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２２０２５ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３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

２２ ダンツレパード 牡２鹿 ５４ 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４６０－ ２１：０９．５ ４．４�

８１５ カシノサトラップ 牡２栗 ５４ 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 ４８４＋ ２１：０９．７１� ７１．５�
７１３ コウエイピース 牝２青鹿５４ 佐藤 哲三伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４３８± ０ 〃 クビ １．４�
５９ カシノコゴロウ 牡２鹿 ５４ 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４４４＋ ４１：０９．９１� ３８５．７�
８１４ カシノハートフル 牝２黒鹿５４ 国分 恭介柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 ４６６＋ ４１：１０．０� ９１．３�
５８ テイエムイッキュウ 牡２栗 ５４ 高倉 稜竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 鹿児島 テイエム牧場 ４７２－ ６ 〃 アタマ １７．１�
１１ エスペランサ 牡２栃栗５４ 田辺 裕信山本 武司氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 ４３８＋１０ 〃 ハナ ４５．９�
６１０ マルシゲキング 牡２黒鹿５４ 鮫島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４２４－ ２１：１０．１クビ １４．６	
２３ キュウシュウソダチ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二西村新一郎氏 柴田 光陽 鹿児島 服部 文明 ４３２－１０１：１０．３１� ７１．１

３４ カシノスペル 牡２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４７４＋１４１：１０．４� １４２．７�
４６ クラウンアリオン 牡２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志矢野 悦三氏 日吉 正和 熊本 本田 土寿 ４５４± ０１：１０．５� ２３６．４�
７１２ テイエムオヒサア 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 清水 久詞 鹿児島 テイエム牧場 ４２２± ０１：１０．８２ １５４．０
４７ カシノロビン 牡２芦 ５４ 北村 友一柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 ４４２－１０１：１１．２２� １０．８�
３５ クラウンガネーシャ 牡２黒鹿５４ 中村 将之矢野 恭裕氏 松永 康利 熊本 本田 土寿 ４４８－ ２１：１１．４１� ３７３．５�
６１１ テイエムマコテハエ 牡２栗 ５４ 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 ４５８－ ４１：１６．０大差 ３３３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，５５４，８００円 複勝： ３３，９６４，７００円 枠連： ７，３４９，４００円

馬連： ２４，２５２，６００円 馬単： ２２，６５４，１００円 ワイド： １３，３０７，７００円

３連複： ４０，０６３，９００円 ３連単： ７６，６４０，５００円 計： ２３１，７８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １３０円 � ７５０円 � １１０円 枠 連（２－８） ３，６１０円

馬 連 �� ８，３４０円 馬 単 �� １４，８１０円

ワ イ ド �� １，６３０円 �� １５０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，６１０円 ３ 連 単 ��� ３３，７９０円

票 数

単勝票数 計 １３５５４８ 的中 � ２４６７３（２番人気）
複勝票数 計 ３３９６４７ 的中 � ５１８４９（２番人気）� ３５７７（８番人気）� ２０９７９１（１番人気）
枠連票数 計 ７３４９４ 的中 （２－８） １５０６（１０番人気）
馬連票数 計 ２４２５２６ 的中 �� ２１４７（１７番人気）
馬単票数 計 ２２６５４１ 的中 �� １１２９（３５番人気）
ワイド票数 計 １３３０７７ 的中 �� １５２２（１８番人気）�� ３３０７１（１番人気）�� ２４５９（１５番人気）
３連複票数 計 ４００６３９ 的中 ��� １１３４８（９番人気）
３連単票数 計 ７６６４０５ 的中 ��� １６７４（９７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．０―１１．６―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．８―４５．４―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツレパード �
�
父 ディクタット �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１２．６．３ 阪神４着

２０１０．３．１０生 牡２鹿 母 フォンティーン 母母 サドラーズメイド ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００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〕 テイエムマコテハエ号は，平成２４年９月４日まで平地競走に出走できない。

２２０２６ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．９
１：４６．６

良

良

６１０ ニシノアプレゲール 牡２芦 ５４ 和田 竜二西山 茂行氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム ４５８－ ６１：４８．２ ２．１�

６１１ マイネルマインツ 牡２栗 ５４ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ３．５�

８１４ エイシンビーム 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信平井 豊光氏 坂口 正則 様似 清水 誠一 ４３６－ ４１：４８．６２� ４１．１�
８１５ ウインアルザス 牡２鹿 ５４ 酒井 学�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 ４９８＋ ２１：４８．８１� ４．９�
５９ テイエムレオネッサ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 ４４０－１６１：４９．０１ ８２．６�
２２ ブライダルドレス 牝２芦 ５４ 北村 友一飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ６ 〃 クビ ２１．９�
４６ ジーンシャーク 牡２栗 ５４ 小牧 太 	ダイヤモンドファーム 新川 恵 浦河 ダイヤモンドファーム ５４２－ ６１：４９．１� １３５．８

５８ シゲルオリオンザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 八木農場 ４５６－１２１：４９．３１ ８８．１�
３５ セルリアンルーベラ �２鹿 ５４ 太宰 啓介	イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４１６± ０ 〃 ハナ ２１．３�
４７ バイオレットムーン 牡２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５１０－１０１：４９．４	 ７２．８
３４ キュールエアリス 牝２青鹿５４ 幸 英明岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４３８－１４１：４９．７１	 １９．９�
２３ モユルオモイ 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦 	キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６ 〃 クビ １８３．５�
７１３ ゼンノコンゴウ 牡２栗 ５４ 国分 優作大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 ４７０＋ ２１：４９．８� ７９．６�
７１２ マイネルハルカゼ 牡２鹿 ５４ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット ４５２－ ６１：５０．０１� ２３．６�
１１ シゲルカプリコーン 牡２鹿 ５４ 松山 弘平 �ブルアンドベア 加藤 敬二 浦河 丸幸小林牧場 ４８４＋１８１：５３．９大差 ３１４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，５９６，５００円 複勝： ３７，６４４，６００円 枠連： １０，６１５，２００円

馬連： ３１，４１０，８００円 馬単： ２３，４２８，３００円 ワイド： １４，４０９，８００円

３連複： ４８，００１，０００円 ３連単： ８０，５３０，１００円 計： ２６０，６３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ５５０円 枠 連（６－６） ３６０円

馬 連 �� ３１０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ８８０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� ９，３４０円

票 数

単勝票数 計 １４５９６５ 的中 � ５６９２８（１番人気）
複勝票数 計 ３７６４４６ 的中 � １８９４７６（１番人気）� ５７３１３（２番人気）� ７７０５（８番人気）
枠連票数 計 １０６１５２ 的中 （６－６） ２２０６０（２番人気）
馬連票数 計 ３１４１０８ 的中 �� ７５１６２（１番人気）
馬単票数 計 ２３４２８３ 的中 �� ２９７６８（１番人気）
ワイド票数 計 １４４０９８ 的中 �� ２３８２０（１番人気）�� ３５３０（１１番人気）�� ２２４５（１７番人気）
３連複票数 計 ４８００１０ 的中 ��� １２８７７（８番人気）
３連単票数 計 ８０５３０１ 的中 ��� ６３６７（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．２―４８．３―１：００．３―１：１２．２―１：２４．１―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
１
３
７，１１（６，１２）（１０，１３）９（４，１４）１５（２，５）－３－８－１
７，１１（６，１２）（１０，１３）１５（９，１４）３（４，５）２，８＝１

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

勝馬の
紹 介

ニシノアプレゲール �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１２．７．１ 中京２着

２０１０．２．２７生 牡２芦 母 キープユアスマイル 母母 メ ロ ウ キ ス ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカプリコーン号は，平成２４年９月４日まで平地競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第３日



２２０２７ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３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 ４，６００，０００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 ミッキークリスエス 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１８－ ４１：４６．３ ９．８�

２３ ミッキージュピター 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５２－ ２１：４６．９３� １１．５�

３６ 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 ４３６＋ ２ 〃 クビ ４４．３�

７１４ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 ５００－ ２１：４７．１１� １．７�
８１６ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 武 豊伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B５０２－ ２ 〃 アタマ ３．６�
５９ ハードチョンホ �３鹿 ５６ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４３２－ ２１：４８．０５ １８．１�
６１２ クールラオウ 牡３鹿 ５６ 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ５１８－ ２１：４８．２１ ８０．６�
８１５ チュウワストライク 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 ５１０＋ ４１：４８．５１� ４７．７	
２４ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２５４．２

６１１ サ プ ラ イ ズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 ４６４－ ２１：４８．８１� ２４．８�
４８ ヴェルメリオ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ４２．０
５１０ マイバーチュー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 寺越 政幸 ４５６－ ８１：４９．３３ １８３．７�

１１ ジャングルブック 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 ５００－ ２１：５０．３６ ８６．３�
７１３ アグネスフレキソ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４５６－１２１：５０．４� ４３９．３�
３５ シアワセノカネ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４８８＋ ２１：５１．１４ ３１５．７�
４７ ハクユウマンボ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 ４９６＋ ２１：５２．０５ ２８０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２２１，６００円 複勝： ５６，６５１，１００円 枠連： ９，３９１，０００円

馬連： ３１，１９２，０００円 馬単： ２７，０７１，３００円 ワイド： １５，８７０，９００円

３連複： ４８，７７９，１００円 ３連単： ９３，８２９，７００円 計： ２９９，００６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ５００円 � ４４０円 � １，４８０円 枠 連（１－２） ３，５１０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ７，０１０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ２，４６０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ２１，４２０円 ３ 連 単 ��� １０２，９００円

票 数

単勝票数 計 １６２２１６ 的中 � １３１００（３番人気）
複勝票数 計 ５６６５１１ 的中 � ３０６１２（４番人気）� ３６０７６（３番人気）� ９３１７（７番人気）
枠連票数 計 ９３９１０ 的中 （１－２） １９７８（１１番人気）
馬連票数 計 ３１１９２０ 的中 �� ７３５０（１０番人気）
馬単票数 計 ２７０７１３ 的中 �� ２８５２（２０番人気）
ワイド票数 計 １５８７０９ 的中 �� ４８２４（８番人気）�� １５５９（２３番人気）�� １６０１（２２番人気）
３連複票数 計 ４８７７９１ 的中 ��� １６８１（４５番人気）
３連単票数 計 ９３８２９７ 的中 ��� ６７３（２１９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．１―４２．７―５５．２―１：０７．６―１：２０．２―１：３３．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキークリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．１６ 京都７着

２００９．２．２７生 牡３黒鹿 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン ７戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクユウマンボ号は，平成２４年９月４日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エスジーアンクル号・サンライズポポロ号・シャトーエルシド号・ベストオブベスト号

２２０２８ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５９ スイートブライアー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０＋ ４１：０８．３ ２．４�

２４ ボックスクレバー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４１：０８．５１� ２．９�
１１ エーティードンタク 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太荒木 徹氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ２５．２�
７１３ オールゴーウェル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４１２－ ６１：０８．６クビ ２３３．０�
２３ テ ツ ム ー ン 牝３栗 ５４ 和田 竜二木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３６－ ３１：０８．７� ７１．８�
８１６ ガーネットカラー 牝３栗 ５４ 武 豊有限会社シルク村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８６－ ２１：０８．８クビ ２４．２	
８１７ ゴーゴークリス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４５４＋ ６ 〃 アタマ ２９．８

７１４ エーシンブランシュ 牝３芦 ５４ 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４１４＋ ８１：０８．９� ９１．２�
６１１ アートオブライツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ５６．９�
８１８ テイエムハエハエ 牝３栗 ５４ 国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４２０＋ ４１：０９．２１� ６５．２
７１５	 ダディーズクール 牡３栗 ５６ 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 米 Ocala Stud ４５０－２０ 〃 ハナ ７．３�
３６ フィールダー 牡３青鹿５６ 松山 弘平杉山 忠国氏 北出 成人 新ひだか 明治牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ １４３．５�
６１２ グレートサミット 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ １３．９�
４８ ガッテンラヴ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信本間 充氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６８－ ６１：０９．４１� １６８．３�
１２ メイショウモストロ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５０－１２１：０９．６１� ３８．６�
４７ トウカイセレッソ 牝３青鹿５４ 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４０８＋ ６１：０９．８１ １８．２�
５１０ スリーアメニティー 牝３鹿 ５４ 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５８＋ ８１：１０．０１� １１２．９�
３５ アイファーディオサ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 ４３０＋ ２１：１２．７大差 ２４３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，９８５，９００円 複勝： ２４，７５３，３００円 枠連： １１，９５８，２００円

馬連： ３１，５５１，７００円 馬単： ２３，６９８，８００円 ワイド： １６，７６０，１００円

３連複： ４４，９０５，４００円 ３連単： ７５，６７６，９００円 計： ２４４，２９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ３３０円 枠 連（２－５） ２７０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ７３０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ５，７９０円

票 数

単勝票数 計 １４９８５９ 的中 � ４９９２５（１番人気）
複勝票数 計 ２４７５３３ 的中 � ７２４９３（１番人気）� ５３９４０（２番人気）� １２３５３（６番人気）
枠連票数 計 １１９５８２ 的中 （２－５） ３３９２４（１番人気）
馬連票数 計 ３１５５１７ 的中 �� ８５２８４（１番人気）
馬単票数 計 ２３６９８８ 的中 �� ３２２４３（１番人気）
ワイド票数 計 １６７６０１ 的中 �� ３３７６７（１番人気）�� ４６６６（９番人気）�� ５０１９（７番人気）
３連複票数 計 ４４９０５４ 的中 ��� １７３４８（４番人気）
３連単票数 計 ７５６７６９ 的中 ��� ９６４８（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．８―１１．３―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．３―４４．６―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートブライアー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１１．２７ 京都５着

２００９．３．９生 牝３鹿 母 グッバイマイラブ 母母 モストアミュージング ９戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーディオサ号は，平成２４年１０月４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 コーリンデヴァター号
（非抽選馬） ５頭 アラビアンパール号・ストームセンター号・スプリングソナタ号・パンツァーリート号・ビューティサフラン号



２２０２９ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右）

牝，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

７１０ エ ピ カ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４２２ ―１：０９．４ ４．２�

３３ パ リ ュ ー ル 牝２鹿 ５４ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４１８ ― 〃 クビ ３５．５�
５７ セイントデジタル 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４５０ ― 〃 アタマ ２０．５�
４５ クロフネサプライズ 牝２芦 ５４ 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５８ ―１：０９．５クビ ２．７�
２２ フライトミューズ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信蛭川 年明氏 坂口 正則 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４４２ ―１：０９．７１� １２．０�
４４ カシノワルツ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 ４２６ ―１：１０．３３� ８５．２�
６８ ファインスカイ 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 ４４８ ― 〃 クビ ２．７	
７１１ サカジロマリン 牝２鹿 ５４ 高倉 稜ロイヤルパーク 武 宏平 新冠 イワミ牧場 ４２４ ― 〃 ハナ ５７．８

８１３ サンミッシェル 牝２栗 ５４ 国分 優作武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６４ ― 〃 アタマ ６８．９�
５６ マ イ ア リ ア 牝２鹿 ５４ 北村 友一伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４５２ ―１：１０．４� ７７．１�
６９ ジョロキアキャット 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 ３９２ ― 〃 アタマ ５８．０

１１ テイエムジャズ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４０６ ―１：１０．７２ １３２．０�
８１２ ヤマニンエトレンヌ 牝２栗 ５４ 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４７６ ―１：１２．４大差 ４５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，０５９，３００円 複勝： １９，８３３，１００円 枠連： ８，４０６，７００円

馬連： ２９，４５７，７００円 馬単： ２４，４７３，２００円 ワイド： １４，４７１，０００円

３連複： ４１，８９８，３００円 ３連単： ７９，２８２，３００円 計： ２３２，８８１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ６７０円 � ４００円 枠 連（３－７） ６，０６０円

馬 連 �� ５，２５０円 馬 単 �� ８，０４０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ９７０円 �� ３，０２０円

３ 連 複 ��� １３，２９０円 ３ 連 単 ��� ６６，２７０円

票 数

単勝票数 計 １５０５９３ 的中 � ２８３９１（３番人気）
複勝票数 計 １９８３３１ 的中 � ４１４６９（３番人気）� ６２９１（６番人気）� １１８３３（５番人気）
枠連票数 計 ８４０６７ 的中 （３－７） １０２４（１７番人気）
馬連票数 計 ２９４５７７ 的中 �� ４１４４（１３番人気）
馬単票数 計 ２４４７３２ 的中 �� ２２４７（２１番人気）
ワイド票数 計 １４４７１０ 的中 �� ２５４９（１１番人気）�� ３８０２（９番人気）�� １１４８（３２番人気）
３連複票数 計 ４１８９８３ 的中 ��� ２３２８（３７番人気）
３連単票数 計 ７９２８２３ 的中 ��� ８８３（１７４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．０―１１．７―１１．９―１２．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．０
３ １３（２，５，８）（３，９，１２）－（１０，６）４（１１，７）－１ ４ １３（２，５，８）３（１０，９）６，７（４，１１，１２）１

勝馬の
紹 介

エ ピ カ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．３．１１生 牝２黒鹿 母 ティンクルハート 母母 ファレノプシス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２２０３０ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３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

６１１ フォルトファーレン 牡３黒鹿５６ 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 ４４６－ ２１：４６．６ １５．２�

６１２ ナリタスーパーワン 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ６ 〃 クビ ２．７�

３５ 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 ４４０－ ２１：４６．８１� ３０．１�

２３ キョウワドリーム 牡３芦 ５６ 国分 恭介�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４７６－ ２１：４７．３３ ６．３�
７１３ リアライズバリメタ 牡３芦 ５６ 武 豊工藤 圭司氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 ４９４＋ ８１：４８．０４ ３６．０�
８１５ ダノンルーチェ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ダノックス 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４３２－ ４１：４８．１クビ １１．７	
２４ マイソールネスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也五影 慶則氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７２－ ２１：４８．４１� ４０４．８

３６ オーシャンスキー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４８０＋１０１：４８．５クビ １７．９�
１２ トキノベストマッチ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太田中 準市氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ４．４�
７１４� ミスリンディ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 米 Hidekazu

Date ４８８－ ４１：４８．８２ ５５．５
５９ エトワールセブン 牝３黒鹿５４ 小牧 太ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 村上 雅規 ４５０－１３１：４８．９クビ ８９．０�
４７ � シゲルカシス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 五十嵐忠男 米 Brereton
C. Jones ４９２＋ ４１：５０．５１０ １０．９�

５１０ スカイウエイ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦玉井 宏和氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム ５１４－ ４１：５０．６	 １３．７�
１１ スズカゴクウ 牡３鹿 ５６ 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 B４３８± ０１：５１．２３	 １６５．９�
８１６ トレノプリシェード 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦廣崎 利洋氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 ４９４ ―１：５１．４１� ４４．０�
４８ ホープマイスター 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：５１．７１� １０４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４３７，７００円 複勝： ２９，７７４，５００円 枠連： １０，５１０，９００円

馬連： ３３，２９７，１００円 馬単： ２１，８９７，４００円 ワイド： １８，６３４，９００円

３連複： ５０，２１１，３００円 ３連単： ７３，９５３，８００円 計： ２５４，７１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４５０円 � １６０円 � ５５０円 枠 連（６－６） ２，５２０円

馬 連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ５，７８０円

ワ イ ド �� １，２８０円 �� ４，１１０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １５，８３０円 ３ 連 単 ��� ９５，２５０円

票 数

単勝票数 計 １６４３７７ 的中 � ８５７０（７番人気）
複勝票数 計 ２９７７４５ 的中 � １４７７５（８番人気）� ６６４６１（１番人気）� １１７３９（９番人気）
枠連票数 計 １０５１０９ 的中 （６－６） ３０８８（１０番人気）
馬連票数 計 ３３２９７１ 的中 �� １０４５３（７番人気）
馬単票数 計 ２１８９７４ 的中 �� ２７９６（２１番人気）
ワイド票数 計 １８６３４９ 的中 �� ３６４８（１４番人気）�� １０８９（４４番人気）�� ３３６３（１６番人気）
３連複票数 計 ５０２１１３ 的中 ��� ２３４２（５４番人気）
３連単票数 計 ７３９５３８ 的中 ��� ５７３（２９４番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１１．７―１２．４―１２．４―１３．０―１３．３―１３．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．５―４１．９―５４．３―１：０７．３―１：２０．６―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．３
１
３

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

２
４

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

フォルトファーレン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．８．１３ 新潟１３着

２００９．２．７生 牡３黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー ７戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 キョウワドリーム号の騎手国分恭介は，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・１５番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホープマイスター号は，平成２４年９月４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 シゲルパパイア号・スノーレガーロ号・センシズバイオ号・ファーマプリンセス号・マイネルボンド号



２２０３１ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第７競走 ��
��２，０００�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 ４，６００，０００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

１：５７．２
１：５６．１

良

良

２３ マーティンボロ 牡３青鹿５６ 川須 栄彦吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２１：５９．１ ９．１�

８１７ ダイシンハンター 牡３鹿 ５６ 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋１０１：５９．７３� １８．６�

３６ ツルマルナルト 牡３鹿 ５６ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ５０８－ ８１：５９．９１� ２．９�
６１２ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２２：００．２２ ５．０�
１２ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８０± ０２：００．３クビ １３．７�
５９ ネオアレクサンドラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６ 〃 ハナ ３５．４�
２４ マンノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６８＋ ６２：００．７２� ４．７�
５１０ ウォーターボルカノ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４６２－ ６２：００．９１ ９．２	
４８ メイショウバクフウ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大道 秀男 ４７０－ ６２：０１．２２ １４７．４

８１６ イクオリティ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６－ ２２：０１．３クビ ３１．４�
８１８ ヤマカツティラノ 牡３鹿 ５６ 国分 優作山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６０－ ２２：０１．７２� ７６．２�
６１１ エルマカロン �３鹿 ５６ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 ４３８－ ４２：０１．８	 ３６．２
７１３ ローレルレントラー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４６４ ―２：０３．０７ １０７．５�
４７ アマノスペリオール 牡３栗 ５６ 国分 恭介中村 孝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 稲葉牧場 ４６６－ ６２：０３．４２� １９９．９�
１１ スナークデュラン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 B４４８－１２２：０３．６１� １０３．３�
３５ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５０８± ０２：０３．７クビ １８１．８�
７１４ ルールスティンガー 牡３青鹿５６ 田辺 裕信儀賀 昭三氏 北出 成人 新冠 競優牧場 ４６８－ ６ 〃 アタマ ２４５．５�
７１５ シゲルアボカド 牡３鹿 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 高野 友和 新冠 土井牧場 ４７６＋ ６２：０６．８大差 ６１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，８７８，４００円 複勝： ３４，１８８，１００円 枠連： １５，０５０，２００円

馬連： ４０，０９７，４００円 馬単： ２４，９５０，８００円 ワイド： ２０，０４９，３００円

３連複： ５８，０８６，０００円 ３連単： ８８，７６８，４００円 計： ２９９，０６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２６０円 � ３８０円 � １４０円 枠 連（２－８） １，６００円

馬 連 �� ８，８５０円 馬 単 �� １５，８８０円

ワ イ ド �� ３，２５０円 �� ６００円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ７，４１０円 ３ 連 単 ��� ６８，１００円

票 数

単勝票数 計 １７８７８４ 的中 � １５５７４（４番人気）
複勝票数 計 ３４１８８１ 的中 � ３００２４（４番人気）� １８３２８（７番人気）� ９５４７４（１番人気）
枠連票数 計 １５０５０２ 的中 （２－８） ６９７３（８番人気）
馬連票数 計 ４００９７４ 的中 �� ３３４６（２８番人気）
馬単票数 計 ２４９５０８ 的中 �� １１６０（５３番人気）
ワイド票数 計 ２００４９３ 的中 �� １４３９（３６番人気）�� ８７１６（５番人気）�� ５１２４（９番人気）
３連複票数 計 ５８０８６０ 的中 ��� ５７８９（２２番人気）
３連単票数 計 ８８７６８４ 的中 ��� ９６２（２１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３４．５―４６．７―５９．０―１：１１．２―１：２３．０―１：３５．３―１：４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．１
１
３

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

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

マーティンボロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１２．３．４ 阪神５着

２００９．８．２０生 牡３青鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song ６戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔制裁〕 ネオアレクサンドラ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過怠金３０，０００円。（１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアボカド号は，平成２４年９月４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。
（非抽選馬） ３頭 エールビスティー号・トウカイボイジャー号・メイショウユキハナ号

２２０３２ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３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

１１ エーシンパナギア 牝４青 ５５ 川田 将雅�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５４０－ ８ ５８．４ １．５�

８１４ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５２ 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ７．９�
６１０ シ ゲ ル ユ ズ 牡３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４６２－１０ ５８．５クビ １４．８�
５７ ジ ャ ベ リ ン 牡４栗 ５７ 幸 英明石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４７６－１２ 〃 クビ ８．９�
３３ グランスカイ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７２＋ ４ ５８．６� ２４．７�
３４ 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 ４６２－ ２ ５８．８１� １６．６�
８１３ 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 ５３２＋ ６ ５８．９クビ ５６．８	
２２ ワンダーゴヴェルノ 牡４栗 ５７ 国分 優作山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３０－ ２ ５９．２１� ４４．８

５８ リバーサルブロー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４６６－ ２ 〃 アタマ ４０．２�
４６ ベルストーリー 牝３鹿 ５２ 武 幸四郎�樽さゆり氏 千田 輝彦 浦河 高岸 順一 ４８８－１０ ５９．４１� １０９．６�
４５ タムロガッツ 牡５鹿 ５７ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 新冠 小田 健一 ４７２－ ４ ５９．５� １０７．５
７１１ グロッキーバルボア 牡６鹿 ５７

５４ ▲水口 優也飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５１０－ ６ 〃 ハナ １７．３�
６９ ヤングエイト 牡３黒鹿５４ 北村 友一梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 徳重 正幸 ４１０－ ８ ５９．９２� ７０．０�
７１２ ア ル テ ミ ス 牝５栗 ５５

５２ ▲花田 大昂橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５３２＋ ２１：０１．１７ ３６７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，４００，２００円 複勝： ４５，９４９，５００円 枠連： １３，２０７，３００円

馬連： ３８，１９３，０００円 馬単： ３６，５２０，３００円 ワイド： １９，７２７，９００円

３連複： ５５，４７１，４００円 ３連単： １２２，４２２，３００円 計： ３５０，８９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（１－８） ４９０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３９０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� ７，６００円

票 数

単勝票数 計 １９４００２ 的中 � １０７１９４（１番人気）
複勝票数 計 ４５９４９５ 的中 � ２８３００１（１番人気）� ３２６４０（３番人気）� １９０５０（４番人気）
枠連票数 計 １３２０７３ 的中 （１－８） １９９１３（２番人気）
馬連票数 計 ３８１９３０ 的中 �� ４３５８８（２番人気）
馬単票数 計 ３６５２０３ 的中 �� ３１９８０（２番人気）
ワイド票数 計 １９７２７９ 的中 �� １８０８５（２番人気）�� １２８４８（３番人気）�� ３５２５（１５番人気）
３連複票数 計 ５５４７１４ 的中 ��� １４６４２（９番人気）
３連単票数 計１２２４２２３ 的中 ��� １１８９５（１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンパナギア �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 High Yield デビュー ２０１０．１２．４ 阪神３着

２００８．２．２１生 牝４青 母 サンタマリアガール 母母 Eishin Marianna １２戦３勝 賞金 ３３，３５０，０００円
〔発走状況〕 グランスカイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 グランスカイ号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ダイシンワイルド号・ナイトレイダー号・メイショウクロシオ号



２２０３３ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第９競走 ��１，８００�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５９ マイネジャンヌ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－ ８１：４５．１ ３．３�

３５ オーシャンビーナス 牝４栗 ５５ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：４５．３１� １９．７�
１２ サ マ ー ル ナ 牝３鹿 ５２ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 ４５２± ０ 〃 ハナ ６．１�
１１ ハッピーウィーク 牝３栗 ５２ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ６１：４５．４� ６．３�
８１６ ハギノトラスト 牝６栃栗５５ 松山 弘平安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８＋１２ 〃 クビ ３７．２�
４７ タガノミュルザンヌ 牝３鹿 ５２ 川田 将雅八木 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 ４１０－ ２１：４５．５� １２．３�
２３ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１２－ ２１：４５．７１ １５．３	
７１４ 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 ４４２＋ ４ 〃 クビ １８．８

２４ クイーンキセキ 牝３黒鹿５２ 幸 英明林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２２－ ６１：４５．９１� ２０．６�
７１３ フレンチボウ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６４＋２０１：４６．０� １５．６�
６１２� レ イ テ ッ ド 牝４栗 ５５ 国分 優作北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５４＋１６ 〃 ハナ １４９．０
５１０ シュピッツェ 牝３鹿 ５２ 武 豊吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：４６．１� ２５．７�
４８ ツルマルワンピース 牝４鹿 ５５ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８２－ ８１：４６．２クビ ２２．９�
６１１� ミエノスペシャル 牝４青鹿５５ 田辺 裕信里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 ４３２－ ６１：４６．６２� ３０４．５�
３６ テイケイフロックス 牝３黒鹿５２ 川須 栄彦兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９０－ ２１：４６．８１� ６．６�
８１５� ジョウショーコトミ 牝４芦 ５５ 渡辺 薫彦熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４２６－１９１：５１．０大差 ３１７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８４０，３００円 複勝： ５０，４５７，６００円 枠連： ２２，４１２，７００円

馬連： ７５，３０１，８００円 馬単： ４３，２６６，９００円 ワイド： ３３，３２９，４００円

３連複： １１０，１４０，６００円 ３連単： １７９，９４５，３００円 計： ５３９，６９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ４３０円 � ２００円 枠 連（３－５） ８６０円

馬 連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ４７０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ５，４３０円 ３ 連 単 ��� ３０，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２４８４０３ 的中 � ５９７８１（１番人気）
複勝票数 計 ５０４５７６ 的中 � １３６０１２（１番人気）� ２２３０３（９番人気）� ６６０２７（２番人気）
枠連票数 計 ２２４１２７ 的中 （３－５） １９４４５（２番人気）
馬連票数 計 ７５３０１８ 的中 �� １８０４２（１０番人気）
馬単票数 計 ４３２６６９ 的中 �� ６５２１（１３番人気）
ワイド票数 計 ３３３２９４ 的中 �� ７４９５（１１番人気）�� １８８２４（２番人気）�� ４７８７（１９番人気）
３連複票数 計１１０１４０６ 的中 ��� １４９９６（９番人気）
３連単票数 計１７９９４５３ 的中 ��� ４４２６（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．２―３４．９―４６．４―５７．８―１：０９．５―１：２１．４―１：３３．３

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

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

勝馬の
紹 介

マイネジャンヌ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１０．８．２２ 小倉１着

２００８．５．１７生 牝４鹿 母 イットウリョウダン 母母 サクラユウビ １４戦３勝 賞金 ４４，０３１，０００円
〔その他〕 ジョウショーコトミ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。

２２０３４ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第１０競走 ��
��１，７００�

い ぶ す き

指 宿 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００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 ハイランドジャガー 牡３芦 ５４ 熊沢 重文小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５１０± ０１：４４．４ ６．７�

１２ オーシャンパワー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ４．５�
６１２� シゲルスターキング 牡３鹿 ５４ 国分 恭介 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America ５００－ ２１：４４．７１� ３．０�
８１５ 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 ４５２＋ ６１：４５．２３ １３．２�
６１１ ペガサスフォース 牡３栗 ５４ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２１：４５．４１ ３４．０�
１１ エーブポセイドーン 牡４鹿 ５７ 藤懸 貴志 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 ５０２－ ２１：４５．７２ ７１．１�
２３ オチャノコサイサイ 牝５黒鹿５５ 高倉 稜 	高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４６０＋ ４１：４６．０１� １４０．６

４７ ドリームボンバー 牡４鹿 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ９３．０�
２４ マルティニーク 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太 	社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：４６．１	 ３９．５�
８１６ エイコーンパス 牡３栗 ５４ 北村 友一吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ３．９
７１３� エーシンテュポーン 牡５鹿 ５７ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ２１：４６．２	 １９．７�
５１０ ヒミノキンカメ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ８９．４�
５９ テイエムアシュラ 牡３青鹿５４ 酒井 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４８６± ０ 〃 ハナ ２１８．１�
４８ リズミックビート 牡５栗 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５１６－ ２１：４６．３	 ６２．８�
３６ ハクユウサンサン 牡４鹿 ５７ 国分 優作 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４８０± ０１：４６．７２	 ２５．６�
７１４ メイショウブシドウ 牡３青鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４３６－１２１：４６．８	 ５４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２３３，５００円 複勝： ４６，１１０，５００円 枠連： ２１，９２２，７００円

馬連： ８２，７６４，１００円 馬単： ５０，２３８，９００円 ワイド： ３３，０７４，３００円

３連複： １１５，５０２，５００円 ３連単： ２０３，４１８，４００円 計： ５７９，２６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－３） １，２２０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ３９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� １０，８００円

票 数

単勝票数 計 ２６２３３５ 的中 � ３０８６０（４番人気）
複勝票数 計 ４６１１０５ 的中 � ５８０１７（４番人気）� ６２１５６（３番人気）� １２２８８６（１番人気）
枠連票数 計 ２１９２２７ 的中 （１－３） １３２９２（６番人気）
馬連票数 計 ８２７６４１ 的中 �� ４３３９４（６番人気）
馬単票数 計 ５０２３８９ 的中 �� １１０８１（１３番人気）
ワイド票数 計 ３３０７４３ 的中 �� １２５２６（６番人気）�� ２１５８４（３番人気）�� ２６００１（２番人気）
３連複票数 計１１５５０２５ 的中 ��� ６０２３４（３番人気）
３連単票数 計２０３４１８４ 的中 ��� １３９０９（２３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．６―４２．３―５４．６―１：０６．９―１：１９．３―１：３１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイランドジャガー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Danzig デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神９着

２００９．１．２１生 牡３芦 母 ノベンバーサンライズ 母母 Timely Roman ６戦２勝 賞金 １８，３９７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 カシノチョッパー号・ブライティアトップ号・メイショウカイオウ号・ワイワイガヤガヤ号



２２０３５ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�西部スポニチ賞

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
スポーツニッポン新聞社賞（１着）

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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

６６ オーシャンブルー 牡４鹿 ５７ 小牧 太青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４４０＋１４１：５９．１ １．９�

７８ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４７８＋ ４１：５９．４２ ４．１�
１１ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５５ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４６８－ ２１：５９．５� ８．３�
３３ スーパーオービット 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４８± ０１：５９．６� ３０．６�
４４ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 武 豊セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９０－ ２１：５９．７� ２５．１�
６７ ハードダダンダン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６６± ０ 〃 クビ ３４．３�
８１０ リ ベ ル タ ス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８４－１２１：５９．８� ８．９	
７９ グッドバニヤン 牡７栃栗５７ 川須 栄彦津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４８＋ ４２：００．０１� １２．９

５５ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 太宰 啓介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５２－ ４２：００．１� １７４．１�
８１１ エクセリオン 牡５芦 ５７ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ２２：００．４１	 １４．２�
２２ 
 ピシーズクイーン 牝５鹿 ５５ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４７０－２２２：０１．９９ １９７．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，９６８，９００円 複勝： ６０，９７８，４００円 枠連： ３３，１３５，１００円

馬連： １４８，２３４，７００円 馬単： ９４，０５９，４００円 ワイド： ５１，３９１，６００円

３連複： ２０１，１６９，７００円 ３連単： ４６０，７７２，７００円 計： １，０９０，７１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（６－７） ２７０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ２，９００円

票 数

単勝票数 計 ４０９６８９ 的中 � １７１０６９（１番人気）
複勝票数 計 ６０９７８４ 的中 � １９５６０２（１番人気）� １２２６２４（２番人気）� ６６０９１（３番人気）
枠連票数 計 ３３１３５１ 的中 （６－７） ９２０６０（１番人気）
馬連票数 計１４８２３４７ 的中 �� ２４１２３５（１番人気）
馬単票数 計 ９４０５９４ 的中 �� １０６９０７（１番人気）
ワイド票数 計 ５１３９１６ 的中 �� ８４６８６（１番人気）�� ４２０９３（２番人気）�� １９８５９（７番人気）
３連複票数 計２０１１６９７ 的中 ��� １４８３５０（１番人気）
３連単票数 計４６０７７２７ 的中 ��� １１７４７０（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．１―１２．８―１２．３―１２．０―１１．９―１１．６―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．４―１：００．７―１：１２．７―１：２４．６―１：３６．２―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２０１１．２．５ 小倉６着

２００８．３．２６生 牡４鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian ９戦４勝 賞金 ５７，０７５，０００円

２２０３６ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５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 ７，２００，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１４ キタサンエピソード 牡３栗 ５４ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４８４± ０１：０７．４ ８．３�

８１７ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：０７．７１� ５．３�
２４ ファーマクリーム 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 ４６６＋２６１：０７．８� １６．１�
２３ ハッシュドトーン 牝３青鹿５２ 太宰 啓介 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２ 〃 クビ ７３．６�
５１０ ロ ン ド 牝４青鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６８＋１８１：０７．９クビ １９．６�
３５ ホットサマーデイ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ３．０	
６１１ ピュアソウル 牡３鹿 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４０８－ ２ 〃 アタマ １５．２

１１ オウケンハナミズキ 牝３青 ５２ 川田 将雅福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９８－ ６１：０８．０クビ １８．４�
１２ マッシヴヒーロー 牡３鹿 ５４ 武 豊小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４４４－ ４ 〃 アタマ ７．３�
７１３ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１０＋ ８１：０８．１� ８．４
５９ � アイアンセラヴィ 牡４鹿 ５７ 幸 英明池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 クビ １０２．８�
４７ メジロソフィア 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４１６－ ２ 〃 ハナ ６３．２�
４８ アグネスアンジュ 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８＋ ８１：０８．４１� １１８．８�
８１８ サンマルリジイ 牝３黒鹿５２ 国分 恭介相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ２４４．１�
６１２ リバーロイヤル 牡４栗 ５７ 浜中 俊河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４６４－ ２１：０９．０３� ３２．０�
７１５� トウショウドライヴ 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士野島 春男氏 田島 良保 新ひだか 片岡 博 ４３８－ ２ 〃 アタマ ３９０．２�
３６ オリエンタルコール 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４０－ ８ 〃 アタマ ８５．４�
８１６ ナムラメイビ 牝３鹿 ５２ 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４２６－ ３１：１１．０大差 ３２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，３６１，８００円 複勝： ４９，０７８，３００円 枠連： ２７，７４３，７００円

馬連： ９３，３２０，１００円 馬単： ５３，６８６，２００円 ワイド： ３９，０１５，７００円

３連複： １３４，６６８，５００円 ３連単： ２４１，０９０，５００円 計： ６６７，９６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � ５５０円 枠 連（７－８） ８００円

馬 連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ２，３５０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� １１，１８０円 ３ 連 単 ��� ５５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２９３６１８ 的中 � ２７９７１（４番人気）
複勝票数 計 ４９０７８３ 的中 � ４５２００（５番人気）� ７０４８７（２番人気）� ２０２３９（７番人気）
枠連票数 計 ２７７４３７ 的中 （７－８） ２５６３８（３番人気）
馬連票数 計 ９３３２０１ 的中 �� ３２８７４（５番人気）
馬単票数 計 ５３６８６２ 的中 �� ８９８５（１３番人気）
ワイド票数 計 ３９０１５７ 的中 �� １２２７１（５番人気）�� ４００１（３１番人気）�� ５１８８（２１番人気）
３連複票数 計１３４６６８５ 的中 ��� ８８９０（３３番人気）
３連単票数 計２４１０９０５ 的中 ��� ３１９９（１５８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．０―１０．８―１１．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．８―３２．６―４３．９―５５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンエピソード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１２．２．１９ 京都３着

２００９．４．５生 牡３栗 母 キタサンメッセージ 母母 グリーンベリー ６戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔発走状況〕 オウケンハナミズキ号は，枠入り不良。
〔その他〕 ナムラメイビ号は，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。
〔鼻出血による出走制限〕 ナムラメイビ号は，平成２４年９月４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミスコクラ号
（非抽選馬） １頭 カシノアクセル号



（２４小倉２）第３日 ８月４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 １８６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

１５８，４８０，０００円
２，０８０，０００円
８，５５０，０００円
１，６９０，０００円
１３，９１０，０００円
６１，８８０，５００円
４，８３６，０００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
２４９，５３８，９００円
４８９，３８３，７００円
１９１，７０３，１００円
６５９，０７３，０００円
４４５，９４５，６００円
２９０，０４２，６００円
９４８，８９７，７００円
１，７７６，３３０，９００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 ５，０５０，９１５，５００円

総入場人員 ６，９９５名 （有料入場人員 ６，０３３名）


