１（１番人気）
複勝票数 計 ２３０８６８ 的中 � １０４６３２（１番人気）� ４４８５８（２番人気）� ９０５８（６番人気）
枠連票数 計 ７５４９９ 的中 （４－５） ２１３７２（１番人気）
馬連票数 計 ２７３０５６ 的中 �� ７２７４９（１番人気）
馬単票数 計 ２７８８１６ 的中 �� ４９８３６（１番人気）
ワイド票数 計 １３１７０７ 的中 �� ３０８７２（１番人気）�� ３９１６（８番人気）�� ２９８８（１２番人気）
３連複票数 計 ３７１５４６ 的中 ��� １３０９４（６番人気）
３連単票数 計 ９３２６５８ 的中 ��� １３６９８（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．０―１１．６―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３３．９―４５．５―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトリヴァーサル 
�
父 タヤスツヨシ 

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

２００９．３．７生 牡２鹿 母 マコトビャクラン 母母 スガノヒボタン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 キタサンエピソード号（疾病〔右橈骨遠位端骨折〕のため）

２３０４２ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３５ トップルビー 牝３黒鹿５４ 小牧 太�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４１４－３４１：０９．３ １１．４�

８１７ オカノジョーカー 牝３栗 ５４ 川田 将雅�大西牧場 鮫島 一歩 浦河トラストスリーファーム ４６２＋１４ 〃 クビ ８．０�
６１２ ディアウィキッド 牝３鹿 ５４ 北村 友一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４３４＋ ４１：０９．７２� ２．４�
５９ シーエーユウカ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作松田 整二氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ４１：０９．８� ３１．０�
１２ ノッティングヒル 牝３栗 ５４ 酒井 学 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４００＋ ４１：０９．９� ２３．５�
７１３ タイキエレイン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４２０－１０１：１０．０クビ ８．４�
５１０ ハギノギフト 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦安岡美津子氏 野中 賢二 浦河 村下 明博 ４１２－ ６１：１０．１� １０．５	
４８ ガ ル ネ リ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２－ ８１：１０．２クビ ２５．３

２３ ヤマカツライラック 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 浦河 岡崎牧場 ４２２－ ２１：１０．７３ １６．１�
４７ スイートサンテ 牝３青鹿５４ 熊沢 重文シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６２－ ４１：１０．８クビ ７２．８�
３６ フラワーキー 牝３青鹿５４ 赤木高太郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 浦河 村下農場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ３４．４
２４ クラウンティアラ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 新冠 カミイスタット ４２４＋２８ 〃 クビ ３０１．５�
６１１ メイショウポピー 牝３栗 ５４ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３４＋１７１：１０．９� １３１．８�
８１６ エリートバイオ 牝３芦 ５４ 幸 英明バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４６４－ ２１：１１．１１� ５．９�
１１ プリンセスオウカ 牝３青 ５４

５３ ☆国分 恭介田畑 利彦氏 大根田裕之 浦河 カナイシスタッド ４２２＋２２１：１１．４１� ２１８．４�
７１４ グランオペラ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７２＋ ４１：１１．８２� １５２．９�
８１８ バ ー ネ ッ ト 牝３芦 ５４ 荻野 要泉 一郎氏 鹿戸 明 新ひだか 沖田 哲夫 ４１４－ ８１：１２．６５ １９５．８�
７１５ スズカキクヒメ 牝３青 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 加藤 敬二 平取 清水牧場 ４９０ ―１：１４．３大差 ２１３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，９６３，５００円 複勝： ２０，０１９，７００円 枠連： １３，２０６，０００円

馬連： ３７，２８８，５００円 馬単： ２４，９００，４００円 ワイド： １７，５５１，１００円

３連複： ５５，８６９，７００円 ３連単： ８２，９４５，９００円 計： ２６５，７４４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３４０円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（３－８） １，２６０円

馬 連 �� ４，８７０円 馬 単 �� ９，５４０円

ワ イ ド �� １，６５０円 �� ６４０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� ３９，０７０円

票 数

単勝票数 計 １３９６３５ 的中 � ９７２０（６番人気）
複勝票数 計 ２００１９７ 的中 � １２０３３（７番人気）� １３０８３（５番人気）� ５９４８１（１番人気）
枠連票数 計 １３２０６０ 的中 （３－８） ７７８２（５番人気）
馬連票数 計 ３７２８８５ 的中 �� ５６５６（２０番人気）
馬単票数 計 ２４９００４ 的中 �� １９２８（３５番人気）
ワイド票数 計 １７５５１１ 的中 �� ２４９３（２１番人気）�� ６９２１（５番人気）�� ７２３５（４番人気）
３連複票数 計 ５５８６９７ 的中 ��� ９７６４（９番人気）
３連単票数 計 ８２９４５９ 的中 ��� １５６７（１０１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．１―１１．５―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．４―４４．９―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．９
３ ・（３，１７）１３（９，１２）（１０，１４，１８）（５，２）（４，１６）（８，７）（６，１１）－１＝１５ ４ １７，３（９，１３）１２（５，１０）（２，４）１４，１８（８，１６）（１１，７）６－１＝１５

勝馬の
紹 介

トップルビー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．２５ 阪神５着

２００８．３．５生 牝３黒鹿 母 タガノルビー 母母 センゴクルビー ８戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バーネット号・スズカキクヒメ号は，平成２３年９月７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 プレザントブルー号



２３０４３ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１６ タイセイジーニアス 牡３黒鹿５６ 川田 将雅田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４５８＋ ２１：４７．４ １０．９�

１１ ディープフィールド 牡３黒鹿５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：４７．９３ ４．９�
３５ カテンゲッチ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ６１：４８．２２ ８．０�
２３ ビューオペラ 牝３鹿 ５４ 酒井 学キャピタルクラブ 坂口 正則 様似 能登ファーム ４０４＋ ４ 〃 クビ ４４．４�
７１３ ナムラチアーズ 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４４４＋ ４１：４８．４１ ６．８�
５９ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５６ 小牧 太野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：４８．５� ４．７�
３６ ナリタカサブランカ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦	オースミ 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４３４＋ ２１：４８．６� ７．０

４８ エメラルスカイ 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一高橋 勉氏 小野 幸治 新ひだか 出羽牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ３１５．７�
６１１ シルヴァースプーン 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：４８．７クビ ４．９�
７１４ セルリアンタイガー 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 ４８２－ ２１：４８．９１� １９．０
２４ アレンスキー 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文高浦 正雄氏 吉田 直弘 日高 中前牧場 ４５８＋ ６１：４９．３２� ３７１．５�
１２ キングロンピーター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B４３６－ ２１：４９．５１� ５８．９�
８１５ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 高田 潤今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４７６＋１０１：４９．６� １９２．９�
５１０ エーシンシルビア 牝３栃栗５４ 太宰 啓介	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６８＋３４１：５０．９８ ２３２．０�
６１２ アンダーザローズ 牡３黒鹿５６ 幸 英明加藤 守氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B４７４－１０１：５１．２１� １１０．５�
４７ エリザベートアスク 牝３栗 ５４ 浜中 俊廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 ４７４± ０１：５２．０５ ５８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５４３，４００円 複勝： ２７，５１３，４００円 枠連： １２，７８９，３００円

馬連： ４２，７５４，８００円 馬単： ２７，１１８，２００円 ワイド： １８，９０７，８００円

３連複： ６０，５０２，３００円 ３連単： ９４，１３５，４００円 計： ３００，２６４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ３９０円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（１－８） ２，６３０円

馬 連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ６，６９０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� １，５７０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� １１，５７０円 ３ 連 単 ��� ７６，２６０円

票 数

単勝票数 計 １６５４３４ 的中 � １２０２４（７番人気）
複勝票数 計 ２７５１３４ 的中 � １６９０２（７番人気）� ４１３６３（２番人気）� ２０６３２（６番人気）
枠連票数 計 １２７８９３ 的中 （１－８） ３５９６（１５番人気）
馬連票数 計 ４２７５４８ 的中 �� １０４１７（１５番人気）
馬単票数 計 ２７１１８２ 的中 �� ２９９３（３７番人気）
ワイド票数 計 １８９０７８ 的中 �� ４７５７（１３番人気）�� ２９２４（２２番人気）�� ４６８９（１４番人気）
３連複票数 計 ６０５０２３ 的中 ��� ３８６２（４２番人気）
３連単票数 計 ９４１３５４ 的中 ��� ９１１（２６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３５．５―４６．８―５７．９―１：０９．５―１：２１．５―１：３３．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイジーニアス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．２４ 京都５着

２００８．３．１１生 牡３黒鹿 母 タニノジャドール 母母 タニノブーケ ８戦１勝 賞金 ６，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリザベートアスク号は，平成２３年９月７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ジョウショーコトミ号・ミスズファミリー号

２３０４４ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

１２ エーシンポルックス 牡４芦 ５７ 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０２＋ ６１：４６．８ ２．８�

３６ ディアアプローズ 牝３鹿 ５２
５１ ☆川須 栄彦�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ６１：４７．２２� ４６．２�

５１０ バイオレントナイト 牡５鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４６２＋１４１：４７．４１ ４．７�

７１４ ミッキーリヒト 牡５鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：４７．６１� ４５．６�

８１５ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７２－ ４１：４７．７� ３５．２�
１１ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２－ ８ 〃 ハナ ５６．３	
８１６� リバースターリング 牡３栗 ５４ 酒井 学河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４６８－ ９１：４７．９１� １０７．７

６１２ サンライズアバカス 牡３鹿 ５４ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４７６＋１０ 〃 クビ ９．２�
７１３� ナスムネタカ 牡４黒鹿５７ 幸 英明小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 B４４６－１１１：４８．０� １１８．４�
４８ アルドワーズ 牡３芦 ５４

５２ △国分 優作 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４２８－ ５１：４８．１クビ １６．５
４７ シゲルカンサヤク 牡３栗 ５４ 野元 昭嘉森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４６６－ ２１：４８．３� ２１７．８�
３５ ベ リ ー フ 牝４栗 ５５ 浜中 俊岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４５０－ ６ 〃 アタマ ９．５�
６１１ イマカツタイガー 牡６栗 ５７ 高田 潤今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４８６＋ ２１：４８．４クビ ３２．７�
５９ ナリタシーズン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５０２＋ ４１：４８．８２� １３．７�
２４ サトノスパイダー 牡３青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：４９．６５ ７．１�
２３ テイエムキングダム 牡４青鹿５７ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 オリエント牧場 ５０８＋２０１：５０．４５ １７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２６４，９００円 複勝： ２５，４４５，２００円 枠連： １５，４６４，６００円

馬連： ５０，１５５，９００円 馬単： ３０，６４０，７００円 ワイド： ２０，９２４，８００円

３連複： ７１，２０８，７００円 ３連単： １１１，１８１，７００円 計： ３４３，２８６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ７８０円 � １８０円 枠 連（１－３） １，１３０円

馬 連 �� ６，６２０円 馬 単 �� ９，９６０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� ３９０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ９，４７０円 ３ 連 単 ��� ７３，２００円

票 数

単勝票数 計 １８２６４９ 的中 � ５１９６０（１番人気）
複勝票数 計 ２５４４５２ 的中 � ６５２２５（１番人気）� ５７０４（１２番人気）� ３８２７０（２番人気）
枠連票数 計 １５４６４６ 的中 （１－３） １０１７３（４番人気）
馬連票数 計 ５０１５５９ 的中 �� ５５９６（２８番人気）
馬単票数 計 ３０６４０７ 的中 �� ２２７１（３７番人気）
ワイド票数 計 ２０９２４８ 的中 �� ２７４６（２２番人気）�� １４９０３（１番人気）�� １８２３（３８番人気）
３連複票数 計 ７１２０８７ 的中 ��� ５５５２（２９番人気）
３連単票数 計１１１１８１７ 的中 ��� １１２１（２３５番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．８―１３．１―１３．２―１２．７―１２．４―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．５―４２．６―５５．８―１：０８．５―１：２０．９―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

エーシンポルックス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rubiano デビュー ２０１０．１．５ 京都８着

２００７．３．３１生 牡４芦 母 オレゴンガール 母母 Paying Guest １４戦３勝 賞金 ２４，９００，０００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 ハギノスピリッツ号



２３０４５ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

お ご お り

小 郡 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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４７ � ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４６６－１０１：０８．１ ３．６�

４８ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿５５ 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４０－ ２ 〃 クビ ２５．７�
５１０ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８＋ ４１：０８．２クビ １９．１�
２４ マックスバローズ 牡４栗 ５７ 酒井 学猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４７８＋１６ 〃 クビ ６．５�
１２ エイシンフェアリー 牝５栗 ５５ 太宰 啓介平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム B４６０＋１６１：０８．３� ６３．７�
８１６	 アグネスティンクル 牡４栗 ５７ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４６２＋ ８１：０８．４クビ ２０．０�
７１４ アンフィルージュ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４８４＋１２ 〃 ハナ ３．１	
３５ プレザントブリーズ 牝５黒鹿５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４８０＋ ８１：０８．７１
 ４１．０

７１５ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５ 国分 優作谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４７８－１０ 〃 ハナ １８０．９�
６１１ ウエストエンド 牡３鹿 ５４ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ２１：０８．８
 ２０．８�
５９ フィールドドリーム 牡４栗 ５７ 幸 英明吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 ハナ ８．１
８１７ タイキガラハッド 牡３栗 ５４ 川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０６＋ ２１：０８．９� １１．４�
７１３ スナークトマホーク 牡４黒鹿５７ 小坂 忠士杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 近藤牧場 ４２８＋ ６１：０９．１１ １１１．１�
８１８ ケイエスケイト 牡４鹿 ５７ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４６２－１６１：０９．３１� １８１．５�
６１２ スマイルバラッド 牡４栗 ５７ 北村 友一��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４６４－ ６１：０９．４� １１３．０�
１１ � タケカエルダ 牝４黒鹿５５ 中村 将之池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４１２＋ ２１：０９．５� ５００．１�
２３ メイショウヘミング 牝４黒鹿５５ 国分 恭介松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３８－ ８１：１０．０３ ３０．８�
３６ � フ ィ デ リ オ 牡６青 ５７ 野元 昭嘉新木 鈴子氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ８１：１０．４２� ５６１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，９４０，４００円 複勝： ４１，０８３，９００円 枠連： ２１，５０２，０００円

馬連： ９３，９７８，７００円 馬単： ５２，２８６，３００円 ワイド： ３４，６５４，６００円

３連複： １１９，７２４，０００円 ３連単： ２１５，４２２，０００円 計： ６０３，５９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ５３０円 � ４６０円 枠 連（４－４） ５，６６０円

馬 連 �� ５，９３０円 馬 単 �� ７，８９０円

ワ イ ド �� １，７６０円 �� １，３４０円 �� ３，４８０円

３ 連 複 ��� ２２，３２０円 ３ 連 単 ��� １０４，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２４９４０４ 的中 � ５５４２５（２番人気）
複勝票数 計 ４１０８３９ 的中 � ８０８７５（２番人気）� １７２７１（８番人気）� ２０７０８（６番人気）
枠連票数 計 ２１５０２０ 的中 （４－４） ２８０８（１９番人気）
馬連票数 計 ９３９７８７ 的中 �� １１７１４（２１番人気）
馬単票数 計 ５２２８６３ 的中 �� ４８９２（２８番人気）
ワイド票数 計 ３４６５４６ 的中 �� ４８６４（２０番人気）�� ６４８０（１４番人気）�� ２４０４（３６番人気）
３連複票数 計１１９７２４０ 的中 ��� ３９５９（７０番人気）
３連単票数 計２１５４２２０ 的中 ��� １５２７（３０３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１０．６―１１．２―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３２．６―４３．８―５５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファンドリノチカラ �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Forestry

２００７．４．２９生 牡４鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song １１戦２勝 賞金 ２４，６３９，０００円
初出走 JRA

※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 ブリタニアブルー号
（非抽選馬） １頭 エナジーハート号

２３０４６ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

さ い か い

西 海 賞
発走１５時００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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７７ ト シ ザ マ キ 牝４栗 ５５ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４６４± ０１：４８．０ １．８�

６６ ルージュバンブー 牝５青鹿５５ 小牧 太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５０６＋ ６１：４８．２１� １４．１�
１１ ダートムーア 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８１：４８．３� １７．１�
２２ ツルマルワンピース 牝３鹿 ５２ 北村 友一鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４９８＋２０ 〃 クビ ７．４�
７８ アフォリズム 牝３鹿 ５２ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４５０＋ ６１：４８．４クビ ４．６�
３３ メイショウジェイ 牝６鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４５４＋ ６１：４８．５� ２５．０�
８１０ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４１：４８．６� １０．３	
８９ ブライダルベール 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４００－１０１：４８．８１� ８５．０�
５５ マヤフィオーレ 牝５栗 ５５ 国分 優作�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４５６＋ ２１：４９．１２ １４８．９�
４４ 	
 ウィッシングデュー 牝７黒鹿５５ 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９２－ ４１：４９．３１� １７．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３２，７６２，６００円 複勝： ５１，８４１，７００円 枠連： １７，８６２，８００円

馬連： ９３，０５９，３００円 馬単： ６４，１１５，２００円 ワイド： ３２，６９０，７００円

３連複： １１０，６００，９００円 ３連単： ２７２，３６６，８００円 計： ６７５，３００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ３５０円 枠 連（６－７） ９４０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ５８０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ５，０２０円 ３ 連 単 ��� １８，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３２７６２６ 的中 � １４７５１９（１番人気）
複勝票数 計 ５１８４１７ 的中 � ２４９９０３（１番人気）� ２６９５２（５番人気）� ２２７４６（７番人気）
枠連票数 計 １７８６２８ 的中 （６－７） １４１２１（４番人気）
馬連票数 計 ９３０５９３ 的中 �� ５６４９５（４番人気）
馬単票数 計 ６４１１５２ 的中 �� ２６４４２（６番人気）
ワイド票数 計 ３２６９０７ 的中 �� １７１０８（４番人気）�� １４４２２（７番人気）�� ３５９０（２５番人気）
３連複票数 計１１０６００９ 的中 ��� １６２８６（１９番人気）
３連単票数 計２７２３６６８ 的中 ��� １１０２６（６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．７―４９．０―１：０１．３―１：１３．７―１：２５．４―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ト シ ザ マ キ �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．７．５ 阪神２着

２００７．４．７生 牝４栗 母 ソルトレイクブルー 母母 ラツクオメガー ２２戦４勝 賞金 ５３，２３５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。

１レース目



２３０４７ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第１１競走 ��
��１，７００�K B C 杯

発走１５時３５分 （ダート・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

KBC九州朝日放送賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

３５ スタッドジェルラン 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９８± ０１：４４．９ １．８�

１２ ス エ ズ �６鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５２０＋ ２１：４５．１１� ３．３�
５１０ プリンセスペスカ 牝５栗 ５５ 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４４８＋ ４１：４５．７３	 １５．４�
８１６ マッシヴエンペラー 牡６栗 ５７ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８２－ ６ 〃 クビ ４１．６�
１１ ポイマンドレース 牡５栗 ５７ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：４５．８クビ １１．８�
２３ ラ タ ー シ ュ 牡５栗 ５７ 酒井 学 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１４－ ４１：４６．０１	 ５７．７�
７１４ ルティラーレ �６栗 ５７ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７４－ ２１：４６．１クビ １１６．１	
８１５ スーサンライダー 牡７栗 ５７ 野元 昭嘉林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６４－１８１：４６．３１� ５８．８

４８ メイショウイッキ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ４６．９�
６１１ リーガルスキーム 牡６栗 ５７ 国分 恭介 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４７６＋１４１：４６．４
 ２９．５
７１３ プロフェッショナル 牡６青 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２６＋１４１：４６．６１� ２５．２�
３６ スピードアタック 牡６青鹿５７ 高田 潤齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１２－ ４１：４６．８１ １１７．０�
４７ マーベラスカイザー 牡３栗 ５４ 熊沢 重文笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４８６＋ ８１：４７．５４ ６３．４�
２４ コウジンアルス 牡９栗 ５７ 国分 優作加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８０－ ４１：４７．８１
 ５６．９�
５９ ナリタキングパワー �６栗 ５７ 安藤 光彰�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋ ８ 〃 ハナ ２５０．１�
６１２ ナリタトルネード 牡６栗 ５７ 太宰 啓介�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４８８＋２２１：４７．９クビ ３８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８２９，８００円 複勝： ８７，９７３，２００円 枠連： ５１，３０９，２００円

馬連： ２０９，６２２，０００円 馬単： １４１，７９１，８００円 ワイド： ６２，９４２，２００円

３連複： ２７７，３２０，８００円 ３連単： ６４２，５５０，５００円 計： １，５１９，３３９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（１－３） ２３０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ４４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４５８２９８ 的中 � ２０９４７４（１番人気）
複勝票数 計 ８７９７３２ 的中 � ５０５５５１（１番人気）� １２８３８８（２番人気）� ３８２２０（４番人気）
枠連票数 計 ５１３０９２ 的中 （１－３） １６６３９９（１番人気）
馬連票数 計２０９６２２０ 的中 �� ５６１８９６（１番人気）
馬単票数 計１４１７９１８ 的中 �� ２５４２１９（１番人気）
ワイド票数 計 ６２９４２２ 的中 �� １２９２０８（１番人気）�� ３０７０１（３番人気）�� ２０９６８（６番人気）
３連複票数 計２７７３２０８ 的中 ��� ２０５２４８（２番人気）
３連単票数 計６４２５５０５ 的中 ��� ２１４２５９（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．５―２９．４―４２．４―５４．８―１：０７．２―１：１９．８―１：３２．３

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

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

勝馬の
紹 介

スタッドジェルラン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００８．１１．９ 京都２着

２００６．３．７生 牡５栗 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk ２１戦５勝 賞金 １２９，５５６，０００円
〔発走状況〕 ルティラーレ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。

リーガルスキーム号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 ルティラーレ号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 サンライズモール号・シルクダイナスティ号・ナムラカクレイ号・バトードール号

２３０４８ ８月７日 曇 良 （２３小倉４）第４日 第１２競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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 ７，４００，０００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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

８９ ダノンマックイン 牡３黒鹿５４ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ８２：００．１ ３．６�

６６ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７
５５ △国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５８＋ ６２：００．２� ５．５�

５５ エーラゴーデオ 牡４栗 ５７
５６ ☆国分 恭介 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ２５．０�

３３ スーパーオービット 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ６．９�

２２ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７
５６ ☆川須 栄彦松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５３６＋ ６２：００．３クビ ７．０�

７７ デーヴァローカ 牡３栗 ５４ 北村 友一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：００．８３ ３．０	
４４ マージービート 牡４栗 ５７ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２２：０１．０１ ２３．７

１１ アドマイヤケルソ 牡３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５００－１２２：０１．１� １６．７�
７８ スナークスペイン 牡４青鹿５７ 幸 英明杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４４８－ ９２：０１．４１� ３７．８�
８１０� メルシーマック 牡７芦 ５７ 中村 将之永井 康郎氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ４３０－ ８２：０３．６大差 ２３０．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，５９２，２００円 複勝： ３６，８１０，５００円 枠連： １９，６３０，５００円

馬連： ８９，３６６，３００円 馬単： ６１，４８３，５００円 ワイド： ３１，９８６，９００円

３連複： １１３，３７５，１００円 ３連単： ２７５，６５８，９００円 計： ６５７，９０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ５３０円 枠 連（６－８） １，０２０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，６７０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ７，８２０円 ３ 連 単 ��� ２８，６００円

票 数

単勝票数 計 ２９５９２２ 的中 � ６６６１８（２番人気）
複勝票数 計 ３６８１０５ 的中 � ８０３６４（２番人気）� ５７８７６（３番人気）� １３０４６（７番人気）
枠連票数 計 １９６３０５ 的中 （６－８） １４２４８（３番人気）
馬連票数 計 ８９３６６３ 的中 �� ７０１７５（３番人気）
馬単票数 計 ６１４８３５ 的中 �� ２５９１４（６番人気）
ワイド票数 計 ３１９８６９ 的中 �� ２２８８０（３番人気）�� ４４４１（２１番人気）�� ４６４１（１７番人気）
３連複票数 計１１３３７５１ 的中 ��� １０７０３（２５番人気）
３連単票数 計２７５６５８９ 的中 ��� ７１１５（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．１―３５．８―４８．７―１：００．８―１：１２．８―１：２４．５―１：３６．１―１：４７．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンマックイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１１．２１ 京都７着

２００８．３．１生 牡３黒鹿 母 ハリウッドレビュー 母母 ダンサーズシューズ １１戦２勝 賞金 ２１，４９１，０００円

４レース目４レース目



（２３小倉４）第４日 ８月７日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

１８３，０５０，０００円
２，１３０，０００円
７，９３０，０００円
１，４３０，０００円
１７，３６０，０００円
５７，３７４，０００円
４，９７２，４００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
２５６，１６３，０００円
４３４，７８２，１００円
１９４，４１５，９００円
７６６，１２６，９００円
５３１，３３４，８００円
２９１，３２８，２００円
１，０２７，８１２，８００円
２，１１６，７８５，７００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 ５，６１８，７４９，４００円

総入場人員 ９，３１５名 （有料入場人員 ８，１９４名）


