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２３０４９ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （芝・右）

九州産馬，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

６１１ グランデセイフウ 牡２栗 ５４ 田中 健 �グランデオーナーズ 福島 信晴 熊本 片山 建治 ４６６－ ４１：１０．１ ６．２�

４７ ミスマルシゲ 牝２青鹿５４ 北村 友一坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４１４＋ ４ 〃 ハナ ２９．４�
３６ カシノアポロン 牡２鹿 ５４ 幸 英明柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４７８＋ ２１：１０．３１� ３．１�
６１２ カシノアラシ 牡２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４５０－ ４１：１０．４� ３．０�
７１３ サチノタカチホ 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４８０－１０ 〃 クビ １６３．２�
７１５ テイエムキュウベエ 牡２栗 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４６０＋ ２１：１０．５クビ ９．６�
８１８ テイエムハエハエ 牝２栗 ５４ 酒井 学竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４０８＋ ４１：１０．８２ ４９．５	
７１４ コウエイコムスメ 牝２栗 ５４

５１ ▲花田 大昂伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 服部 文明 ４１２＋ ２１：１１．１１� ５０．０

５９ シゲルオリーブ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社

宮村牧場 ４４２－ ８ 〃 クビ ４１．４�
８１７ ミ ス コ ク ラ 牝２芦 ５４ 中村 将之西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 ４３４－ ６１：１１．５２� ２１９．３�
５１０ ネクストズキュン 牡２芦 ５４

５１ ▲藤懸 貴志泉 一郎氏 高橋 隆 宮崎 吉野 政敏 ３９６－ ６１：１１．７１� ４６３．２
１１ カシノデューク 牡２栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４７６－ ２１：１２．１２� ２１．２�
３５ カ シ ノ ギ ア 牡２栗 ５４ 石橋 守柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 片山 建治 ４４４－ ２ 〃 クビ １４．７�
２４ ヤングエイト 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 徳重 正幸 ４１０－ ６１：１２．５２� １１．８�
８１６ スズノエヴァグリン 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太阿部 雅子氏 五十嵐忠男 宮崎 吉野 政敏 ４０２－ ８１：１２．６� ２１４．４�
２３ マルシゲタカチャン 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 鹿児島 坂東島 繁藤 ４２８± ０１：１３．７７ ２０３．２�
１２ クラウンカンターレ 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介矢野 悦三氏 大根田裕之 熊本 有限会社
宮村牧場 ４４４ ―１：１４．１２� １９６．０�

（１７頭）
４８ ヒノクニリョジョウ 牝２栗 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４６６－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ８，４０４，３００円 複勝： １５，４２０，３００円 枠連： ９，８６９，０００円

馬連： ２３，２３６，１００円 馬単： １６，８４５，０００円 ワイド： １１，９４８，２００円

３連複： ３７，１７７，２００円 ３連単： ５５，８４９，４００円 計： １７８，７４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２００円 � ６６０円 � １４０円 枠 連（４－６） １，７４０円

馬 連 �� １１，５４０円 馬 単 �� １８，７８０円

ワ イ ド �� ２，６４０円 �� ４５０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� １１，８６０円 ３ 連 単 ��� １１３，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 ８４０４３（返還計 ２９５０） 的中 � １０７４０（３番人気）
複勝票数 差引計 １５４２０３（返還計 ４０３５） 的中 � ２０３２１（３番人気）� ４１９８（８番人気）� ４０６７０（１番人気）
枠連票数 差引計 ９８６９０（返還計 ２２９） 的中 （４－６） ４１９３（７番人気）
馬連票数 差引計 ２３２３６１（返還計 １６２６３） 的中 �� １４８７（２９番人気）
馬単票数 差引計 １６８４５０（返還計 １１２２５） 的中 �� ６６２（４７番人気）
ワイド票数 差引計 １１９４８２（返還計 １１２３６） 的中 �� １０５０（２９番人気）�� ７２６７（３番人気）�� １７４６（１６番人気）
３連複票数 差引計 ３７１７７２（返還計 ４５９９８） 的中 ��� ２３１５（３５番人気）
３連単票数 差引計 ５５８４９４（返還計 ６４５００） 的中 ��� ３６２（２７０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．１―１２．１―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．３―４５．４―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．８
３ １（４，６，７）１８，１４，３（１３，１１，１５）１６（９，１２）－（５，１７）－１０＝２ ４ ・（１，６，７，１８）（１３，１４，１１）１５（４，９，１２，１６）３－（５，１７，１０）＝２

勝馬の
紹 介

グランデセイフウ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 アズマイースト デビュー ２０１１．７．３１ 小倉６着

２００９．４．１７生 牡２栗 母 タマノセイフウ 母母 コマンディンレイ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔競走除外〕 ヒノクニリョジョウ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 カシノギア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

グランデセイフウ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔その他〕 マルシゲタカチャン号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンカンターレ号は，平成２３年９月１３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。
（非当選馬） １頭 テイエムキモシタ号

２３０５０ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５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

３４ ハーイスマイル 牡３黒鹿 ５６
５４ △国分 優作小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４５４－ ６ ５８．８ ９．６�

２２ � アンティフォナ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 米 Shadai Cor-
poration ４５０± ０ ５９．４３� １．８�

６９ パープルセンリョ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５３２＋１６ 〃 クビ ２１．５�
７１１ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿５６ 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４５０± ０ ５９．５� ３０．９�
５８ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５６ 幸 英明山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４６０－ ２ ５９．７１� ３．２�
５７ スズカラッシュ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６４± ０ ５９．８� ３３．１�
４５ シゲルコモン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 オリオンファーム ４６２＋ ４１：００．１１	 １０２．９	
８１３ リーチフェアネス 
３芦 ５６ 鷹野 宏史北駿競走馬組合 沖 芳夫 新ひだか 木下牧場 ４７２ ― 〃 クビ ２３１．８

１１ アキノランラン 牝３芦 ５４ 太宰 啓介穐吉 正孝氏 牧田 和弥 新冠 競優牧場 ４４２± ０１：００．３１� １４．２�
８１４ キョウワパフューム 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４４２＋ ４１：００．４� ４３．８�
７１２ サクラレインボー 牡３芦 ５６ 小島 太一さくらコマース小島 太 新冠 川上牧場 ４４４－ ６１：００．５� ６２．９�
４６ ボーフォート 牡３栗 ５６ 川田 将雅小田 吉男氏 坂口 正則 新ひだか 仲野牧場 ４８２＋１０１：００．８２ ２５．２�
３３ メイショウザイラー 牡３栗 ５６ 安藤 光彰松本 好雄氏 増本 豊 浦河 岡部牧場 ４６８＋ ２１：０１．１２ ２９５．８�
６１０ スウェアトウショウ 牝３鹿 ５４ 大下 智トウショウ産業 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３６ ―１：０６．１大差 １５３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０８８，０００円 複勝： ４５，４４１，２００円 枠連： ８，２７７，８００円

馬連： ３３，６２７，９００円 馬単： ２５，８８８，５００円 ワイド： １６，１４３，４００円

３連複： ４７，８９２，６００円 ３連単： ８６，８４２，３００円 計： ２７９，２０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２８０円 � １１０円 � ６００円 枠 連（２－３） １，０３０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２，２２０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，２９０円 ３ 連 単 ��� ３２，７４０円

票 数

単勝票数 計 １５０８８０ 的中 � １２４２５（３番人気）
複勝票数 計 ４５４４１２ 的中 � ２３７５７（３番人気）� ２５６５６９（１番人気）� ９２１２（６番人気）
枠連票数 計 ８２７７８ 的中 （２－３） ５９８１（３番人気）
馬連票数 計 ３３６２７９ 的中 �� ２４３５５（３番人気）
馬単票数 計 ２５８８８５ 的中 �� ６２１９（９番人気）
ワイド票数 計 １６１４３４ 的中 �� １０９４１（３番人気）�� １６４５（２０番人気）�� ５６７９（６番人気）
３連複票数 計 ４７８９２６ 的中 ��� ８２４８（１１番人気）
３連単票数 計 ８６８４２３ 的中 ��� １９５８（８７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．５―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３４．１―４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーイスマイル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１０．１７ 京都４着

２００８．４．１生 牡３黒鹿 母 イーグルバクシンオ 母母 マ リ キ ー タ ８戦１勝 賞金 １０，１６０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 スウェアトウショウ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 シゲルコモン号の騎手藤懸貴志は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スウェアトウショウ号は，平成２３年９月１３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） ６頭 エドモンドシチー号・タムロプリンセス号・ビハク号・フジマサフローラ号・マウントフジ号・ルッケリ号

第４回　小倉競馬　第５日



２３０５１ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

１１ ピクシープリンセス 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４± ０２：０２．２ ３．４�

７１４ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ８２：０２．３� ２．９�
７１５ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４３６－ ６ 〃 クビ ５．５�
８１７ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ 赤木高太郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４４０＋ ８２：０２．６１� ２９．７�
１２ ブライトメッセージ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６ 〃 クビ １６．４�
８１８ ロ ゼ ブ ル ー 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �ブルーマネジメント武 宏平 新ひだか 加野牧場 ４４８± ０２：０２．７クビ １４．０	
２４ マ ギ ス ト ラ 牝３鹿 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４３６－ ８２：０２．９１� ５．９

６１２ パンドラクラウン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ ５４．６�
７１３ ウエスタンジェミー 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４４８＋ ４２：０３．４３ １８４．２�
４８ メイショウレーザー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 林 孝輝 ４２８－ ２２：０３．７１� ５９．０
４７ カフェドフレール 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 優作吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４７６＋２０２：０３．９１ １６５．３�
５９ ライトアップゲラン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 白井牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ １９６．４�

３６ チュウワプリンセス 牝３青鹿 ５４
５１ ▲森 一馬中西 忍氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４－ ２２：０４．２２ ４６．９�
２３ マーブルハート 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４３８－ ２２：０４．３� １０２．１�
３５ テイエムセーラー 牝３栗 ５４ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４６８－ ４２：０４．５１� ２０７．２�
５１０ ライブリアンジェロ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５０４－ ６ 〃 クビ ３２３．３�
８１６ プレザントブルー 牝３栗 ５４ 幸 英明 �ブルーマネジメント加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 ４３０± ０２：０４．７１� ２７５．４�
６１１ ブルーパメラ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋 誠次 ４４２－ ６ 〃 クビ ４３６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，９０６，３００円 複勝： ２４，１８１，７００円 枠連： １１，２２２，５００円

馬連： ３０，７１４，１００円 馬単： ２２，４１０，５００円 ワイド： １５，３０７，０００円

３連複： ４６，９０９，２００円 ３連単： ７５，２４７，３００円 計： ２３９，８９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（１－７） ２８０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ４４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ３，５１０円

票 数

単勝票数 計 １３９０６３ 的中 � ３３０９５（２番人気）
複勝票数 計 ２４１８１７ 的中 � ５１９８７（２番人気）� ５７３４４（１番人気）� ３６０５０（３番人気）
枠連票数 計 １１２２２５ 的中 （１－７） ２９６００（１番人気）
馬連票数 計 ３０７１４１ 的中 �� ４９０９０（１番人気）
馬単票数 計 ２２４１０５ 的中 �� １７８５０（２番人気）
ワイド票数 計 １５３０７０ 的中 �� ２０５１９（１番人気）�� ７６０６（５番人気）�� １２０８３（２番人気）
３連複票数 計 ４６９０９２ 的中 ��� ３７２００（２番人気）
３連単票数 計 ７５２４７３ 的中 ��� １５８４９（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．４―１３．２―１２．８―１３．０―１２．０―１１．７―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．９―３６．３―４９．５―１：０２．３―１：１５．３―１：２７．３―１：３９．０―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ピクシープリンセス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１４着

２００８．５．６生 牝３鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves ３戦１勝 賞金 ６，０００，０００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。
（非当選馬） １頭 シゲルカカリチョウ号

２３０５２ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５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 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：０７．１良

１１ リアルヴィクトリー 牡６鹿 ６０ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８０－ ２３：１１．５ ２．９�

７９ エルジャンクション �５鹿 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ６ 〃 クビ １０．２�
６７ メイショウサンドラ 牝５鹿 ５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 赤田牧場 ４７２＋２８３：１１．６� ５７．２�
５６ フォルテベリーニ 牡９栗 ６２ 植野 貴也 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５２２＋１０３：１１．９１� ４．７�
７１０ リバーキャッスル 牝６栗 ５８ 田村 太雅河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４４２－ ２３：１２．４３ １３．８�
２２ エーシンダードマン 牡７青鹿６０ 西谷 誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５１２＋ ８３：１２．８２� ４．２	
６８ マッキーケインズ 牡６栗 ６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２４＋ ８３：１３．０１� ４６．５

４４ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４８２＋ ８３：１３．４２� ４０．１�
８１２ スリーラスカル 牡６黒鹿６０ 熊沢 重文永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８６＋１２３：１３．５� ５．８�
５５ ゴールドヘラクレス 牡６栗 ６０ 横山 義行居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４９８＋２０３：１５．３大差 ２９．０
３３ テイエムブユウデン 牡４鹿 ６０ 難波 剛健竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４５６± ０３：１５．５１� ８８．０�
８１１ スリーアトラス 牡８栗 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６４＋ ２３：２１．３大差 １２５．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，４６７，８００円 複勝： １３，３７２，８００円 枠連： ８，９８２，８００円

馬連： ２４，３８２，０００円 馬単： １９，５３８，９００円 ワイド： １１，１４９，６００円

３連複： ３９，７８０，３００円 ３連単： ６６，６３１，４００円 計： １９４，３０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � １，０００円 枠 連（１－７） ８６０円

馬 連 �� １，８７０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ２，３２０円 �� ４，５７０円

３ 連 複 ��� ２２，８７０円 ３ 連 単 ��� ９６，８００円

票 数

単勝票数 計 １０４６７８ 的中 � ２８７７８（１番人気）
複勝票数 計 １３３７２８ 的中 � ３５５４８（１番人気）� １０９０５（５番人気）� ２５０６（９番人気）
枠連票数 計 ８９８２８ 的中 （１－７） ７７７７（４番人気）
馬連票数 計 ２４３８２０ 的中 �� ９６６５（７番人気）
馬単票数 計 １９５３８９ 的中 �� ５４１９（１２番人気）
ワイド票数 計 １１１４９６ 的中 �� ４４４６（８番人気）�� １１５７（２６番人気）�� ５７７（３８番人気）
３連複票数 計 ３９７８０３ 的中 ��� １２８４（６３番人気）
３連単票数 計 ６６６３１４ 的中 ��� ５０８（２５８番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５４．７－３F ４１．５
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�
７＝９，４＝１２－１－８（６，１０，２）－５，３＝１１
７－９，４＝１２，１－６，８，１０－２＝５＝３＝１１

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

勝馬の
紹 介

リアルヴィクトリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００７．７．８ 函館４着

２００５．４．９生 牡６鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood 障害：７戦２勝 賞金 ２７，６８０，０００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。
（非当選馬） １頭 マックスチャンプ号



２３０５３ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５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

１１ ゴールデンムーン 牝２栗 ５４ 武 豊�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４４８ ―１：０９．４ ５．４�

３５ ビキニブロンド 牝２黒鹿５４ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４４４ ― 〃 クビ １．６�

５８ オレニホレルナヨ 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９８ ―１：０９．６１� ４．８�
５９ カシノチャーム 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４６４ ―１：１０．１３ ８２．７�
２２ シゲルミカン 牝２栗 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４７２ ―１：１０．２� ２２．８�
６１１ テイエムアピール 牝２青鹿５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 山口 義彦 ４６２ ― 〃 ハナ ２５７．２	
７１２ エリアコンプリート 牡２栗 ５４ 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 ４４８ ― 〃 同着 １０．７

４７ メイショウヒショウ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４５０ ―１：１０．４１� ２０６．４�
２３ ユウキタカラオー 牡２栗 ５４ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４７０ ―１：１０．６１� ２６１．２�
８１５ コウユーサクラサク 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦加治屋康雄氏 領家 政蔵 日高 浜本 幸雄 ４１４ ― 〃 クビ １１２．２
４６ スマイリングノート 牝２黒鹿５４ 浜中 俊有限会社シルク村山 明 安平 追分ファーム ４８６ ―１：１１．４５ ２７．２�
７１３ メイショウバクフウ 牡２栗 ５４ 小牧 太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大道 秀男 ４７２ ―１：１１．７２ ５１．１�
８１４ スペクトルジーン 牡２黒鹿５４ 幸 英明�樽さゆり氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４８６ ―１：１１．９１� ２２４．４�
６１０ ヒシタイトル 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４７４ ―１：１２．１１� １１４．９�
３４ アイファーペルラン 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 ４２４ ― 〃 クビ ３５５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，２１１，７００円 複勝： ３１，６６３，９００円 枠連： ９，１５５，２００円

馬連： ３５，０５０，６００円 馬単： ２９，９６１，３００円 ワイド： １６，５３４，６００円

３連複： ４７，９９３，７００円 ３連単： ９４，０５３，６００円 計： ２８５，６２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－３） ４３０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４００円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２１１７ 的中 � ３１０２５（３番人気）
複勝票数 計 ３１６６３９ 的中 � ４３３６８（２番人気）� １５４９８６（１番人気）� ４０７８５（３番人気）
枠連票数 計 ９１５５２ 的中 （１－３） １６０５９（２番人気）
馬連票数 計 ３５０５０６ 的中 �� ５８０１１（２番人気）
馬単票数 計 ２９９６１３ 的中 �� １９２４７（５番人気）
ワイド票数 計 １６５３４６ 的中 �� ２１３５９（２番人気）�� ８２９２（４番人気）�� ２７４６９（１番人気）
３連複票数 計 ４７９９３７ 的中 ��� ６０１１６（１番人気）
３連単票数 計 ９４０５３６ 的中 ��� １９９３９（６番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．９―１１．２―１１．８―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．７―３３．９―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ア サ テ ィ ス 初出走

２００９．３．３０生 牝２栗 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０５４ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

１２ バーガンディミック 牡３栗 ５６ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４２８＋ ２１：４６．９ ５．１�

４７ サンダーストラック 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ １０．６�
６１１ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６ 幸 英明土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３２＋ ２１：４７．８５ ８３．８�
８１６ スマートアルタス 牡３栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４５６－ ４１：４７．９クビ ９．４�
４８ メイショウホウユウ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ５２２± ０１：４８．１１ ６．４�
７１４ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 赤木高太郎木本 弘孝氏 高野 友和 浦河 	原 敏明 ４８２± ０１：４８．３１� １４２．３

５９ ピ ュ カ ー ロ 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－ ８１：４８．７２� ５．８�

６１２ タマモマーブル 牡３栗 ５６
５５ ☆川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４８０± ０１：４８．８クビ ４．４�

３５ アキュートバイオ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二バイオ� 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９４± ０ 〃 ハナ ２１．２
３６ ヴァリエンテ 牡３黒鹿５６ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 出羽牧場 ４５２－２４１：４９．０１� １１６．２�
７１３ キョウワオリオン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ９８．４�
２４ エイユームーン 牡３黒鹿５６ 小牧 太笹部 義則氏 飯田 雄三 新冠 川上 悦夫 ４４８＋１６ 〃 クビ １９７．３�
２３ グローバルチャージ 牡３芦 ５６

５３ ▲花田 大昂�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 B４７０－ ８１：４９．８５ ２０７．８�
８１５ クラッタリング 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２ 〃 クビ １３９．２�
５１０ リッカシャイニー 牡３鹿 ５６ 北村 友一立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４９６－ ４１：５１．９大差 １３２．８�
１１ スズカゴルゴ 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４４６＋ ２１：５４．２大差 ５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３９２，１００円 複勝： ２７，１１４，３００円 枠連： １２，２９４，７００円

馬連： ３５，０８９，４００円 馬単： ２３，７９８，４００円 ワイド： １６，９８５，５００円

３連複： ５１，６６４，０００円 ３連単： ７５，１２０，１００円 計： ２５６，４５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２４０円 � ３５０円 � ２，９４０円 枠 連（１－４） ５６０円

馬 連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ９，７１０円 �� １５，９３０円

３ 連 複 ��� ６３，０３０円 ３ 連 単 ��� ３０８，０００円

票 数

単勝票数 計 １４３９２１ 的中 � ２２６３９（２番人気）
複勝票数 計 ２７１１４３ 的中 � ３５８３１（３番人気）� ２０８１０（７番人気）� １９８４（１２番人気）
枠連票数 計 １２２９４７ 的中 （１－４） １６３６０（１番人気）
馬連票数 計 ３５０８９４ 的中 �� １１８７８（１１番人気）
馬単票数 計 ２３７９８４ 的中 �� ４５２４（１９番人気）
ワイド票数 計 １６９８５５ 的中 �� ５５１１（１１番人気）�� ４１８（５４番人気）�� ２５４（８６番人気）
３連複票数 計 ５１６６４０ 的中 ��� ６０５（１１２番人気）
３連単票数 計 ７５１２０１ 的中 ��� １８０（５４１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．６―４２．４―５５．２―１：０７．８―１：２０．５―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

バーガンディミック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１０．９．５ 札幌１０着

２００８．５．３０生 牡３栗 母 シ ー タ 母母 Bemissed ７戦１勝 賞金 ６，２７０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 エイユームーン号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 エイユームーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカゴルゴ号は，平成２３年９月１３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 ヒルノカヴール号



２３０５５ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第７競走 ��１，２００�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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ ヴィヴァヴォーチェ 牝３黒鹿 ５４
５２ △国分 優作 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０－ ６１：０８．５ ３．０�

１２ マルブツファイト 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三大澤 毅氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６６＋ ６ 〃 クビ １３．４�

５１０ サンライズサルーテ 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４３４－ ４１：０８．６� ４．４�

４８ メモリービジュアル 牝３栗 ５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 B４７４－ ６１：０９．０２� １８．７�
７１４ セイシュンノヒビ 牝３鹿 ５４ 小牧 太小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２６－ ２１：０９．２１ １８．３�
４７ オ フ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ４４．０�
７１５ ハリエットビート 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦門野 重雄氏 吉田 直弘 新ひだか 原口牧場 ３８６－ ４１：０９．４１� １２１．３�
５９ サツマフラワー 牝３栗 ５４ 小坂 忠士蛭川 年明氏 鈴木 孝志 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４８６－１４１：０９．５クビ ２０８．４	
３６ バノックバーン 牡３栗 ５６ 北村 友一 
キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ５０２－１０ 〃 アタマ ９．５�
２３ エーシンハクレイ 牡３芦 ５６ 和田 竜二�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ５０４－ ４１：０９．６� ７．２
８１８ サクラエボル 牝３栗 ５４ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５８± ０ 〃 アタマ ６．７�
７１３ アドマイヤシェマカ 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４３２－１０１：１０．０２� ５１．６�
６１２ ビットビット 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４３６－ ８１：１０．１クビ ２５５．９�
８１６ フラムティード 牝３鹿 ５４ 酒井 学前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：１０．４１� ２８．８�
６１１ シルクユージー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦有限会社シルク清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４１８－１８１：１０．５� ２６７．２�
３５ リアリーサムシング 牡３栗 ５６ 熊沢 重文吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４７２＋ ２ 〃 ハナ ９０．７�
８１７ ロッキーラクーン 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３２－１０１：１０．９２� ２９３．５�
１１ エスタンシア 牡３栗 ５６ 大下 智橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４６６－１６１：１１．１１� ７０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，２３６，８００円 複勝： ２７，０３４，７００円 枠連： １３，０４２，４００円

馬連： ３９，０００，４００円 馬単： ２５，４００，０００円 ワイド： １８，１１９，７００円

３連複： ５６，３０６，０００円 ３連単： ８４，０４３，１００円 計： ２７９，１８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � １６０円 枠 連（１－２） １，１５０円

馬 連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ３，２６０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ３２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� １７，１２０円

票 数

単勝票数 計 １６２３６８ 的中 � ４２７１４（１番人気）
複勝票数 計 ２７０３４７ 的中 � ６４３１１（１番人気）� １７６５０（５番人気）� ４８０００（２番人気）
枠連票数 計 １３０４２４ 的中 （１－２） ８３９８（４番人気）
馬連票数 計 ３９０００４ 的中 �� １３６００（６番人気）
馬単票数 計 ２５４０００ 的中 �� ５７５１（１１番人気）
ワイド票数 計 １８１１９７ 的中 �� ５９１１（６番人気）�� １５９６９（１番人気）�� ５１０２（７番人気）
３連複票数 計 ５６３０６０ 的中 ��� １６１１５（３番人気）
３連単票数 計 ８４０４３１ 的中 ��� ３６２５（２６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．９―１１．２―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．５―４４．７―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．０
３ ・（４，８，１４）１０（７，１８）９，２（３，１３，１６）１５，５（６，１２）１１，１７＝１ ４ ４（８，１０，１４）（７，９，１８）－２（１３，１６）（３，１５）６－（５，１２）１１－１７－１

勝馬の
紹 介

ヴィヴァヴォーチェ �
�
父 アルカセット �

�
母父 Diktat デビュー ２０１１．４．３ 阪神１２着

２００８．３．１６生 牝３黒鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk ７戦１勝 賞金 ６，７２０，０００円
〔その他〕 フラムティード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フラムティード号は，平成２３年９月１３日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キクノルナ号

２３０５６ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

５１０ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４８４± ０１：４５．８ ６５．２�

５９ プリティカポレイ 牝４鹿 ５５ 小牧 太横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５０－ ８１：４６．１２ ２．５�
４７ エルメスグリーン 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ ９．７�
２３ ラブソネット 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：４６．２� ６７．０�
７１４ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５４－ ２１：４６．５１� １７９．１�
１２ ランブリングローズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋１０１：４６．６� ７．４�
２４ � コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ４０．１	
１１ キクノレジーナ 牝３青 ５２ 渡辺 薫彦菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４５２＋２８１：４６．７� ６３．１

３５ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８０± ０１：４７．１２� １５２．６�

８１６ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４６４＋ ６１：４７．２� ２．６�
３６ オデットシチー 牝５黒鹿５５ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４９８＋ ４１：４７．３クビ １２６．３
７１３� クリノソーニャ 牝６鹿 ５５

５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４５０＋ ２１：４７．５１ １９５．２�
６１１ ネオイユドゥレーヌ 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９６＋２０１：４７．８２ ２１５．４�
４８ ピアノボレロ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３４± ０１：４７．９� １０１．７�
６１２ メイショウボヌス 牝４栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４９２＋ ４１：４８．０クビ １２．３�
８１５ オークヒルパーク 牝３黒鹿５２ 北村 友一宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ２７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４２４，５００円 複勝： ４６，００８，７００円 枠連： １３，７７６，８００円

馬連： ５１，０８６，１００円 馬単： ３３，７６０，５００円 ワイド： ２３，７４０，９００円

３連複： ７３，３０３，７００円 ３連単： １２５，９６９，８００円 計： ３８９，０７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，５２０円 複 勝 � ７８０円 � １６０円 � ３５０円 枠 連（５－５） ４，０９０円

馬 連 �� ４，３１０円 馬 単 �� １６，３００円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� ３，９１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １１，２７０円 ３ 連 単 ��� １２３，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２１４２４５ 的中 � ２５９０（９番人気）
複勝票数 計 ４６００８７ 的中 � １１９２９（６番人気）� １０６０２１（２番人気）� ３０８９２（４番人気）
枠連票数 計 １３７７６８ 的中 （５－５） ２４８６（１２番人気）
馬連票数 計 ５１０８６１ 的中 �� ８７５８（１３番人気）
馬単票数 計 ３３７６０５ 的中 �� １５２９（３９番人気）
ワイド票数 計 ２３７４０９ 的中 �� ３９７２（１２番人気）�� １４２１（３５番人気）�� １０９３８（５番人気）
３連複票数 計 ７３３０３７ 的中 ��� ４８０４（３３番人気）
３連単票数 計１２５９６９８ 的中 ��� ７５０（２７４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．３―４３．３―５５．９―１：０８．０―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウエイテンプウ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Rubiano デビュー ２００８．９．２０ 阪神３着

２００６．４．２９生 牝５鹿 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy ３０戦２勝 賞金 ３４，０４０，０００円
※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 パミーナ号・ペパーミントラヴ号



２３０５７ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第９競走 ��２，０００�
ひ こ さ ん

英 彦 山 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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

８９ ナムラオウドウ 牡３黒鹿５４ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４４２＋ ２２：００．１ ２．１�

８８ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４７６＋１０ 〃 クビ ７．６�
６６ ハンドインハンド 牡３青鹿５４ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３２－ ４２：００．２� ５．４�
１１ タマモグランプリ �４鹿 ５７ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３０－ ２２：００．４１� ３．４�
３３ マイネルヴァルム 牡３青鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４４６＋ ８２：００．７１� １２．０�
５５ � クレバーオペラ 牝４青鹿５５ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４１２－ ６２：０１．１２� ８５．９	
４４ エクセレントブルー 牝３鹿 ５２ 武 豊 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 ４５６＋１４ 〃 ハナ ２１．６

７７ ホークウィンザー 牡６芦 ５７ 国分 恭介小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４４８－ ４２：０１．６３ ６８．７�
２２ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５００± ０２：０２．５５ １２３．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２４，２３２，１００円 複勝： ３３，１３３，４００円 枠連： １１，９２４，１００円

馬連： ５５，２３３，５００円 馬単： ４０，７１２，２００円 ワイド： ２１，０７８，１００円

３連複： ７０，２２７，０００円 ３連単： １８２，６０１，４００円 計： ４３９，１４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（８－８） ７９０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３００円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� ４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２４２３２１ 的中 � ９１９１１（１番人気）
複勝票数 計 ３３１３３４ 的中 � ９８８５７（１番人気）� ５１４０３（３番人気）� ４７３７６（４番人気）
枠連票数 計 １１９２４１ 的中 （８－８） １１１９１（３番人気）
馬連票数 計 ５５２３３５ 的中 �� ５４９０３（３番人気）
馬単票数 計 ４０７１２２ 的中 �� ２８４８０（３番人気）
ワイド票数 計 ２１０７８１ 的中 �� ２０４１０（３番人気）�� １８２０９（５番人気）�� ９６６４（７番人気）
３連複票数 計 ７０２２７０ 的中 ��� ４０４９６（４番人気）
３連単票数 計１８２６０１４ 的中 ��� ３０６９８（１４番人気）

ハロンタイム １１．９―１２．２―１２．０―１２．８―１２．３―１２．０―１１．７―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．９―２４．１―３６．１―４８．９―１：０１．２―１：１３．２―１：２４．９―１：３６．４―１：４８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラオウドウ 
�
父 チーフベアハート 

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神６着

２００８．５．３０生 牡３黒鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ ７戦２勝 賞金 １８，７５２，０００円

２３０５８ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�

や は た

八 幡 特 別
発走１５時００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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３３ ルアーズストリート 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４６－ ８１：０７．７ ２．９�

１１ エイシンフェアリー 牝５栗 ５５ 浜中 俊平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ
ングシステム B４５２－ ８１：０７．８� ８．４�

８９ ダノンカスガ 牡４青鹿５７ 熊沢 重文�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８８－ ８１：０７．９クビ ５．８�
６６ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５４ 武 豊尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４９４－ ４１：０８．１１� １８．６�
５５ マルブツサバンナ 牡３栗 ５４ 幸 英明大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ５３２－ ２１：０８．２� ２１．８�
８８ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５４ 川田 将雅渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ３．８�
４４ リッカスウィープ 牡４鹿 ５７ 小牧 太立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４７６－ ６１：０８．３クビ ７．４	
７７ ヒカリトリトン 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ８．７

２２ トーワテレサ 牝４青 ５５ 高倉 稜齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４３８＋２０１：０８．９３� １０６．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，１１７，３００円 複勝： ４１，３８４，６００円 枠連： １６，９６３，９００円

馬連： ７４，０７８，４００円 馬単： ４９，１１２，７００円 ワイド： ２５，３８７，９００円

３連複： ８８，４６５，０００円 ３連単： ２００，０２２，２００円 計： ５２１，５３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（１－３） １，２７０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ３１０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ８，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２６１１７３ 的中 � ７１３６９（１番人気）
複勝票数 計 ４１３８４６ 的中 � １０３４４０（１番人気）� ３８２３７（６番人気）� ６３２２５（３番人気）
枠連票数 計 １６９６３９ 的中 （１－３） ９９１６（６番人気）
馬連票数 計 ７４０７８４ 的中 �� ４５５７８（４番人気）
馬単票数 計 ４９１１２７ 的中 �� １８３０８（５番人気）
ワイド票数 計 ２５３８７９ 的中 �� １４２７２（６番人気）�� ２１８４０（２番人気）�� ８１３８（１１番人気）
３連複票数 計 ８８４６５０ 的中 ��� ３５６６０（５番人気）
３連単票数 計２０００２２２ 的中 ��� １６７５２（１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．８―１０．８―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．４―４４．２―５５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルアーズストリート �

父 キングカメハメハ �


母父 Cozzene デビュー ２００９．１２．２０ 阪神５着

２００７．４．１１生 牝４鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla １２戦２勝 賞金 ２１，３４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２３０５９ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�九州スポーツ杯

発走１５時３５分 （芝・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
東京スポーツ新聞社賞（１着）

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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２３ エクスペディション 牡４栗 ５７ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６－ ２１：４６．１ １．８�

５８ カネトシディオス 牡４黒鹿５７ 川田 将雅兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４０＋ ２１：４６．７３� ８．０�
１１ メイショウカンパク 牡４黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ６１：４６．９１� ９．４�
７１２ セイクリッドセブン 牡４栗 ５７ 熊沢 重文 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０１：４７．１１� １１．１�
３４ � ハギノアスラン 	７鹿 ５７ 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：４７．３１
 ２８２．５�
８１４ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５５ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ １０６．０�
８１５ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４２８－ ８１：４７．４� ６８．０	
６１１ メイショウナルト 牡３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５２＋１０ 〃 ハナ ３．７

４７ ブルーモーリシャス 牡５青鹿５７ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８０＋１６１：４７．６１
 ６０．１�
２２ ジャングルストーン 牡５栗 ５７ 国分 恭介 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４－ ６１：４８．０２� ２３７．０�
６１０ セ ン ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４８０－１０ 〃 アタマ ３８８．６
５９ フラッパーウィング 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５０± ０１：４８．１� ２５．９�
４６ サクラオールイン 牡８黒鹿５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４８６－ ２１：４８．３１� ３０２．７�
３５ オカゲサマデ 牝５鹿 ５５ 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７０＋１４１：４８．４� ３０６．０�
７１３ ドリームガードナー 牡６栗 ５７ 和田 竜二セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４５６－ ８１：４９．６７ １７３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５３，８４６，６００円 複勝： １０１，６６３，９００円 枠連： ３９，８６６，５００円

馬連： １８７，１１６，４００円 馬単： １２０，４７３，４００円 ワイド： ６０，２４６，７００円

３連複： ２４０，３８６，４００円 ３連単： ５５７，０１８，０００円 計： １，３６０，６１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ５５０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ３５０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� ５，９７０円

票 数

単勝票数 計 ５３８４６６ 的中 � ２４０４８０（１番人気）
複勝票数 計１０１６６３９ 的中 � ５３４５０２（１番人気）� ９３９１１（３番人気）� ６５３６３（５番人気）
枠連票数 計 ３９８６６５ 的中 （２－５） ５３６３６（２番人気）
馬連票数 計１８７１１６４ 的中 �� １７７０８８（２番人気）
馬単票数 計１２０４７３４ 的中 �� ８３６７５（３番人気）
ワイド票数 計 ６０２４６７ 的中 �� ５０１９０（２番人気）�� ４４６５６（４番人気）�� １７２２６（１０番人気）
３連複票数 計２４０３８６４ 的中 ��� １０４８４３（６番人気）
３連単票数 計５５７０１８０ 的中 ��� ６８８９０（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．１―５９．２―１：１１．５―１：２２．８―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクスペディション �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．７．１０ 阪神２着

２００７．５．１７生 牡４栗 母 ビ ー モ ル 母母 Bemis Heights １０戦４勝 賞金 ５８，４７９，０００円

２３０６０ ８月１３日 晴 良 （２３小倉４）第５日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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 � バトルドンジョン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４７０＋ ２１：４５．４ １２．４�

７１３ スカイスクレイパー 牡３栗 ５４ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋ ２１：４５．６１� ２．１�
３６ � テーオーマグナム 牡６鹿 ５７ 武 豊小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４１：４６．１３ １２．０�
８１６ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９２＋ ４１：４６．２クビ ４４．９�
２４ メイショウイッシン 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５０６＋ ４１：４６．３� ５．５�
６１２ ロングメダル 牡３鹿 ５４ 北村 友一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム ５０６－ ２１：４６．５１� ２３．０�
８１５ ビーチランデブー 牡４黒鹿５７ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：４６．６クビ ８．３	
１１ エーシンギガウイン 牡３鹿 ５４ 浜中 俊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５１６＋ ４１：４６．７� １４．４

６１１ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９６＋ ４ 〃 クビ １６３．４�
２３ エリモサプライズ �４鹿 ５７ 和田 竜二山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５３６－ ２１：４７．１２� ３３．３�
５９ オーミフォレスト 牡４栗 ５７ 安藤 光彰岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 清水 克則 B４８４＋ ４１：４７．２� ４３９．０
５１０ マイネルガネーシャ 牡３栗 ５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ８１．７�
１２ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦内藤 耕造氏 清水 久詞 新ひだか 原口フアーム ４４８－ ２１：４７．３クビ ５１７．１�
４７ エイシンワールド 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文平井 豊光氏 坂口 正則 新ひだか 嶋田牧場 ４４０－ ２１：４７．６１	 ３４６．７�
７１４ ク ロ ガ ネ 牡４芦 ５７ 幸 英明橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 笠松牧場 ４８４－ ４１：４７．８１� ８．５�
４８ ウイントランザム 牡４鹿 ５７

５５ △国分 優作�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４６６＋ ２１：４９．２９ ２１３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，３６４，８００円 複勝： ５１，４８４，７００円 枠連： ２５，３０１，０００円

馬連： ９７，３１９，５００円 馬単： ５８，０７５，８００円 ワイド： ３７，９１７，５００円

３連複： １２９，１９４，４００円 ３連単： ２５５，０１４，２００円 計： ６８５，６７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（３－７） ５３０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，７６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� ３３，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３１３６４８ 的中 � １９９５４（６番人気）
複勝票数 計 ５１４８４７ 的中 � ３５４８８（５番人気）� ２００３８９（１番人気）� ３３２３６（６番人気）
枠連票数 計 ２５３０１０ 的中 （３－７） ３５５３７（２番人気）
馬連票数 計 ９７３１９５ 的中 �� ５１９７５（６番人気）
馬単票数 計 ５８０７５８ 的中 �� １２０２６（１１番人気）
ワイド票数 計 ３７９１７５ 的中 �� １９１３５（６番人気）�� ４８８５（１９番人気）�� ２０７００（４番人気）
３連複票数 計１２９１９４４ 的中 ��� ２１１４５（１４番人気）
３連単票数 計２５５０１４２ 的中 ��� ５６８２（１１１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．７―１２．３―１２．５―１２．１―１２．３―１３．０―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．８―４２．１―５４．６―１：０６．７―１：１９．０―１：３２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バトルドンジョン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００７．４．１２生 牡４栗 母 グラヴィール 母母 クライングフォーモア １０戦１勝 賞金 １４，９５０，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フリーアズアバード号



（２３小倉４）第５日 ８月１３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

１８２，１００，０００円
３，２１０，０００円
３，２６０，０００円
１，１８０，０００円
１７，２７０，０００円
５９，９５３，５００円
５，１２８，４００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
２５６，６９２，３００円
４５７，９０４，２００円
１８０，６７６，７００円
６８５，９３４，４００円
４６５，９７７，２００円
２７４，５５９，１００円
９２９，２９９，５００円
１，８５８，４１２，８００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 ５，１０９，４５６，２００円

総入場人員 ７，１０９名 （有料入場人員 ６，３２７名）


