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２２１０９ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０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

２２ スクワドロン 牡２芦 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：０８．６ １．９�

５６ シゲルホウオウザ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ９．６�
８１２ サンセットスカイ 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７６＋１０１：０８．８１� ７．０�
８１１ ドントタッチミー 牡２鹿 ５４ 川須 栄彦山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 ４４４－ ６１：０８．９クビ ９．５�
６７ アーマークラッド 牡２栗 ５４ 太宰 啓介吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－１２１：０９．０� １２．３�
５５ セイントデジタル 牝２栗 ５４ 川田 将雅中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４８－ ２１：０９．２１� ５．４�
１１ エヴリシーズン 牡２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４１６－ ２１：０９．４１� ４０．３	
３３ ランドボイジャー 牡２栗 ５４ 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 ４４４－ ２１：０９．８２� １４７．７

６８ シゲルワシザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 ４６２＋ ６１：１０．０１� １６．５�
４４ カシノリュウセイ 牡２黒鹿５４ 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 野村 正 ４４０＋１０１：１０．１� ３７３．７�
７９ カシノビッグベン 牡２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４９４＋１２１：１０．２� ２４２．１
７１０ シゲルサンカクザ 牡２栗 ５４

５１ ▲中井 裕二森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 中央牧場 ４１２＋ ２１：１０．６２� ３５２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，０８０，０００円 複勝： ２９，９３５，５００円 枠連： ９，８９５，７００円

馬連： ３０，８４４，２００円 馬単： ２５，５０６，５００円 ワイド： １６，３４９，４００円

３連複： ４８，３７０，０００円 ３連単： ９１，４２５，６００円 計： ２６７，４０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（２－５） ３７０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３００円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ５，４６０円

票 数

単勝票数 計 １５０８００ 的中 � ６４６２３（１番人気）
複勝票数 計 ２９９３５５ 的中 � １０６１４８（１番人気）� ２６３９７（４番人気）� ３６７８７（３番人気）
枠連票数 計 ９８９５７ 的中 （２－５） １９７６０（２番人気）
馬連票数 計 ３０８４４２ 的中 �� ２９１２３（３番人気）
馬単票数 計 ２５５０６５ 的中 �� １６７１７（３番人気）
ワイド票数 計 １６３４９４ 的中 �� １４６４７（３番人気）�� １４７６１（２番人気）�� ４３０４（１３番人気）
３連複票数 計 ４８３７００ 的中 ��� ２１９９２（７番人気）
３連単票数 計 ９１４２５６ 的中 ��� １２３７４（１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．７―１１．６―１１．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スクワドロン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１２．７．２１ 中京１４着

２０１０．５．３生 牡２芦 母 ホワットケイティーディド 母母 Katies ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

２２１１０ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

３６ キタサンパイロット 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 ４７４＋ ６１：４８．４ ５．２�

４８ テイエムアピール 牝３青鹿５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 山口 義彦 ４４６－ ２ 〃 クビ ２５．３�
４７ ロードアーク 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 日高 中川 浩典 B４９４－ ２１：４８．６１� ７８．２�
７１４ ヒデノクーザ 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 神垣 道弘 ４４８－ ２１：４８．７� ３１１．０�
２４ ヤマニンフルーリー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ６１：４８．８� ６９．７�
６１１ ジョヴァンニ 牡３栗 ５６ 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１６＋ ４１：４９．０１� ３．６	
７１３ エールビスティー 牡３青鹿５６ 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２６± ０ 〃 ハナ ９．４

２３ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８ 〃 クビ ３．８�
５９ メイショウゲンカイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８＋ ８１：４９．１クビ １３５．０�
１１ ホッコーキンツル 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 ４４０± ０１：４９．２� ６．２
５１０ エスケイヒーロー 牡３芦 ５６ 国分 恭介廣嶋 誠二氏 中尾 秀正 日高 春木 昭雄 ４８２－ ６１：４９．３� １１．４�
８１６	 リトルリスキー 牝３鹿 ５４ 北村 友一�ダイリン 大久保龍志 英 Aston

House Stud ４２６± ０ 〃 クビ ２３．７�
３５ 	 アンエイディッド 牝３青鹿５４ 田中 健�大樹ファーム 浅見 秀一 英 Eurostrait

Ltd ４３０＋ ９１：４９．４クビ １４４．０�
８１５ エイトバイテン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�野 葉子氏 梅田 智之 新冠 中央牧場 ４６６＋ ７１：４９．７１� ４９０．０�
１２ タニノチャーチル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０８＋１２１：５０．１２� ３１．８�
６１２ クレールドリュヌ 牝３栗 ５４ 小牧 太 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 ４５０＋１２１：５４．６大差 １２８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７９８，３００円 複勝： ２６，６７４，４００円 枠連： ９，１８１，４００円

馬連： ３３，６７１，６００円 馬単： ２４，０４８，５００円 ワイド： １７，７０８，８００円

３連複： ５０，９６７，１００円 ３連単： ７６，２２６，５００円 計： ２５３，２７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � ６４０円 � １，７８０円 枠 連（３－４） ４，２２０円

馬 連 �� ５，８８０円 馬 単 �� ９，５８０円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� ３，９８０円 �� ９，１８０円

３ 連 複 ��� ６１，５７０円 ３ 連 単 ��� ２８７，０２０円

票 数

単勝票数 計 １４７９８３ 的中 � ２２４６２（３番人気）
複勝票数 計 ２６６７４４ 的中 � ４２３７９（２番人気）� ９９７５（８番人気）� ３３２１（１２番人気）
枠連票数 計 ９１８１４ 的中 （３－４） １６０８（２０番人気）
馬連票数 計 ３３６７１６ 的中 �� ４２２７（２１番人気）
馬単票数 計 ２４０４８５ 的中 �� １８５３（３４番人気）
ワイド票数 計 １７７０８８ 的中 �� ２７２８（１７番人気）�� １０８９（３６番人気）�� ４６７（６２番人気）
３連複票数 計 ５０９６７１ 的中 ��� ６１１（１３１番人気）
３連単票数 計 ７６２２６５ 的中 ��� １９６（６０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３７．２―４９．８―１：０２．０―１：１３．５―１：２４．９―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．９
１
３

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

２
４

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

キタサンパイロット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１２．１．１４ 小倉４着

２００９．４．７生 牡３鹿 母 キタサンオウシャン 母母 Kitasan Dream ７戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔騎手変更〕 バーニングジール号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔制裁〕 ジョヴァンニ号の騎手浜中俊は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番・３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレールドリュヌ号は，平成２４年９月２６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キワミ号・スケルツァンド号・マイネルコンキスタ号・メイショウタマモ号・ラムドレーヌ号
（非抽選馬） ２頭 シゲルヒメリンゴ号・ネオアレクサンドラ号

第２回 小倉競馬 第10日



２２１１１ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４８ スノーレガーロ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４０－１０１：４７．４ ５３．１�

７１４ カプリッチレット 牝３栗 ５４ 北村 友一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４６６＋ ８ 〃 ハナ １７．８�
３６ メイショウアレーナ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４２０＋ ６１：４８．１４ ２９．４�
３５ フェアリーロンド 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９２＋ ２１：４８．２� ７．０�
７１３ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４９０＋ ６１：４８．３� ６．１�
６１２ ワンサイドゲーム 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ８１：４８．９３� ４２．１�
４７ ゴールデンドロップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�大北牧場 高野 友和 浦河 大北牧場 ３９４＋ ２ 〃 クビ ８０．６	
８１６ サイレンスドリーム 牝３鹿 ５４ 酒井 学藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４６０＋ ４１：４９．２１� １４０．７

８１５ タイキベイビー 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B４２６± ０１：４９．３� ５６．５�

５１０ カノヤベッピンサン 牝３黒鹿５４ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４２８－１０１：４９．４クビ １５７．２�
２４ ロンダドール 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：４９．５� １０．７
６１１ メイショウキヨヒメ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 村下 明博 ４４２＋ ４１：５０．２４ ２４８．４�
５９ エーシンルミナス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６０± ０１：５０．５１� １．５�
２３ イ ロ ッ ポ イ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 ４６４＋ ２１：５１．８８ ２４９．９�
１１ クラウンミストラル 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂矢野 悦三氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４７６± ０１：５２．０１ ６５４．７�
１２ ヴォルカニックヒル 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信吉田 和美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム ４５０－１４１：５３．６１０ １１９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４３３，４００円 複勝： ５７，７１１，８００円 枠連： １２，０４４，９００円

馬連： ３５，８６５，１００円 馬単： ３３，３０５，５００円 ワイド： ２０，４３９，８００円

３連複： ５８，０１１，０００円 ３連単： １１６，３９９，４００円 計： ３５５，２１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３１０円 複 勝 � １，７４０円 � ７９０円 � ９８０円 枠 連（４－７） ５，５５０円

馬 連 �� ３０，９６０円 馬 単 �� ６５，０３０円

ワ イ ド �� ６，３００円 �� ７，４２０円 �� ２，８６０円

３ 連 複 ��� １３０，５３０円 ３ 連 単 ��� １，６２０，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２１４３３４ 的中 � ３１８５（８番人気）
複勝票数 計 ５７７１１８ 的中 � ８４９７（７番人気）� １９７３８（５番人気）� １５６５１（６番人気）
枠連票数 計 １２０４４９ 的中 （４－７） １６０３（１３番人気）
馬連票数 計 ３５８６５１ 的中 �� ８５５（３８番人気）
馬単票数 計 ３３３０５５ 的中 �� ３７８（７３番人気）
ワイド票数 計 ２０４３９８ 的中 �� ７９５（３９番人気）�� ６７４（４３番人気）�� １７８２（２４番人気）
３連複票数 計 ５８０１１０ 的中 ��� ３２８（１４５番人気）
３連単票数 計１１６３９９４ 的中 ��� ５３（１０７０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．２―４２．８―５５．３―１：０７．６―１：２０．５―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．８
１
３
９，１４，１３（４，１６）１２，６（２，８，１０）３（５，１５）－１１（１，７）・（９，１４）（４，１３）（１６，１２）（６，５）（８，１０）（１５，７）－（２，３，１１）＝１

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

勝馬の
紹 介

スノーレガーロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Capote デビュー ２０１１．１１．１９ 京都１１着

２００９．４．１生 牝３鹿 母 ドリータルボ 母母 Lochlin ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔騎手変更〕 スノーレガーロ号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため鮫島良太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォルカニックヒル号は，平成２４年９月２６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 ペッシュボンボン号

２２１１２ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０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７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：０７．１良

８９ コウエイキング �４鹿 ６０ 北沢 伸也西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋１０３：１１．３ ３．１�

３３ タガノバッチグー 牡６鹿 ６１ 中村 将之八木 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 ４５２± ０ 〃 アタマ ３．０�

４４ モズハリケーン 牡４栗 ６０ 林 満明北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５０８＋ ２３：１２．０４ ７．６�
１１ サトノケンオー �５栗 ６０ 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２３：１２．６３� １５．１�
２２ エイユーブラッサム 牡５鹿 ６０ 今村 康成笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６０－ ２３：１２．９２ １２．７�
６６ ボストンリョウマ 牡４青鹿６０ 難波 剛健ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２－ ８３：１３．８５ ５２．６�
５５ ウィルビーキング �８栗 ６０ 田村 太雅前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋ ６３：１５．９大差 ４６．６	
７７ フサイチアソート �７栗 ６０ 植野 貴也岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２３：１６．９６ ４．０

８８ トレジャーハント 牡６栗 ６０ 黒岩 悠 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５２０－ ２３：２３．０大差 ２７．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： １２，９６９，５００円 複勝： １７，１９２，０００円 枠連： ７，３７４，９００円

馬連： ２５，６３３，３００円 馬単： ２１，５４７，６００円 ワイド： １２，０８３，１００円

３連複： ４０，３５４，７００円 ３連単： ８７，５０３，４００円 計： ２２４，６５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（３－８） ４１０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ４３０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ３，８６０円

票 数

単勝票数 計 １２９６９５ 的中 � ３３３３５（２番人気）
複勝票数 計 １７１９２０ 的中 � ４５３５９（１番人気）� ３４８５３（２番人気）� ２０７４２（４番人気）
枠連票数 計 ７３７４９ 的中 （３－８） １３３１０（１番人気）
馬連票数 計 ２５６３３３ 的中 �� ３９６０１（１番人気）
馬単票数 計 ２１５４７６ 的中 �� １９０２２（１番人気）
ワイド票数 計 １２０８３１ 的中 �� １７４５５（１番人気）�� ６３２７（６番人気）�� ６９８８（５番人気）
３連複票数 計 ４０３５４７ 的中 ��� ２６８３７（３番人気）
３連単票数 計 ８７５０３４ 的中 ��� １６７５５（７番人気）

上り １マイル １：４５．１ ４F ５０．１－３F ３７．２
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイキング 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１０．７．４ 阪神５着

２００８．４．１４生 �４鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 障害：２戦２勝 賞金 １９，０００，０００円



２２１１３ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０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

６７ クラウンレガーロ 牡２栗 ５４ 幸 英明矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 ４４４ ―１：０９．５ ２．２�

３３ コアレスドラゴン 牡２鹿 ５４ 小牧 太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４８２ ―１：０９．９２� １８．３�
７１０ ブイダッシュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 ３８２ ―１：１０．０クビ １６２．７�
１１ シゲルトビウオザ 牡２鹿 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 ４８０ ― 〃 クビ ４．２�
２２ オリエンタルサン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４７８ ―１：１０．１クビ ７９．０�
８１２ モンタージュ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２６ ― 〃 クビ ７．７�
４４ ケイアイレオーネ 牡２芦 ５４ 浜中 俊 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 浦河 富田牧場 ５２４ ―１：１０．２クビ ６．５	
６８ カシノガーネット 牝２黒鹿５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 ４２６ ―１：１０．６２� ３６．１

５５ イントレピッド 牡２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 ４３６ ―１：１１．２３� ３７．４�
８１１ テイエムゴールド 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか 飛野牧場 ４４２ ― 〃 同着 ５７．５�
５６ ヤマニンデュック 牡２鹿 ５４ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０ ―１：１１．７３ ８．６
７９ カシノソウル 牡２栗 ５４ 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 ４５８ ―１：１２．２３ ７２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，９２２，３００円 複勝： ２４，７３７，５００円 枠連： ９，３９６，９００円

馬連： ３２，７５５，５００円 馬単： ２８，１５８，３００円 ワイド： １６，５０５，９００円

３連複： ４９，０１５，７００円 ３連単： ８８，００４，５００円 計： ２６５，４９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ４４０円 � ２，７２０円 枠 連（３－６） ２，２３０円

馬 連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ４，８６０円 �� １２，３６０円

３ 連 複 ��� ６０，９００円 ３ 連 単 ��� １７５，５４０円

票 数

単勝票数 計 １６９２２３ 的中 � ６２１８８（１番人気）
複勝票数 計 ２４７３７５ 的中 � ８４１９８（１番人気）� １１４６０（６番人気）� １５５４（１２番人気）
枠連票数 計 ９３９６９ 的中 （３－６） ３１１９（９番人気）
馬連票数 計 ３２７５５５ 的中 �� １０８９９（８番人気）
馬単票数 計 ２８１５８３ 的中 �� ５９５９（１４番人気）
ワイド票数 計 １６５０５９ 的中 �� ４６９３（１０番人気）�� ８２０（４１番人気）�� ３１９（５９番人気）
３連複票数 計 ４９０１５７ 的中 ��� ５９４（１１３番人気）
３連単票数 計 ８８００４５ 的中 ��� ３７０（３７５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．２―１２．１―１１．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３４．０―４６．１―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンレガーロ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

２０１０．５．６生 牡２栗 母 エクストラニュース 母母 スケアヘッドライン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 モンタージュ号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。

２２１１４ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００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 ヒカリオーシャン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 本田 優 伊達 高橋農場 ４９６－ ６１：４７．２ １．８�

３６ ローレルアウェイク 牡３鹿 ５６ 高田 潤 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B４９８＋ ６ 〃 クビ ３６．２�
７１３ タツグレート 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４６＋ ６１：４７．５１� １２．１�
８１５ トーセンサミット 牡３青鹿５６ 浜中 俊島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ６１：４７．８１� ４．３�
１１ クイーンズライフ 牝３栗 ５４ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０＋ ４１：４８．１２ ７．１�
４７ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 北村 友一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４５２－ ４１：４８．４２ １１．４	
６１２ エクストラトーン 牡３芦 ５６ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４９２＋ ８１：４９．０３� １４７．５

７１４ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５６４－ ８１：４９．５３ １８．５�
４８ メイショウムーラン 牝３栗 ５４ 川須 栄彦松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋ ６１：４９．７� ９４．４
５９ ギルドマスター 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４８６＋１４１：５０．０２ ３０．６�
３５ メイショウスリラー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 鮫川フアーム ４５０－ ５１：５０．１クビ １８９．２�
５１０ カシノアラシ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４６０＋１５１：５０．９５ ４２４．６�
２３ シゲルイチジク 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 沖田 繁 ４５０＋１０１：５１．０� ７９．３�
２４ シゲルヤマモモ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 沖田 繁 ４７８＋ ４１：５２．５９ ５２７．５�
６１１ ジ ョ ウ ク ン 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 ４６２－１０１：５４．１１０ ６５６．４�
８１６ ホッコーファイナル �３黒鹿５６ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８２＋ ８ （競走中止） １９７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２１，９００円 複勝： ３８，７６６，２００円 枠連： １３，４５２，１００円

馬連： ３８，１９５，６００円 馬単： ３０，８８４，９００円 ワイド： １９，９０６，５００円

３連複： ５８，８２４，１００円 ３連単： １０１，７３２，７００円 計： ３２３，５８４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １，１００円 � ２３０円 枠 連（１－３） ３，４５０円

馬 連 �� ７，０６０円 馬 単 �� ８，９２０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� ３８０円 �� ５，９７０円

３ 連 複 ��� １４，９１０円 ３ 連 単 ��� ５９，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２１８２１９ 的中 � ９６６６８（１番人気）
複勝票数 計 ３８７６６２ 的中 � １５５２７１（１番人気）� ５２８２（９番人気）� ３５１１６（４番人気）
枠連票数 計 １３４５２１ 的中 （１－３） ２８８２（１０番人気）
馬連票数 計 ３８１９５６ 的中 �� ３９９５（１９番人気）
馬単票数 計 ３０８８４９ 的中 �� ２５５７（２６番人気）
ワイド票数 計 １９９０６５ 的中 �� ２３０１（２０番人気）�� １４７２６（３番人気）�� ７５７（４２番人気）
３連複票数 計 ５８８２４１ 的中 ��� ２９１２（３８番人気）
３連単票数 計１０１７３２７ 的中 ��� １２６８（１５８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．２―４３．３―５５．９―１：０８．４―１：２１．０―１：３３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカリオーシャン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ヒカリバオー デビュー ２０１２．４．１ 阪神６着

２００９．４．１生 牡３鹿 母 ヒカリトリアネー 母母 ヒカリカプリース ６戦１勝 賞金 ８，８９０，０００円
〔競走中止〕 ホッコーファイナル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シゲルヤマモモ号の騎手花田大昂は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔その他〕 ジョウクン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 シゲルヤマモモ号は，平成２４年９月２６日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ジョウクン号は，平成２４年９月２６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウォーターオアシス号・トムエピソード号・ブルースイショウ号・ロマンチカ号
（非抽選馬） ３頭 マイネマキアージュ号・ヤマカツマーフィ号・ローレルレントラー号



２２１１５ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５６ サ マ ー ル ナ 牝３鹿 ５２ 北村 友一セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 ４５６＋ ４１：４６．０ ２．０�

４５ タガノミュルザンヌ 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０８－ ２１：４６．４２� ８．０�

４４ アンリミテッドピサ 牝４鹿 ５５ 酒井 学市川 義美氏 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＋ ６ 〃 ハナ １０．２�

６８ アラドヴァル 牝３青 ５２ 国分 恭介吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４６６＋２４ 〃 クビ ３７．９�
５７ ニーレンベルギア 牝３黒鹿５２ 川田 将雅吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４４＋１４１：４６．５クビ ７．６�
６９ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７８± ０１：４６．７１� ３５．４�
１１ ルナフォンターナ 牝３栗 ５２ 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４－ ２ 〃 ハナ ７．０	
３３ ツインテール 牝４栗 ５５ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：４７．０１� ７．６

２２ ロ マ ン チ カ 牝３鹿 ５２

４９ ▲花田 大昂井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４２２＋ ６１：４７．３１� ２３５．６�
８１３� アドマイヤアロング 牝４黒鹿５５ 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６１：４７．７２� ４３．６�
７１０ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５２

４９ ▲藤懸 貴志岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４４＋１０１：４７．８� １０７．４
８１２ クイーンキセキ 牝３黒鹿５２ 渡辺 薫彦林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２２± ０１：４８．０１� ３２．６�
７１１ スパーブクィーン 牝４栗 ５５ 太宰 啓介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４３８－ ２１：４９．６１０ ２８５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，５３８，４００円 複勝： ３４，５４５，６００円 枠連： １３，６０２，６００円

馬連： ４３，７７５，１００円 馬単： ３１，５０５，１００円 ワイド： ２２，０５９，２００円

３連複： ６４，８４０，４００円 ３連単： １１４，９８５，９００円 計： ３４５，８５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（４－５） ３９０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ５，３００円

票 数

単勝票数 計 ２０５３８４ 的中 � ８２６５７（１番人気）
複勝票数 計 ３４５４５６ 的中 � １０７４９１（１番人気）� ３９６６８（３番人気）� ３８６０３（４番人気）
枠連票数 計 １３６０２６ 的中 （４－５） ２６０３９（１番人気）
馬連票数 計 ４３７７５１ 的中 �� ４２１９２（３番人気）
馬単票数 計 ３１５０５１ 的中 �� ２１５１７（２番人気）
ワイド票数 計 ２２０５９２ 的中 �� １７３４７（３番人気）�� １５７９０（４番人気）�� ６４１６（７番人気）
３連複票数 計 ６４８４０４ 的中 ��� ３２４１０（１番人気）
３連単票数 計１１４９８５９ 的中 ��� １６０２６（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．９―１１．７―１１．８―１１．６―１１．８―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３５．８―４７．５―５９．３―１：１０．９―１：２２．７―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ マ ー ル ナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１１．１２ 京都７着

２００９．３．６生 牝３鹿 母 パ シ ア ン 母母 ビユーテイライダー ８戦２勝 賞金 １９，５６２，０００円
※ロマンチカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２２１１６ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

３４ マ ル コ フ ジ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６４－ ４ ５８．９ ５．８�

４６ � ウインミネルヴァ 牝４青鹿５５ 川田 将雅�ウイン 大久保龍志 米 Shadai Cor-
poration ４８８± ０ ５９．０� １０．０�

８１４ ウエスタンハピネス 牝４鹿 ５５
５２ ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４９２－ ４ ５９．５３ ３．９�

１１ � ウエストハーバー 牡４栗 ５７ 川須 栄彦加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook
Farm ５１６＋ ２ 〃 アタマ ３．２�

６９ ナイトレイダー 	４鹿 ５７ 渡辺 薫彦�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ５１０＋２０ ５９．６
 ２５．３�
５７ サカジロゴールド 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５２８－ ４ ５９．７� ３０．８	
８１３�� レディワシントン 牝４鹿 ５５ 北村 友一鳴戸 雄一氏 吉村 圭司 米 Yuichi Na-

ruto ４７０＋２８ ５９．９１� ３７．７

７１２ ラブリイステラ 牝４芦 ５５ 国分 恭介�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４８６－ ４１：００．１１ ５２．８�
７１１� ツ ヨ イ コ 牝４栗 ５５ 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４５４－１２１：００．２� １７８．１�
３３ ニシノプレゼンス 牡３黒鹿５４ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 ５０２－ ４１：００．４１� ６．９
４５ タイセイクインス 牝３青鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２０．１�
５８ リバーロイヤル 牡４栗 ５７ 小坂 忠士河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４５８－ ６１：００．５
 ７４．３�
６１０ タマモオンゾウシ 牡３栗 ５４ 浜中 俊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ５００－ ２１：０１．５６ １２．１�
２２ � アイファーイービス 牝３栗 ５２

４９ ▲藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 西田 雄二 ４６０＋ ２１：０１．９２
 ２７８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，７３６，４００円 複勝： ３８，０２３，５００円 枠連： １６，７２８，４００円

馬連： ４９，２８７，７００円 馬単： ３２，６２１，７００円 ワイド： ２４，１３２，７００円

３連複： ６８，１９３，５００円 ３連単： １１４，５８３，５００円 計： ３６５，３０７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １９０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（３－４） １，０８０円

馬 連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ４１０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� ２３，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２１７３６４ 的中 � ２９５５９（３番人気）
複勝票数 計 ３８０２３５ 的中 � ５３６５５（３番人気）� ２８１３９（５番人気）� ９１３６５（１番人気）
枠連票数 計 １６７２８４ 的中 （３－４） １１５２０（４番人気）
馬連票数 計 ４９２８７７ 的中 �� １４８８３（１１番人気）
馬単票数 計 ３２６２１７ 的中 �� ４７８８（２２番人気）
ワイド票数 計 ２４１３２７ 的中 �� ６１４５（９番人気）�� １５４９０（２番人気）�� ８２７９（６番人気）
３連複票数 計 ６８１９３５ 的中 ��� １３５４６（９番人気）
３連単票数 計１１４５８３５ 的中 ��� ３５３０（６３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．３―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ル コ フ ジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１０．９．１１ 阪神４着

２００８．２．２０生 牡４栗 母 ロイヤルミント 母母 Cruisie １８戦３勝 賞金 ３６，８４６，０００円
〔騎手変更〕 ラブリイステラ号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
※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 ビップセンノセン号



２２１１７ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０日 第９競走 ��
��２，０００�

と す

鳥 栖 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

３３ ブレイズアトレイル 牡３芦 ５４ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：５９．０ ５．７�

８１０ ロードハリケーン 牡３鹿 ５４ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ １．７�
５５ コウユータイセイ 牡４栗 ５７ 川田 将雅加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４８４－ ４１：５９．２１� ５．８�
２２ ヴァリアシオン 牡３鹿 ５４ 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ８１：５９．３クビ ９．０�
８９ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ５１４－ ６ 〃 クビ ２３．７�
７７ レッドシェリフ 牡４栗 ５７ 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 ４９０± ０１：５９．６１� ８．７	
１１ クリフパレス 牡３鹿 ５４ 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：５９．８１� ３０．０

７８ リッカメルド 牝８黒鹿５５ 太宰 啓介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６４－ ６２：００．６５ １５１．２�
４４ シゲルシャチョウ 牡４鹿 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 様似 �村 伸一 ５０２－ ６２：０１．０２	 ８７．３�
６６ スペシャルリリー 牝３栗 ５２ 渡辺 薫彦喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４４８－ ６２：０１．４２	 １９３．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，８２４，３００円 複勝： ４８，４８７，８００円 枠連： １３，４４４，２００円

馬連： ６３，３７０，１００円 馬単： ５４，１８８，６００円 ワイド： ２７，８２３，９００円

３連複： ８２，９９３，７００円 ３連単： ２１９，６７７，７００円 計： ５４６，８１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（３－８） ４５０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� ４，８００円

票 数

単勝票数 計 ３６８２４３ 的中 � ５１６８５（２番人気）
複勝票数 計 ４８４８７８ 的中 � ６６２０１（３番人気）� １８１０４８（１番人気）� ７０９３０（２番人気）
枠連票数 計 １３４４４２ 的中 （３－８） ２２１４８（２番人気）
馬連票数 計 ６３３７０１ 的中 �� ９２２９７（２番人気）
馬単票数 計 ５４１８８６ 的中 �� ２７６２１（５番人気）
ワイド票数 計 ２７８２３９ 的中 �� ３３２１９（２番人気）�� １２９９５（６番人気）�� ４１１０５（１番人気）
３連複票数 計 ８２９９３７ 的中 ��� ８１７１２（１番人気）
３連単票数 計２１９６７７７ 的中 ��� ３３７８７（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．１―３６．１―４８．２―１：００．２―１：１１．９―１：２３．８―１：３５．６―１：４７．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイズアトレイル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．７．２４ 新潟２着

２００９．４．１３生 牡３芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン ６戦２勝 賞金 １９，２９４，０００円
〔騎手変更〕 ブレイズアトレイル号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。

２２１１８ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０日 第１０競走 ��
��１，２００�

あ ま く さ

天 草 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．８．２７以降２４．８．１９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ ニ ン ジ ャ 牡３鹿 ５３ 鮫島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４６２＋ ２１：０７．４ １５．６�

６１２� ノブクィーン 牝５黒鹿５０ 中井 裕二前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４６０＋ ６１：０７．５� ８８．１�
８１８ ビキニブロンド 牝３黒鹿５１ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：０７．６� ３．９�
３６ レ コ メ ン ド 牡５鹿 ５４ 高田 潤�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １００．９�
５９ ハ ノ ハ ノ 牡４鹿 ５７．５ 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １２．１�
２３ タイセイジーニアス 牡４黒鹿５５ 幸 英明田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４７２＋ ２１：０７．７クビ ２１．０�
４８ アンバルブライベン 牝３鹿 ５１ 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４５６－ ４ 〃 アタマ １４．７	
８１６ マジカルポケット 牡４鹿 ５８ 田辺 裕信
原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 ４８８＋ ４１：０７．８� ４１．６�
１２ メイショウローラン 牡７鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４７８＋１２１：０７．９� ２４．７�
４７ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５３ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４５８± ０１：０８．０クビ ２２．８
３５ シ ャ イ ン 牡５鹿 ５５ 渡辺 薫彦呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５８＋ ６ 〃 アタマ ２３４．３�
２４ フィールドドリーム 牡５栗 ５４ 北村 友一吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５３２＋１２ 〃 ハナ ８９．３�
１１ ドリームヒーロー 牡５青鹿５３ 国分 恭介田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２± ０１：０８．１� １６４．１�
６１１ キタサンエピソード 牡３栗 ５３ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４８６＋ ２１：０８．９５ ３．３�
５１０ エリモエポナ 牝５黒鹿５１ 藤懸 貴志山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５０８＋ ４１：０９．０クビ １０４．５�
７１５ タガノラヴキセキ 牝４黒鹿５５．５ 川須 栄彦八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５６－ ８１：０９．１� ７．４�
８１７	 シゲルアセロラ 牡３黒鹿５５ 川田 将雅森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

４６４－１２１：０９．４１� ７．４�
７１４ タツサファイヤ 牝５栗 ５４ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５００＋ ２１：１０．２５ １１９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，５７８，５００円 複勝： ５９，８４３，０００円 枠連： ３１，４１９，６００円

馬連： １１５，７４１，０００円 馬単： ６６，７２５，７００円 ワイド： ４７，０００，３００円

３連複： １６３，４２５，７００円 ３連単： ２７６，５９１，１００円 計： ７９８，３２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ３６０円 � １，６２０円 � １８０円 枠 連（６－７） ８７０円

馬 連 �� ５６，５４０円 馬 単 �� １０３，８９０円

ワ イ ド �� １１，５７０円 �� １，６６０円 �� ４，５６０円

３ 連 複 ��� ９１，５１０円 ３ 連 単 ��� ７２６，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３７５７８５ 的中 � １９０５０（７番人気）
複勝票数 計 ５９８４３０ 的中 � ４１７３４（６番人気）� ７６３０（１３番人気）� １１２５１５（２番人気）
枠連票数 計 ３１４１９６ 的中 （６－７） ２６６７３（３番人気）
馬連票数 計１１５７４１０ 的中 �� １５１１（８８番人気）
馬単票数 計 ６６７２５７ 的中 �� ４７４（１６３番人気）
ワイド票数 計 ４７０００３ 的中 �� ９８３（８４番人気）�� ７１３１（１９番人気）�� ２５２０（５１番人気）
３連複票数 計１６３４２５７ 的中 ��� １３１８（２１０番人気）
３連単票数 計２７６５９１１ 的中 ��� ２８１（１３８９番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．１―１０．６―１１．４―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２１．７―３２．３―４３．７―５５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニ ン ジ ャ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．６．２６ 阪神１着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 エレガンスワールド 母母 ブリッジオブラブ １２戦３勝 賞金 ３３，１２０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ニンジャ号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため鮫島良太に変更。
〔制裁〕 ビキニブロンド号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（４番への進路影

響）
ビキニブロンド号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法について戒告。

※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 カシノエルフ号・ジークジオン号・ミスマルシゲ号

１レース目



２２１１９ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０日 第１１競走 ��
��１，８００�小倉日経オープン

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増

日本経済新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６１２ ダ ロ ー ネ ガ 牡３鹿 ５２ 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：４５．２ １０．６�

７１４ タガノエルシコ 牡７栗 ５６ 高田 潤八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４３０＋ ４ 〃 クビ ２０．７�

１２ リルダヴァル 牡５栗 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２ 〃 アタマ ２．４�
４７ アグネスワルツ 牝５栗 ５４ 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：４５．３� １３．５�
７１３ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１２－１０１：４５．５１� ６．２�
８１５ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５３ 小牧 太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ８１：４５．６クビ ３５．２�
３５ 	 エーシンジーライン 牡７黒鹿５８ 川田 将雅	栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm ４９０± ０ 〃 クビ １８．２

５９ エイシンサクセス 牡６芦 ５６ 田辺 裕信平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８４－ ８ 〃 ハナ ２９．２�
２３ ドリームゼニス 牡６栗 ５６ 熊沢 重文セゾンレースホース	 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５０６± ０１：４５．７� ２０５．７�
８１６ ワルキューレ 牝８青 ５３ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５０２± ０１：４５．８クビ ２１．３
１１ タムロスカイ 牡５栗 ５６ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ９．１�
３６ オートドラゴン 牡８栗 ５６ 芹沢 純一大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５０８＋ ２１：４５．９
 １９０．９�
５１０ サンライズプリンス 牡５鹿 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５０４＋ ２１：４６．１１� ９．９�
２４ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５６ 川須 栄彦西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５２＋ ４１：４６．２クビ １８．５�
６１１ トゥニーポート 牝５黒鹿５４ 鮫島 良太�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４６８＋ ６１：４６．５１
 １０６．８�
４８ ダイシンプラン 牡７栗 ５６ 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８＋１２ 〃 アタマ ８９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，２２４，３００円 複勝： ８１，４５４，０００円 枠連： ６０，９３８，５００円

馬連： ２４６，６４５，３００円 馬単： １３０，９８７，０００円 ワイド： ７９，６０２，４００円

３連複： ３３８，８８１，１００円 ３連単： ６２２，３９８，６００円 計： １，６２１，１３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３１０円 � ４３０円 � １５０円 枠 連（６－７） ２，２００円

馬 連 �� ９，１１０円 馬 単 �� １９，５６０円

ワ イ ド �� ３，１３０円 �� ５９０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ８，１５０円 ３ 連 単 ��� ７１，３４０円

票 数

単勝票数 計 ６０２２４３ 的中 � ４５１１５（５番人気）
複勝票数 計 ８１４５４０ 的中 � ６０２９２（４番人気）� ４０００５（８番人気）� ２０４７３７（１番人気）
枠連票数 計 ６０９３８５ 的中 （６－７） ２０４８９（１０番人気）
馬連票数 計２４６６４５３ 的中 �� ２０００１（３２番人気）
馬単票数 計１３０９８７０ 的中 �� ４９４３（６８番人気）
ワイド票数 計 ７９６０２４ 的中 �� ５９１７（４１番人気）�� ３５０３３（３番人気）�� ２１８４５（８番人気）
３連複票数 計３３８８８１１ 的中 ��� ３０７２０（２５番人気）
３連単票数 計６２２３９８６ 的中 ��� ６４３９（２２８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．７―１１．４―１１．５―１１．６―１１．６―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．５―４６．９―５８．４―１：１０．０―１：２１．６―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ロ ー ネ ガ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．６．１９ 阪神１着

２００９．５．４生 牡３鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン ８戦３勝 賞金 ７２，４２４，０００円
〔騎手変更〕 タガノエルシコ号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため高田潤に変更。
〔制裁〕 ダローネガ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 アグネスワルツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アグネスワルツ号は，平成２４年９月２６日まで出走できない。
※トゥニーポート号・ドリームゼニス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２２１２０ ８月２６日 晴 良 （２４小倉２）第１０日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００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 スズカウラノス 牡３鹿 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４５８＋ ６１：４６．４ ５．０�

７１３ サイキョウイシヤマ 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太奥本 義幸氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４８６± ０１：４６．８２� ７．７�
６１２ ゴ リ ラ 牡３栗 ５４ 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 ４７８－ ４１：４６．９� １．７�
５１０ シャイニーダンディ 牡４青鹿５７ 国分 恭介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４７２－ ６１：４７．３２� ２８．２�
２４ マイネルドメニカ 牡３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８０± ０ 〃 アタマ ８６．７�

４７ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８８－ ４ 〃 ハナ ２５．５�
６１１ キングウェリナ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６４－１０１：４７．４クビ ７５．９	
３６ バーガンディミック 牡４栗 ５７ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４４４＋１６１：４７．５� ６０．７

８１６ ドリームボンバー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ４１：４７．６クビ １０４．１�
１２ フォルトファーレン 牡３黒鹿５４ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６ 〃 ハナ １９．５
２３ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４６０＋ ２１：４７．７� １０３．０�
４８ シーズガレット 牝４栗 ５５

５２ ▲花田 大昂橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ２６．２�
１１ エーシンハッブル 牡３青 ５４ 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４８８± ０１：４７．９１� ９．６�
８１５� ネオライディーン 牡６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 田所 秀孝 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ６１：４８．６４ ３７９．９�

５９ マンテンリューマ 牡４青鹿 ５７
５４ ▲森 一馬小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４６０＋ ６ 〃 クビ ２１８．６�

７１４ スターサイクル 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４９４＋１６１：５０．４大差 ４４３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，３７２，９００円 複勝： ６７，３３１，６００円 枠連： ３３，６５５，５００円

馬連： １１５，４４５，７００円 馬単： ８５，２６４，０００円 ワイド： ４９，８６６，５００円

３連複： １６９，７９５，９００円 ３連単： ３７０，５５４，０００円 計： ９３８，２８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（３－７） １，５５０円

馬 連 �� ２，１００円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ２００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ７，７８０円

票 数

単勝票数 計 ４６３７２９ 的中 � ７４５１９（２番人気）
複勝票数 計 ６７３３１６ 的中 � １１１０４２（２番人気）� ８２７５５（３番人気）� ２５７０５１（１番人気）
枠連票数 計 ３３６５５５ 的中 （３－７） １６１０６（６番人気）
馬連票数 計１１５４４５７ 的中 �� ４０７１１（６番人気）
馬単票数 計 ８５２６４０ 的中 �� １７１９９（１１番人気）
ワイド票数 計 ４９８６６５ 的中 �� １９３２３（５番人気）�� ７２８３２（１番人気）�� ５４６５３（２番人気）
３連複票数 計１６９７９５９ 的中 ��� １５８２９７（１番人気）
３連単票数 計３７０５５４０ 的中 ��� ３５１５２（１４番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１２．３―１２．７―１２．６―１２．１―１２．４―１２．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．５―３０．８―４３．５―５６．１―１：０８．２―１：２０．６―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．２
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカウラノス �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１１．２６ 小倉２着

２００９．３．３生 牡３鹿 母 ウエスティンタイム 母母 アストレジャー １１戦２勝 賞金 ２２，５５０，０００円
〔騎手変更〕 ラインレグルス号の騎手藤岡康太は，第９日第８競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。

４レース目



（２４小倉２）第１０日 ８月２６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 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

２００，０３０，０００円
６，３７０，０００円
１，５１０，０００円
１８，１３０，０００円
５７，７３１，０００円
４，８０１，８００円
１，６１２，８００円

勝馬投票券売得金
３２６，３００，２００円
５２４，７０２，９００円
２３１，１３４，７００円
８３１，２３０，２００円
５６４，７４３，４００円
３５３，４７８，５００円
１，１９３，６７２，９００円
２，２８０，０８２，９００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 ６，３０５，３４５，７００円

総入場人員 １０，５８３名 （有料入場人員 ９，１８１名）


