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２３０６１ ８月１４日 曇 良 （２３小倉４）第６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

５１０ カノヤミノリ 牡２芦 ５４ 佐藤 哲三神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５０＋ ２１：０９．５ １．３�

７１４ ドナメデューサ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４８０＋ ２１：０９．７１� ５．２�
１１ アクアブルーライト 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４７８＋ ２１：０９．８� ２１．８�
４８ ミヤジチョビ 牡２栗 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 ４６４－１０１：１０．０１� ８．６�
３６ デンコウベリル 牡２芦 ５４

５３ ☆松山 弘平田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４７６－ ８１：１０．２１� ５５．０�
２４ クールラオウ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ４９４－ ６１：１０．５１� ７２．１�
６１１ サンマルリジイ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４７２± ０ 〃 クビ ３７．６�
３５ クリノカリスマ 牡２鹿 ５４ 幸 英明栗本 博晴氏 武田 博 日高 豊田田村牧場 ４７８＋ ２１：１０．６� ４３．８	
２３ テイエムキモシタ 牝２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４０８± ０１：１０．７� ５０２．６

１２ カシノチョッパー 牡２黒鹿５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４５８－ ２ 〃 クビ １１１．４�
４７ クラウンビースト 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４３０－ ６１：１０．８クビ １５４．５�
８１６ テイエムアバレッケ 牡２鹿 ５４ 田村 太雅竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４５６－ ２１：１１．２２� ４７４．７
５９ カシノブローチ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 新保 孝一 ４２０＋ ４ 〃 ハナ ５６１．０�
８１５ マコトアプサラス 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦尾田左知子氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４２４± ０１：１１．５１� １１０．１�
６１２ シゲルバナナ 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 大橋 勇樹 様似 清水スタッド ４４０＋ ２１：１１．８１� ３６０．６�
７１３ クニノカンタロー 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４３２－ ４１：１２．１２ ２５１．９�
８１７ ミライダクリチャン 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文栗本 博晴氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 B４４２± ０１：１３．２７ ５３６．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １４，０９４，４００円 複勝： ５３，０６２，７００円 枠連： ９，４９５，４００円

馬連： ３０，３４２，３００円 馬単： ２７，５９３，３００円 ワイド： １３，８２４，９００円

３連複： ４４，６５５，１００円 ３連単： ９０，９８０，２００円 計： ２８４，０４８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � ３７０円 枠 連（５－７） ２５０円

馬 連 �� ２２０円 馬 単 �� ３００円

ワ イ ド �� １４０円 �� ５４０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ３，１７０円

票 数

単勝票数 計 １４０９４４ 的中 � ８７８９７（１番人気）
複勝票数 計 ５３０６２７ 的中 � ４０８７８１（１番人気）� ５１０３４（２番人気）� ８３２５（４番人気）
枠連票数 計 ９４９５４ 的中 （５－７） ２８０４８（１番人気）
馬連票数 計 ３０３４２３ 的中 �� １０２３１１（１番人気）
馬単票数 計 ２７５９３３ 的中 �� ６９２６３（１番人気）
ワイド票数 計 １３８２４９ 的中 �� ３５３７２（１番人気）�� ５１００（４番人気）�� ２８７１（１１番人気）
３連複票数 計 ４４６５５１ 的中 ��� ２３６０５（３番人気）
３連単票数 計 ９０９８０２ 的中 ��� ２１２１７（７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．３―１１．８―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．６―４５．４―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カノヤミノリ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．７．２ 京都５着

２００９．４．１３生 牡２芦 母 カノヤロマン 母母 シルバーナイキ ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミライダクリチャン号は，平成２３年１０月１４日まで平地競走に出走できない。
※シゲルバナナ号・テイエムキモシタ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２３０６２ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２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 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

５７．７
５７．７

重

重

６９ ジ ェ ノ ア 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４３６－１２１：００．３ ４．５�

７１１ エーシンブランコス 牡２芦 ５４ 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ３９８－ ４１：００．４� ２０．６�
６１０ ゴーイングストーン 牡２栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４５０± ０１：００．５クビ ５．７�
８１４ ラーゼンマイスター 牝２芦 ５４ 北村 友一近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４６２－ ２１：００．８２ ６．２�
３４ コウセイコタロウ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ １１．６�
２２ シゲルホシガキ 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 武岡農場 ４６０＋ ４１：０１．０１ ５０．６�
４６ シゲルアーモンド 牡２青 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５０６± ０ 〃 クビ １０９．７	
５８ シゲルキョホウ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 ４７０＋ ４１：０１．１クビ ２．５�
４５ シゲルナツメ 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４６４－ ４１：０１．２� １１５．４�
５７ コウエイチャンス 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６０＋ ２１：０１．５２ ２００．２
８１３ シゲルココナッツ 牡２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 様似 スイートフアーム ４４８－ ８１：０１．６� １８１．７�
７１２ エーシンスイアブ 牝２鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 ４８８－１０１：０２．２３� ９．９�
３３ デンタルボーイ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４７６＋１４１：０２．５２ １４８．５�
１１ コトノクリチャン 牝２栗 ５４ 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４３６＋ ２ （競走中止） ４９８．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，７７４，３００円 複勝： ２３，５０６，２００円 枠連： ９，６２１，５００円

馬連： ３１，５３７，８００円 馬単： ２３，１３９，１００円 ワイド： １４，３８３，７００円

３連複： ４７，９７５，１００円 ３連単： ７６，２６１，１００円 計： ２３９，１９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ６５０円 � ２００円 枠 連（６－７） １，０４０円

馬 連 �� ４，５７０円 馬 単 �� ８，２５０円

ワ イ ド �� １，９３０円 �� ５６０円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� １０，２１０円 ３ 連 単 ��� ５０，８５０円

票 数

単勝票数 計 １２７７４３ 的中 � ２２６９２（２番人気）
複勝票数 計 ２３５０６２ 的中 � ３９３８７（２番人気）� ７３４５（７番人気）� ３４３６３（４番人気）
枠連票数 計 ９６２１５ 的中 （６－７） ６８９３（４番人気）
馬連票数 計 ３１５３７８ 的中 �� ５０９８（１６番人気）
馬単票数 計 ２３１３９１ 的中 �� ２０７２（３０番人気）
ワイド票数 計 １４３８３７ 的中 �� １７８０（１８番人気）�� ６８１３（６番人気）�� １５０２（２１番人気）
３連複票数 計 ４７９７５１ 的中 ��� ３４７０（２７番人気）
３連単票数 計 ７６２６１１ 的中 ��� １１０７（１４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．８―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．７―４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．４
３ ９（１２，１４）（５，８，１０）（４，６）－１３－１１（３，２）－７ ４ ９（１４，１０）８（１２，５）４，６，１１－（２，１３）－（３，７）

勝馬の
紹 介

ジ ェ ノ ア �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１１．７．２３ 京都３着

２００９．３．２１生 牝２鹿 母 ディスイズザライフ 母母 スターマイライフ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 エーシンブランコス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 コトノクリチャン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 エーシンブランコス号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 シゲルバナナ号

第４回　小倉競馬　第６日



２３０６３ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

１２ フクラムサイフ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９２＋ ４２：０２．７ １．８�

３５ レッドシェリフ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７８＋ ８２：０２．８� ５．４�
７１３ アスクドラゴン �３鹿 ５６ 小林慎一郎廣崎 利洋氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４２４＋ ２２：０３．１１� ３２３．１�
７１５ ミラクルペガサス �３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４９４－１０ 〃 クビ ９．４�
４７ メイショウスピード 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ４２：０３．２クビ １４０．６�
５９ ヒットナンバー 牡３栗 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７４－ ４ 〃 ハナ １２．４	
１１ テイエムライジン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B４３０－ ２ 〃 アタマ ３２．７

５１０ タカノコウモン 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４３０± ０２：０３．３� ４１．２�
８１８ メイショウハウル 牡３栗 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 新冠 北星村田牧場 ４８４＋ ２２：０３．５１� ２４．０�
４８ アドマイヤリボー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２２：０３．６クビ ４３．０
６１２ ホクセツタイガー 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ４４４＋ ６２：０３．８１� ２２．１�
３６ ニシノエクシード 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ３５．９�
２３ オーミリバティー 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４３８－１２ 〃 ハナ ６０１．３�
６１１ カシノダンガン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４７０＋ ２２：０４．０� ２７１．８�
８１７ メイショウウンゼン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３０＋ ２ 〃 アタマ ２７２．４�
７１４ クリールブリット 牡３栗 ５６ 武 豊横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 石田牧場 ４８８＋ ６２：０４．１� ４１．４�
８１６ ロングコウテイ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平中井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２４－ ４２：０４．２� ８７３．８�
２４ ポ レ モ ス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ４２：０４．７３ １１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４１２，６００円 複勝： ３５，７４０，１００円 枠連： １２，４００，４００円

馬連： ３６，１２３，９００円 馬単： ２８，９２９，５００円 ワイド： １７，８３０，８００円

３連複： ５２，８６２，２００円 ３連単： ８７，３８６，３００円 計： ２８６，６８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ３，４３０円 枠 連（１－３） ３８０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ７，５６０円 �� １５，０６０円

３ 連 複 ��� ３３，５５０円 ３ 連 単 ��� ６５，５４０円

票 数

単勝票数 計 １５４１２６ 的中 � ６９００７（１番人気）
複勝票数 計 ３５７４０１ 的中 � １８６９１７（１番人気）� ４００７６（２番人気）� １１２８（１５番人気）
枠連票数 計 １２４００４ 的中 （１－３） ２４６４８（１番人気）
馬連票数 計 ３６１２３９ 的中 �� ６４８１２（１番人気）
馬単票数 計 ２８９２９５ 的中 �� ３８１４０（１番人気）
ワイド票数 計 １７８３０８ 的中 �� ２４６８０（１番人気）�� ５０３（６１番人気）�� ２５１（８２番人気）
３連複票数 計 ５２８６２２ 的中 ��� １１６３（８４番人気）
３連単票数 計 ８７３８６３ 的中 ��� ９８４（１８９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．５―１２．９―１２．８―１２．４―１２．７―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３５．３―４８．２―１：０１．０―１：１３．４―１：２６．１―１：３８．３―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．６
１
３

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

２
４

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

フクラムサイフ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉４着

２００８．５．２１生 牡３鹿 母 ウ ソ ツ キ 母母 マザーテープ １０戦１勝 賞金 １１，８２０，０００円
〔制裁〕 ヒットナンバー号の調教師鈴木孝志は，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。
※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 キジトサルヲツレテ号・テイエムトマホーク号

２３０６４ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５９ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５４ 和田 竜二ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４８０± ０１：４８．２ ４．３�

８１６ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４８４－１０１：４８．８３� ２．９�
２４ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１２± ０１：４９．４３� ５５．４�
２３ プレシャスマリン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 B４７２＋ ４ 〃 クビ ４５．５�
６１２ ルクスヴェーラ 牝３青鹿５４ 北村 友一吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 ハナ １７．５�
１２ フェイスバンブー 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４３８＋ ２１：４９．５� １２．４	
８１５ キューダスバンブー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史�バンブー牧場 沖 芳夫 浦河 バンブー牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ３１．０

４７ スカイプラネット 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ４０４＋ ２１：４９．７１� １０．５�

６１１ アヴェネンテ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山本三津子氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４１４＋ ６１：４９．９１� ４０．１�
７１４ マライアバローズ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦猪熊 広次氏 野中 賢二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２ ―１：５０．０� ６４．５

４８ サンレイプレシャス 牝３黒鹿５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ ６．４�
７１３ クーファセミラミス 牝３栃栗５４ 酒井 学大迫久美子氏 藤沢 則雄 新冠 村上 欽哉 ４６０＋１２１：５０．３１� ６２．０�
３６ ゴールデンアスク 牝３鹿 ５４ 武 豊廣崎 利洋氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 ４３０± ０１：５０．４� ６．８�
３５ トウケイムーディ 牝３栗 ５４ 佐久間寛志木村 信彦氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本 智広 ４４４－ ７ 〃 ハナ ３７５．６�
５１０ オ ペ ラ ヒ メ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂廣嶋 誠二氏 須貝 尚介 新ひだか 漆原 一也 ４６０＋１６１：５１．９９ ４５２．８�
１１ ハリウッドサイン 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬有限会社シルク石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０± ０ （競走中止） １００．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８２２，５００円 複勝： ２１，９８８，９００円 枠連： １１，５２８，２００円

馬連： ３４，９５５，１００円 馬単： ２３，３２１，９００円 ワイド： １７，１４６，０００円

３連複： ５３，７１４，１００円 ３連単： ７５，７５１，６００円 計： ２５３，２２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ７３０円 枠 連（５－８） ４８０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，６３０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ７，８１０円 ３ 連 単 ��� ２６，６６０円

票 数

単勝票数 計 １４８２２５ 的中 � ２７２９０（２番人気）
複勝票数 計 ２１９８８９ 的中 � ４２３８５（２番人気）� ４５６６３（１番人気）� ５３４３（１０番人気）
枠連票数 計 １１５２８２ 的中 （５－８） １７７３１（１番人気）
馬連票数 計 ３４９５５１ 的中 �� ４４６４３（１番人気）
馬単票数 計 ２３３２１９ 的中 �� １６３４０（１番人気）
ワイド票数 計 １７１４６０ 的中 �� １６３９７（１番人気）�� ２３９３（１８番人気）�� １９００（２５番人気）
３連複票数 計 ５３７１４１ 的中 ��� ５０８１（２２番人気）
３連単票数 計 ７５７５１６ 的中 ��� ２０９７（６１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１２．４―１４．０―１３．６―１２．７―１１．９―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．５―４４．５―５８．１―１：１０．８―１：２２．７―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．３．５ 中山２着

２００８．３．１４生 牝３黒鹿 母 シーキングロイヤル 母母 Canoodling ６戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔競走中止〕 ハリウッドサイン号は，競走中に疾病〔寛骨複骨折〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
※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） ２頭 ゴッドフローラ号・マスコットウイング号
（非抽選馬） １頭 アイアンクリッパー号



２３０６５ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

３６ カイルアロマンス 牝２鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：５２．３ ５．３�

４８ ス タ リ ア 牝２鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦 H.H．シェイク・ハムダン 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２ ― 〃 クビ １２．３�
１２ ハンズアップ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６ ―１：５２．４クビ ３．６�
７１４ メイショウブシドウ 牡２青鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４４６ ― 〃 クビ ２．８�
５９ ツキミハナミ 牡２芦 ５４ 佐藤 哲三木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６０ ―１：５２．７２ ５１．５�
２３ サンライズシャトー 牡２栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６４ ―１：５２．９１� ５．５�
１１ ウィンドミルシチー 牡２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 三石ファーム ４４８ ―１：５３．０クビ ２６３．３	
６１１ ナンゴクユニバース 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 ４５６ ―１：５３．１� ３０４．２

２４ エーシンブラーヴァ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４２８ ― 〃 ハナ ２１．６�
４７ コスモブジー 牝２栗 ５４ 酒井 学 �ビッグレッドファーム 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４４０ ―１：５３．４２ １７１．２
５１０ ハッピーストーリー 牡２黒鹿５４ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 ５０６ ― 〃 クビ ６９．６�
６１２ ピコピコハンマー 牝２栗 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４４０ ―１：５３．６� ２２．０�
３５ ジョウショーキング 牡２青鹿５４ 赤木高太郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４５０ ―１：５３．７� １３６．６�
８１６ カネトシダイスター 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作兼松 利男氏 西浦 勝一 新ひだか 井高牧場 ４７８ ―１：５３．９１� ２６４．２�
７１３ トップイージス 牡２黒鹿５４ 和田 竜二�コオロ 境 直行 新冠 柏木 一則 ４８０ ―１：５４．６４ ４９．３�
８１５ オーミシャイン 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文岩� 僖澄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４５８ ―１：５４．９１� ４１０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３７５，０００円 複勝： ２３，６４６，１００円 枠連： １０，７７９，２００円

馬連： ３８，３０４，５００円 馬単： ２９，０５５，３００円 ワイド： １７，８１１，３００円

３連複： ５３，２３６，５００円 ３連単： ８５，６６６，６００円 計： ２７７，８７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（３－４） ２，８５０円

馬 連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ４７０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� ２３，０４０円

票 数

単勝票数 計 １９３７５０ 的中 � ２８９０２（３番人気）
複勝票数 計 ２３６４６１ 的中 � ３１７１７（３番人気）� １６４７４（５番人気）� ４９１５９（２番人気）
枠連票数 計 １０７７９２ 的中 （３－４） ２７９９（１２番人気）
馬連票数 計 ３８３０４５ 的中 �� １０４２６（９番人気）
馬単票数 計 ２９０５５３ 的中 �� ４４６０（１７番人気）
ワイド票数 計 １７８１１３ 的中 �� ４１７４（１１番人気）�� ９８８６（５番人気）�� ５２９７（１０番人気）
３連複票数 計 ５３２３６５ 的中 ��� １２０２２（９番人気）
３連単票数 計 ８５６６６６ 的中 ��� ２７４５（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．３―５０．４―１：０３．６―１：１６．０―１：２８．２―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．３
１
３

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

２
４

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

カイルアロマンス �
�
父 デュランダル �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

２００９．３．１３生 牝２鹿 母 タヤスロマンス 母母 スカーレットリボン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アイミーマイン号・ゴットコーズウェイ号・スナーククラウン号

２３０６６ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

６１１ サカジロロイヤル 牡３黒鹿 ５６
５４ △国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ４８６± ０１：０８．６ １．８�

７１５ エカルラート 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：０８．９２ ７．１�

５１０ マイネプルメリア 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４１６＋ ２１：０９．０� １４．４�

２４ アランドザワールド 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太 �グリーンファーム 藤岡 健一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４３０＋１６１：０９．２１� ４６．８�

８１８ テラノイーグル 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：０９．５１� ７１．８	

３６ アグネスクローバー 牝３栗 ５４ 浜中 俊渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４４８－ ２ 〃 クビ ４．２

１１ ラスティンメモリー 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４５４－ ８１：０９．６クビ ２０．１�
５９ タルトレット 牝３鹿 ５４ 小牧 太�藤原牧場 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４９０－ ６１：０９．７� ９．３�
４８ アオイシャトル 牡３栗 ５６ 熊沢 重文浅野多喜男氏 大橋 勇樹 様似 �村 伸一 ４４６－ ２１：１０．０２ １９８．３
７１３ ソングソングソング 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４１８＋ ８１：１０．１� ２５１．６�
２３ メイショウシャルム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松本 好�氏 本田 優 浦河 辻 牧場 ５２０± ０１：１０．５２� １１５．６�
６１２ テイエムロックダン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 バンダム牧場 ４７８＋１２１：１０．７１� ５６．９�
８１６ ニホンピロナナコ 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 浦河 ミルファーム ４１６＋ ６ 〃 アタマ ３７１．０�
３５ アスタープリンセス 牝３芦 ５４ 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 ４１６＋ ２１：１０．９１� ３３８．０�
１２ ミ セ ス ボ ス 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介��昭牧場 武田 博 浦河 高昭牧場 ４４８＋ ８１：１１．２２ ２７７．９�
４７ コウユーエルザ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜加治屋康雄氏 大根田裕之 日高 浜本 幸雄 ４５２± ０１：１１．５２ ３５５．１�
８１７ ドリームアーサー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也セゾンレースホース� 中村 均 新冠 松浦牧場 ５３６－１２１：１１．７１� ２７９．６�
７１４ シュンメイモン 牝３黒鹿５４ 野元 昭嘉井門 昭二氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ４４０＋ ４１：１８．１大差 １１７．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８５２，７００円 複勝： ２５，１１６，９００円 枠連： １０，２７７，９００円

馬連： ３７，７５２，１００円 馬単： ２８，３０９，６００円 ワイド： １７，４７３，３００円

３連複： ５１，４７９，４００円 ３連単： ９０，００３，８００円 計： ２７７，２６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（６－７） ６４０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ４２０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ５，６１０円

票 数

単勝票数 計 １６８５２７ 的中 � ７４５１９（１番人気）
複勝票数 計 ２５１１６９ 的中 � １０２１７９（１番人気）� ３２０７９（３番人気）� １６２６９（５番人気）
枠連票数 計 １０２７７９ 的中 （６－７） １１９１８（３番人気）
馬連票数 計 ３７７５２１ 的中 �� ４５８０１（２番人気）
馬単票数 計 ２８３０９６ 的中 �� ２４８９１（３番人気）
ワイド票数 計 １７４７３３ 的中 �� １７４０８（２番人気）�� １０３８４（５番人気）�� ３６０７（１２番人気）
３連複票数 計 ５１４７９４ 的中 ��� ２０３６４（５番人気）
３連単票数 計 ９０００３８ 的中 ��� １１８５３（１３番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．６―１１．２―１１．５―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．３―３３．５―４５．０―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロロイヤル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１６ 京都１６着

２００８．４．１０生 牡３黒鹿 母 ジ ャ ミ ー ラ 母母 ケ ロ メ ロ ８戦１勝 賞金 ９，９５０，０００円
〔制裁〕 エカルラート号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６番・１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュンメイモン号は，平成２３年９月１４日まで平地競走に出走できない。

ドリームアーサー号は，平成２３年１０月１４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 アサヒチェリー号・クリノハマナス号・シンゼンバイロン号



２３０６７ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６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

６１２ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６
５４ △国分 優作後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４６４＋１０１：４８．６ ２．０�

８１５ モータウンサウンド 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８８－ ４ 〃 クビ ４．８�
５９ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４３２± ０１：４８．９１� ８．９�
１２ サンライズスター 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B４６２－ ２１：４９．０� １８．８�
６１１ ストリートマジック 牡３鹿 ５６ 浜中 俊幅田 京子氏 藤原 英昭 浦河 バンダム牧場 ４３０＋ ６１：４９．２１� ４．３�
７１３ マイネクラレット 牝３栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 大典牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １６．７	
８１６ サンライズアポロン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：４９．３� ４６．８

１１ ユウターチェイサー 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４５６＋１２１：４９．９３� １４５．０�
５１０ プリティスカイ 牝３鹿 ５４ 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４６６＋ ４１：５０．８５ ２４５．８�
３５ メイショウツルギ �３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 和子氏 飯田 明弘 新ひだか 寺越 政幸 ４５４－ ２１：５１．４３� ２６８．５
４８ スズカキーストン 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 B４８８＋ ２１：５１．７２ １０４．２�
２４ シゲルフクシュニン 牝３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 ワールドファーム ４７２－ ６１：５１．９１	 １５２．９�
２３ テイエムマジョ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４２４＋ ２１：５２．０� ４６．４�
４７ メイショウトカチ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B４８８－ ２１：５２．２１� ２３８．８�
７１４ ファランギース 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３２＋ ６１：５２．４１	 ２１８．９�
３６ カシノリミテッド 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４２８± ０１：５３．８９ ７５１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０２４，０００円 複勝： ３１，８８０，１００円 枠連： １２，７７０，８００円

馬連： ４０，２０６，５００円 馬単： ３１，２８８，３００円 ワイド： １９，２２３，０００円

３連複： ５６，３４６，５００円 ３連単： １０２，５８０，４００円 計： ３１２，３１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ３２０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ４４０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ４，０８０円

票 数

単勝票数 計 １８０２４０ 的中 � ７２８１５（１番人気）
複勝票数 計 ３１８８０１ 的中 � １４１２２６（１番人気）� ３６８１７（３番人気）� ２５０４９（４番人気）
枠連票数 計 １２７７０８ 的中 （６－８） ３０００９（１番人気）
馬連票数 計 ４０２０６５ 的中 �� ６９３７０（２番人気）
馬単票数 計 ３１２８８３ 的中 �� ３３８３４（２番人気）
ワイド票数 計 １９２２３０ 的中 �� ２３５６５（２番人気）�� １０５１０（５番人気）�� ５７６３（１０番人気）
３連複票数 計 ５６３４６５ 的中 ��� ２７６０５（４番人気）
３連単票数 計１０２５８０４ 的中 ��� １８５７３（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３５．７―４７．９―１：００．４―１：１２．６―１：２４．４―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
１
３
３，１４，１５，１０（１２，１３）９（５，６）１，１６，２，１１－４，７，８・（３，１４）１５（１０，１２，１３）（９，１６）（１，６，１１）（２，５）＝（４，７，８）

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

勝馬の
紹 介

ゴットラウディー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１．２２ 京都７着

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ソフトパイン 母母 Ladyago １０戦１勝 賞金 １３，９７０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノリミテッド号は，平成２３年１０月１４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 シャイニンオーラ号
（非抽選馬） ５頭 オースミラバー号・グレイレジェンド号・マスターイーグル号・マールート号・メイケイダンサー号

２３０６８ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第８競走 ��
��１，０００�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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１４� オールブランニュー 牝５黒鹿５５ 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 ４６０± ０ ５８．３ １３．５�

７１２� ウエストハーバー 牡３栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５０８＋１０ ５８．５１ ７．６�
７１１ ビップセンノセン 牝３黒鹿 ５２

５１ ☆国分 恭介鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ ８５．４�
３４ キョウエイカルラ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７６＋ ４ ５８．７１	 ３．６�
８１３ ホーマンルッツ 牡３栗 ５４ 川田 将雅久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４２± ０ ５８．９１	 ２３．４�
５７ マッキンリー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ ８．４�
３３ ル ー ニ ー 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 日高 森永 直幸 ４７２－ ６ ５９．１１	 ３３．９	
４５ � ホクザンアロマ 牝４栗 ５５ 赤木高太郎木本 弘孝氏 境 直行 浦河 
原 敏明 ４５２－ ２ ５９．３１
 ９４．１�
２２ デンコウウインディ 牝４芦 ５５ 武 幸四郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４９８± ０ 〃 アタマ ２０９．０�
５８ ワンダービーナス 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８２± ０ ５９．４クビ ２．７
４６ ヤマニンフリアンド 牝４青鹿 ５５

５３ △国分 優作土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５８＋１４ ５９．６１
 ３３５．１�
１１ タムロガッツ 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也谷口 屯氏 西園 正都 新冠 小田 健一 ４７２－ ６ ５９．８１	 １９４．６�
６９ � リアライズナラック 牝３鹿 ５２ 武 豊�リアライズ 森 秀行 米 Emilie G.

Fojan ４９４＋ ４１：０１．０７ ２９．２�
６１０� アテーナーズブレス 牝３鹿 ５２ 北村 友一中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm ４５８± ０ 〃 アタマ ７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１２，３００円 複勝： ３８，３０３，４００円 枠連： １４，７５１，８００円

馬連： ５６，６２９，７００円 馬単： ３７，４５７，９００円 ワイド： ２４，７８４，０００円

３連複： ８１，７８５，０００円 ３連単： １２７，７４８，４００円 計： ４０６，６７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ３５０円 � ３２０円 � １，７００円 枠 連（７－８） ２，０３０円

馬 連 �� ５，５６０円 馬 単 �� １１，２８０円

ワ イ ド �� １，６３０円 �� ６，１８０円 �� ５，５６０円

３ 連 複 ��� ８３，６００円 ３ 連 単 ��� ４８８，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１２３ 的中 � １４８０８（６番人気）
複勝票数 計 ３８３０３４ 的中 � ３０５２７（６番人気）� ３５１４７（４番人気）� ５１２５（１０番人気）
枠連票数 計 １４７５１８ 的中 （７－８） ５３７５（９番人気）
馬連票数 計 ５６６２９７ 的中 �� ７５１９（２１番人気）
馬単票数 計 ３７４５７９ 的中 �� ２４５１（３８番人気）
ワイド票数 計 ２４７８４０ 的中 �� ３８４０（１９番人気）�� ９７５（４６番人気）�� １０８６（４３番人気）
３連複票数 計 ８１７８５０ 的中 ��� ７２２（１２７番人気）
３連単票数 計１２７７４８４ 的中 ��� １９３（６９８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．４―３３．５―４５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オールブランニュー �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Gone West

２００６．５．１２生 牝５黒鹿 母 ニューデイダウニング 母母 Courtney’s Day １６戦１勝 賞金 １８，２７０，０００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 ガッチリガッチリ号



２３０６９ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

く に さ き

国 東 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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１０ タムロスカイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８２± ０１：５０．２ １．５�

５５ デンコウジュピター 牡３鹿 ５４ 北村 友一田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５００＋１２１：５０．４１ ２３．７�
６６ シーキングフェイム 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １６．１�
８９ トップシャイン 牡３鹿 ５４ 和田 竜二�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２１．８�
３３ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５２ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４９２± ０１：５０．５� １５．８�
２２ アドマイヤバートン 牡３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：５０．７１� ５．５	
７７ マイティースコール 牡３栗 ５４ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ２１：５０．９１� ７．１

４４ 	 ハギノスピリッツ 牡４鹿 ５７ 幸 英明日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４６８＋ ４１：５１．７５ １１４．５�
１１ 	 メイショウキルター 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 日高 日西牧場 ４９０－ ５１：５２．５５ １５６．１�
７８ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５２ 武 豊小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４３２＋ ４１：５３．４５ ４６．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，９７４，１００円 複勝： １０３，８６５，７００円 枠連： １４，９２７，４００円

馬連： ７０，９５３，７００円 馬単： ５９，７９３，３００円 ワイド： ２７，４９０，５００円

３連複： ８４，３４２，４００円 ３連単： ２３３，０９６，２００円 計： ６２４，４４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４４０円 � ２９０円 枠 連（５－８） １，４６０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ３２０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� １２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２９９７４１ 的中 � １６３８８４（１番人気）
複勝票数 計１０３８６５７ 的中 � ７６４５１３（１番人気）� １９６９７（７番人気）� ３４０８８（５番人気）
枠連票数 計 １４９２７４ 的中 （５－８） ７５４９（７番人気）
馬連票数 計 ７０９５３７ 的中 �� ３６５９４（６番人気）
馬単票数 計 ５９７９３３ 的中 �� ２１４７４（８番人気）
ワイド票数 計 ２７４９０５ 的中 �� １２９３７（７番人気）�� ２３６１４（３番人気）�� ２９２３（２２番人気）
３連複票数 計 ８４３４２４ 的中 ��� １５１３９（１５番人気）
３連単票数 計２３３０９６２ 的中 ��� １３９３８（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３８．７―５１．４―１：０３．６―１：１６．０―１：２７．５―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タムロスカイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 セ ク レ ト デビュー ２００９．１１．８ 京都２着

２００７．５．８生 牡４栗 母 タムロチェリー 母母 ミスグローリー ２０戦３勝 賞金 ６２，７１９，０００円

２３０７０ ８月１４日 晴 良 （２３小倉４）第６日 第１０競走 ��
��１，７００�

み や ざ き

宮 崎 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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２３ アイファーソング 牡３青鹿５４ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４８４＋１２１：４５．５ ４．６�

７１２� エーシンマダムジー 牝５栗 ５５ 川田 将雅�栄進堂 松元 茂樹 米 Winches-
ter Farm ４８０± ０１：４５．８１� ７．８�

１１ 	 テーオーエンジェル 牝６栗 ５５ 藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４６２－１２１：４６．３３ １９０．１�
２２ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４８２± ０１：４６．４クビ １５１．０�
５８ ナリタカービン 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５１２－１２１：４６．５� １２．６�
３５ ライコウテンユウ 牡６栗 ５７ 和田 竜二内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２２± ０１：４６．６� ５４．６�
３４ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５４ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００± ０１：４６．８１
 ９．１	
５９ タガノジョーカー 牝４栗 ５５ 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４６２＋ ２１：４７．１１� ４．８

８１４ テ ツ キ セ キ 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４４＋ ４１：４７．２� １４．３�
８１５	 キモンレッド 牝３栗 ５２ 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４５０＋ ６１：４７．３
 ５６．９�
４７ マルタカタキオン 牡８栗 ５７ 佐久間寛志國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ４９４－１０ 〃 アタマ １１７．１
６１１ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：４７．４クビ ３．０�
６１０	 ユウキアックン 牡６栗 ５７ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４９４＋ ２１：４７．９３ ３３．１�
４６ � ティズインパルス 牡８鹿 ５７ 松山 弘平鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.

Crane Jr. ４９０＋ ６１：４９．０７ ３２６．９�
７１３ カリスマサンスカイ 牡３鹿 ５４ 熊沢 重文畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５０４－ ２ 〃 クビ ３５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３６６，８００円 複勝： ４６，８８３，２００円 枠連： ２２，１４７，１００円

馬連： １１６，４０８，８００円 馬単： ６３，６４５，４００円 ワイド： ３７，８２２，１００円

３連複： １４０，７３０，４００円 ３連単： ２５８，１６５，４００円 計： ７１６，１６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２１０円 � ２７０円 � ４，１３０円 枠 連（２－７） １，２６０円

馬 連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ８，５５０円 �� １４，９９０円

３ 連 複 ��� １１９，８００円 ３ 連 単 ��� ４１２，４００円

票 数

単勝票数 計 ３０３６６８ 的中 � ５２１９４（２番人気）
複勝票数 計 ４６８８３２ 的中 � ７２２１８（３番人気）� ４８９１５（４番人気）� ２２９０（１４番人気）
枠連票数 計 ２２１４７１ 的中 （２－７） １３０４１（６番人気）
馬連票数 計１１６４０８８ 的中 �� ４１３３４（８番人気）
馬単票数 計 ６３６４５４ 的中 �� １３９６９（１１番人気）
ワイド票数 計 ３７８２２１ 的中 �� １２１７７（８番人気）�� １０５８（５９番人気）�� ６０１（７７番人気）
３連複票数 計１４０７３０４ 的中 ��� ８６７（１８４番人気）
３連単票数 計２５８１６５４ 的中 ��� ４６２（７８２番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１２．４―１３．４―１２．４―１１．９―１１．７―１２．４―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．５―４３．９―５６．３―１：０８．２―１：１９．９―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

アイファーソング �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１３着

２００８．３．２１生 牡３青鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー ６戦３勝 賞金 ２９，２６４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。

１レース目



２３０７１ ８月１４日 曇 良 （２３小倉４）第６日 第１１競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，２００�第４６回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，２２．８．１４以降２３．８．７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

テレビ西日本賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１５ トウカイミステリー 牝５栗 ５２ 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４６２＋１８１：０７．２ １７．０�

４８ エーシンリジル 牝４鹿 ５３ 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４７４＋１６１：０７．３� ４．４�
３６ エーシンヴァーゴウ 牝４栗 ５５．５ 田辺 裕信�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ３．１�
２３ テイエムオオタカ 牡３鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４８０± ０１：０７．４� ７．１�
５１０ ヘッドライナー �７鹿 ５８ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ １５．５�
７１３ サンダルフォン 牡８鹿 ５７ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３６－ ２１：０７．５� １２．８	
１１ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ４９ 国分 優作小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５６± ０１：０７．６� ２６．１

３５ スカイノダン 牝５黒鹿５３ 浜中 俊江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ２１：０７．７クビ ８．４�
５９ タマモナイスプレイ 牡６黒鹿５７ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８６＋ ８１：０７．８� ９．６�
６１２ タニノスバル 牝５芦 ４８ 難波 剛健谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ２３５．５
７１４ スズカコーズウェイ 牡７栗 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７４－１６ 〃 クビ ３５．９�
６１１ メモリアルイヤー 牝３栗 ４８ 水口 優也西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７０－ ２ 〃 ハナ ４７．１�
８１６ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５０ 国分 恭介泉 一郎氏 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９２＋ ６１：０８．０１� ５９．１�
１２ シゲルキョクチョウ 牡３鹿 ５２ 高倉 稜森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４６０＋ ４１：０８．３１� ４４．４�
２４ マルブツイースター 牡６鹿 ５２ 赤木高太郎大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６６－１４１：０９．１５ １２３．６�
４７ テイエムキューバ 牡３栗 ４８ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４７０＋ ８１：０９．７３� １３９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０８，３３０，０００円 複勝： １４４，７６７，９００円 枠連： ９１，９６２，４００円

馬連： ４７５，１９８，９００円 馬単： ２４９，３４８，９００円 ワイド： １４９，６４９，６００円

３連複： ６８１，５８２，１００円 ３連単： １，３２９，５８１，０００円 計： ３，２３０，４２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ３７０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（４－８） ２，８００円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ８，２５０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� １，４００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ４，８３０円 ３ 連 単 ��� ３９，２５０円

票 数

単勝票数 計１０８３３００ 的中 � ５０４９８（８番人気）
複勝票数 計１４４７６７９ 的中 � ７６４２５（７番人気）� ２３９４１５（２番人気）� ３１４２８４（１番人気）
枠連票数 計 ９１９６２４ 的中 （４－８） ２４２９５（１３番人気）
馬連票数 計４７５１９８９ 的中 �� １１７０７６（１０番人気）
馬単票数 計２４９３４８９ 的中 �� ２２３１４（３３番人気）
ワイド票数 計１４９６４９６ 的中 �� ３７２９８（９番人気）�� ２４８０９（１６番人気）�� ９７５６６（１番人気）
３連複票数 計６８１５８２１ 的中 ��� １０４１４６（１３番人気）
３連単票数 計１３２９５８１０ 的中 ��� ２５００１（１０７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．０―１０．６―１１．１―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．８―３２．４―４３．５―５４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイミステリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Forest デビュー ２００８．１０．１２ 京都６着

２００６．５．１０生 牝５栗 母 タイキミステリー 母母 Certain Secret ２２戦６勝 賞金 １２８，１２７，０００円
〔制裁〕 テイエムオオタカ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔その他〕 テイエムオオタカ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

２３０７２ ８月１４日 曇 良 （２３小倉４）第６日 第１２競走 ��１，２００�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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２２ マックスバローズ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ
ファーム ４７４－ ４１：０７．９ ２．２�

５６ スズカサクセス 牡４鹿 ５７
５５ △国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４７４－ ４１：０８．３２� ５２．９�

８１３ ガールズストーリー 牝３黒鹿５２ 酒井 学吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１４－ ２ 〃 ハナ ４．７�
６９ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５２ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４９２－１６１：０８．６１� １００．１�
６８ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４７８± ０１：０８．７クビ ２３．８�
７１１ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲水口 優也井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４０８± ０１：０９．０２ ２３４．６�
８１２ コーストバンクシア 牡４鹿 ５７ 小牧 太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５２２＋１０ 〃 ハナ ２７．５�
５７ マルカレガート 牡６鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介河長産業	 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ １７６．４

４４ エナジーハート 牝４鹿 ５５ 川田 将雅	グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４２－ ６１：０９．１� ４．８�
７１０ アドマイヤオンリー 牝４芦 ５５ 和田 竜二近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６＋１２１：０９．２クビ １９．７�
３３ ヒカリゴールド 牡３黒鹿５４ 浜中 俊	ヒカリクラブ 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ６．６
４５ � エルウェーオージャ 牡３青 ５４ 太宰 啓介雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４６０－１０１：０９．３� ２２．１�
１１ � ブリタニアブルー 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志 	ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ８１：１０．４７ １６２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，７５５，０００円 複勝： ４４，６６７，５００円 枠連： ２５，１５６，５００円

馬連： １００，３０６，８００円 馬単： ６４，３７４，８００円 ワイド： ３５，５０７，５００円

３連複： １３１，７９４，８００円 ３連単： ２８０，２７５，７００円 計： ７１８，８３８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ５３０円 � １６０円 枠 連（２－５） ４，０６０円

馬 連 �� ６，７３０円 馬 単 �� ９，６８０円

ワ イ ド �� １，４７０円 �� ２６０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ６，３００円 ３ 連 単 ��� ４１，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３６７５５０ 的中 � １３６８４６（１番人気）
複勝票数 計 ４４６６７５ 的中 � １１２１０５（１番人気）� １４４０１（８番人気）� ８５０６０（２番人気）
枠連票数 計 ２５１５６５ 的中 （２－５） ４５７５（１４番人気）
馬連票数 計１００３０６８ 的中 �� １１０１３（２１番人気）
馬単票数 計 ６４３７４８ 的中 �� ４９１０（３２番人気）
ワイド票数 計 ３５５０７５ 的中 �� ５３７１（１９番人気）�� ４１６８８（１番人気）�� ３２３１（２６番人気）
３連複票数 計１３１７９４８ 的中 ��� １５４６３（２１番人気）
３連単票数 計２８０２７５７ 的中 ��� ４９６８（１２８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１０．７―１１．３―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３２．８―４４．１―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マックスバローズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Zafonic デビュー ２００９．１２．５ 阪神１着

２００７．２．２４生 牡４栗 母 カ ー メ リ タ 母母 Silver Lane １２戦２勝 賞金 ２６，３００，０００円

４レース目



（２３小倉４）第６日 ８月１４日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２２１，１００，０００円
１，０９０，０００円
７，２００，０００円
１，７８０，０００円
２０，９５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，３８３，０００円
５，０３０，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３４１，９９３，７００円
５９３，４２８，７００円
２４５，８１８，６００円
１，０６８，７２０，１００円
６６６，２５７，３００円
３９２，９４６，７００円
１，４８０，５０３，６００円
２，８３７，４９６，７００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 ７，６２７，１６５，４００円

総入場人員 １３，７６３名 （有料入場人員 １２，４６２名）


