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２２０４９ ８月１１日 曇 重 （２４小倉２）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

４６ 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± ０１：０９．４ ２．０�

２２ 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 ４７４－１０１：０９．７２ ６．８�
６９ エンブレムゴール 牝２黒鹿５４ 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 ４６６± ０１：０９．９１� ３．１�
８１４ カシノコゴロウ 牡２鹿 ５４ 川田 将雅柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４４８＋ ４ 〃 クビ １５．１�
４５ 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 ４３６－ ２１：１０．１１� ２３．４�
７１２ テイエムハエモンド 牝２鹿 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３０＋ ４１：１０．２� ３１．９�
８１３ カシノレアネス 牝２黒鹿５４ 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 ４３２－ ２１：１０．６２� ２２．３�
７１１ 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 ４６８－ ６１：１１．０２� １３４．３	
３３ 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 ４４４－１０１：１１．１� １６３．２

５８ キリシマダイナー 牝２栗 ５４ 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 ３７０± ０１：１２．０５ １８３．２�
５７ キリシマシュート 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋牧場 ３５０ ―１：１２．１� １６３．６�
１１ クラウンボースロン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 ４４６＋ ２１：１２．２� ５９．９
３４ 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 ４３８－ ４１：１３．２６ ２３．９�
６１０ クラウンガネーシャ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂矢野 恭裕氏 松永 康利 熊本 本田 土寿 ４５２＋ ４１：１５．７大差 ３２４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８，９４６，２００円 複勝： １６，５３４，４００円 枠連： ６，６８５，８００円

馬連： ２１，２８１，９００円 馬単： １７，９２０，４００円 ワイド： １１，５４２，０００円

３連複： ３７，５３１，３００円 ３連単： ６５，０８０，６００円 計： １８５，５２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（２－４） ６９０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� ２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ８９４６２ 的中 � ３６５６６（１番人気）
複勝票数 計 １６５３４４ 的中 � ６２８１４（１番人気）� １８１０５（３番人気）� ３８１４０（２番人気）
枠連票数 計 ６６８５８ 的中 （２－４） ７１６０（３番人気）
馬連票数 計 ２１２８１９ 的中 �� ２２９３２（２番人気）
馬単票数 計 １７９２０４ 的中 �� １３８２８（３番人気）
ワイド票数 計 １１５４２０ 的中 �� ８６５０（２番人気）�� ２８１９６（１番人気）�� ７４２２（３番人気）
３連複票数 計 ３７５３１３ 的中 ��� ５２４１３（１番人気）
３連単票数 計 ６５０８０６ 的中 ��� １７６６１（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．７―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．８―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイピース �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２０１２．７．１４ 中京２着

２０１０．２．８生 牝２青鹿 母 ダンツビューティ 母母 ハーモニーゼア ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００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〕 カシノロビン号・クラウンガネーシャ号は，平成２４年９月１１日まで平地競走に出走できない。

２２０５０ ８月１１日 曇 重 （２４小倉２）第５日 第２競走 ��１，２００�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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

４４ マイネヴァイザー 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４０６± ０１：０８．６ １．７�

８８ ケントヒーロー 牡２栗 ５４ 国分 優作田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 ４５２＋ ２１：０８．８１� ３．５�
３３ ドリームハヤテ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 ４８４－ ６１：０９．１２ １３．９�
６６ シゲルペガススザ �２黒鹿５４ 国分 恭介森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 ４３２－ ４１：０９．５２� １０．５�
７７ 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± ０１：１０．２４ ３９．７�
１１ フェアリーシチー 牝２芦 ５４ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 ４４４－１０１：１０．６２� ９９．２�
５５ セレッソフロリード 牝２鹿 ５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 ４８４－ ２１：１０．８１� ５．８	
２２ カシノグリップ 牡２鹿 ５４ 酒井 学柏木 務氏 田所 秀孝 日高 門別牧場 ４２４－１４１：１４．５大差 １３８．１


（８頭）

売 得 金

単勝： １３，５０７，７００円 複勝： ２８，１９０，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ２４，０４９，５００円 馬単： ２０，８８０，３００円 ワイド： １０，０６３，４００円

３連複： ２９，１０１，０００円 ３連単： ８０，４７４，９００円 計： ２０６，２６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １９０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ３７０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ２９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� １，９４０円

票 数

単勝票数 計 １３５０７７ 的中 � ６３６１５（１番人気）
複勝票数 計 ２８１９０９ 的中 � １６６２５１（１番人気）� ３７９４３（２番人気）� １７０９１（５番人気）
馬連票数 計 ２４０４９５ 的中 �� ７７７６１（１番人気）
馬単票数 計 ２０８８０３ 的中 �� ４２４５３（１番人気）
ワイド票数 計 １００６３４ 的中 �� ２４３４４（１番人気）�� ７６４７（４番人気）�� ４４２１（８番人気）
３連複票数 計 ２９１０１０ 的中 ��� ２９２７１（３番人気）
３連単票数 計 ８０４７４９ 的中 ��� ３０６５８（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．２―１１．５―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．５―４５．０―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネヴァイザー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１２．６．２ 阪神２着

２０１０．２．１４生 牝２黒鹿 母 コウエイソフィア 母母 ダンツビューティ ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノグリップ号は，平成２４年９月１１日まで平地競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第５日



２２０５１ ８月１１日 曇 不良 （２４小倉２）第５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

８１５ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８６－ ２１：４３．８ ５．２�

７１４ 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 ５０２± ０１：４４．０１� ３．１�
５１０ ベルラピエル 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム ４８０＋ ４１：４４．５３ ８．６�
３６ アドマイヤクリス 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 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 ４４８－ ６１：４４．９２� １０．７�
７１３ 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 ５７２－ ８１：４５．２２ １３．５	
５９ ア ラ イ シ ュ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 B４５４－ ４１：４６．０５ １５３．６

４８ ニューロジカル 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ １８５．９�
３５ ナムラコンカー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ５３４＋ ６１：４６．３１� ４．４�
８１６ ア リ ア ー ヌ 牝３鹿 ５４ 酒井 学岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 ４４４＋２４１：４６．４� ２４２．２
２３ レッドキングダム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６４＋１８ 〃 クビ ６．１�
６１１ タガノボックス �３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８０－ ２１：４６．７１� １０１．８�

６１２ ゴールデンレシオ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太 �キャロットファーム 大久保龍志 新ひだか 前田 宗将 ５４２－ ２ 〃 アタマ ３５．０�
１１ シルクイングレイヴ �３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４３８＋ ６１：４７．１２� １７６．１�
４７ オースミファイア 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４８２－ ２１：４７．２� １５０．６�
２４ セイクリッドハート 牡３鹿 ５６ 国分 恭介名古屋競馬� 田中 章博 千歳 社台ファーム B４７４＋ ４１：４８．４７ ３５６．９�
１２ ハジメリューオー 牡３栗 ５６ 高倉 稜池田 實氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ５００ ― 〃 クビ ２０３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６７６，０００円 複勝： ２６，３０５，４００円 枠連： ９，６４７，６００円

馬連： ２９，８５８，６００円 馬単： ２０，１９３，３００円 ワイド： １５，４２１，３００円

３連複： ４６，８８１，１００円 ３連単： ７２，１８３，６００円 計： ２３４，１６６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ６００円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５７０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ７，９４０円

票 数

単勝票数 計 １３６７６０ 的中 � ２０８７１（３番人気）
複勝票数 計 ２６３０５４ 的中 � ５４０７３（２番人気）� ５７２５３（１番人気）� ２７６５８（４番人気）
枠連票数 計 ９６４７６ 的中 （７－８） １１９０７（２番人気）
馬連票数 計 ２９８５８６ 的中 �� ３４２７６（１番人気）
馬単票数 計 ２０１９３３ 的中 �� ８９５２（３番人気）
ワイド票数 計 １５４２１３ 的中 �� １５５１８（１番人気）�� ６３０９（５番人気）�� ７３１５（４番人気）
３連複票数 計 ４６８８１１ 的中 ��� ２１３２５（２番人気）
３連単票数 計 ７２１８３６ 的中 ��� ６７１７（１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．９―２９．５―４２．３―５４．７―１：０６．４―１：１８．７―１：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

デンコウアクティブ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．１０．８ 京都３着

２００９．５．１３生 牡３鹿 母 グラッドハンド 母母 グリーシャンコレー １３戦１勝 賞金 ２０，０６０，０００円
〔発走状況〕 タガノボックス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 タガノボックス号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 シゲルマスカット号・シンプリーラブ号・ベストオブベスト号・ヤマカツポセイドン号

２２０５２ ８月１１日 曇 稍重 （２４小倉２）第５日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７１３ テーオーヴィーナス 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４１８－ ４１：４８．２ １９．６�

７１４ カリブストーリー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９６－ ６ 〃 ハナ ４４．２�
５１０ ウインブリーザ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 村上 欽哉 ４３６－ ４１：４８．４１� １４．２�
１２ チ ー ズ マ ヨ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４２８± ０ 〃 ハナ ４．６�
２４ エリモフェアリー 牝３黒鹿５４ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４７４± ０ 〃 クビ ９．７�
８１６ ドウニカナルデショ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦小田切有一氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋２０１：４８．５� １４．６�
６１１ クラヴェジーナ 牝３栗 ５４ 北村 友一�G１レーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５２－１０１：４８．６� ２．６	
６１２ ジュディソング 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８＋１０１：４８．７クビ ５．５


８１５ ジュエルトウショウ 牝３鹿 ５４ 幸 英明トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３８－ ２１：４９．１２� １２．６�
５９ マイアイステラ 牝３青鹿５４ 松山 弘平MYI馬主組合 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４２０－ ８１：４９．３１ ２５５．０�
３５ コーナーポケット 牝３鹿 ５４ 高倉 稜白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４３０－ ４ 〃 アタマ ３７．７
３６ カ ル ミ ナ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４７８± ０１：４９．５１ ３１０．７�
２３ マンハッタンブーケ 牝３黒鹿５４ 酒井 学池住 安信氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４７８－ ８１：４９．９２� １３１．１�
４８ セレブリティトーク 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８８－２６ 〃 クビ ２６６．７�
１１ マテリアルガール 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山上 和良氏 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 ４２８－ ８１：５１．０７ ３８．４�
４７ メイショウシラウメ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 金成吉田牧場 ４５０－ ２１：５２．８大差 １５９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６９８，２００円 複勝： ２９，３５２，３００円 枠連： １０，９８８，１００円

馬連： ３１，４１２，６００円 馬単： ２２，５２２，６００円 ワイド： １７，８３９，８００円

３連複： ４９，６９５，６００円 ３連単： ７５，１５３，３００円 計： ２５４，６６２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ５６０円 � １，１７０円 � ４８０円 枠 連（７－７） １８，９１０円

馬 連 �� ２３，９３０円 馬 単 �� ４３，４００円

ワ イ ド �� ５，０４０円 �� ３，４９０円 �� ６，３７０円

３ 連 複 ��� １１３，９００円 ３ 連 単 ��� ４４７，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７６９８２ 的中 � ７１１９（８番人気）
複勝票数 計 ２９３５２３ 的中 � １３９８５（８番人気）� ６２３９（１１番人気）� １７１２７（７番人気）
枠連票数 計 １０９８８１ 的中 （７－７） ４２９（２９番人気）
馬連票数 計 ３１４１２６ 的中 �� ９６９（４８番人気）
馬単票数 計 ２２５２２６ 的中 �� ３８３（９３番人気）
ワイド票数 計 １７８３９８ 的中 �� ８７１（４６番人気）�� １２６８（３９番人気）�� ６８７（５２番人気）
３連複票数 計 ４９６９５６ 的中 ��� ３２２（１８０番人気）
３連単票数 計 ７５１５３３ 的中 ��� １２４（８５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３６．９―４９．８―１：０１．５―１：１２．９―１：２４．４―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーヴィーナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．４．２８ 京都８着

２００９．２．２７生 牝３鹿 母 シルクチャプター 母母 ノーブルプライド ４戦１勝 賞金 ５，１００，０００円
〔制裁〕 チーズマヨ号の騎手田辺裕信は，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１０，０００円。（１６番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウシラウメ号は，平成２４年１０月１１日まで平地競走に出走できない。



２２０５３ ８月１１日 曇 稍重 （２４小倉２）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

４４ ケイアイウィルゴー 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 ４４０ ―１：１１．０ １．７�

６６ キタノヘイロー 牡２栗 ５４ 田辺 裕信ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４３４ ―１：１１．２１� ４．６�

５５ シゲルカミノケザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 長浜 秀昭 ４４４ ―１：１１．６２� ２５．４�
１１ ゴールデンハンター 牡２鹿 ５４ 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７６ ―１：１１．８１� ３．４�
２２ デンコウショウイン 牡２青鹿５４ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４５２ ―１：１２．０１� １２．４�
３３ テイエムハエオドイ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４３４ ―１：１２．１� ５４．０�

（６頭）

売 得 金

単勝： １２，７９７，２００円 複勝： １１，２６９，１００円 枠連： 発売なし

馬連： １６，８８３，３００円 馬単： １８，６６９，７００円 ワイド： ７，２７７，５００円

３連複： ２１，９６２，１００円 ３連単： ８５，７９４，４００円 計： １７４，６５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３８０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ３，１３０円

票 数

単勝票数 計 １２７９７２ 的中 � ６１２４９（１番人気）
複勝票数 計 １１２６９１ 的中 � ５１７０２（１番人気）� １９８７２（３番人気）
馬連票数 計 １６８８３３ 的中 �� ３５４６０（２番人気）
馬単票数 計 １８６６９７ 的中 �� ２６０４５（２番人気）
ワイド票数 計 ７２７７５ 的中 �� １２６５６（２番人気）�� ４３５０（５番人気）�� ２５２９（９番人気）
３連複票数 計 ２１９６２１ 的中 ��� １３９７６（５番人気）
３連単票数 計 ８５７９４４ 的中 ��� ２０２８１（１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１１．７―１１．８―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２３．８―３５．５―４７．３―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイウィルゴー 	


父 タイキシャトル 	



母父 ウォーニング 初出走

２０１０．２．１０生 牝２鹿 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２２０５４ ８月１１日 曇 稍重 （２４小倉２）第５日 第６競走 ��２，０００�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 ４，６００，０００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

２４ アイファーファルコ 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 ４３８－ ４２：００．１ １０．１�

７１５ ラブラドライト �３鹿 ５６ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２－３４ 〃 クビ ２８．９�
６１２ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４０－ ４２：００．７３� ４．６�
３６ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２＋ ４ 〃 クビ ２．２�
４７ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４２６＋ ２２：０１．１２� ７６．１�

４８ スリータイタン 牡３黒鹿５６ 国分 恭介永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 ４７８－ ２２：０１．２� １６０．６	
５１０ カ ゼ カ オ ル 牡３鹿 ５６ 国分 優作荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ９５．１

５９ アンメテオール 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文 �社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム B４７０± ０２：０１．３クビ １５．３�
２３ タイキフォースワン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太�大樹ファーム 高橋 義忠 大樹 大樹ファーム ５２４＋１２ 〃 ハナ １０４．９�
３５ ヴィサージュ 牡３栗 ５６ 小牧 太ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２２：０１．５１� １７．９
１２ アイミーマイン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ２３３．７�
６１１ メトロファルコン 牡３鹿 ５６ 幸 英明太田 廣子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 ４６０＋１０ 〃 クビ ９．７�
７１４ ヨドノエース 牡３黒鹿５６ 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４５８± ０２：０１．７１� １２８．３�
１１ ケントリューズ 牡３栗 ５６ 酒井 学大迫 基弘氏 岡田 稲男 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ６ 〃 アタマ ７３．９�
８１８ ロードバッカス 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム B４７４＋１０２：０２．１２� ７．４�
８１７ ゴールドマイスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６４＋１０２：０４．２大差 ２６８．５�
８１６ キクノグラード 牡３栗 ５６ 太宰 啓介菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６４－ ２２：０５．１５ １４９．９�
７１３ ドラゴンフライ 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 ４６２＋１０ （競走中止） ２２５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，８５６，０００円 複勝： ２６，６３１，６００円 枠連： １１，３６２，４００円

馬連： ３３，２２３，３００円 馬単： ２３，８９７，５００円 ワイド： １８，１０８，６００円

３連複： ５３，２５０，３００円 ３連単： ８４，６６１，２００円 計： ２６５，９９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２９０円 � ７２０円 � １９０円 枠 連（２－７） ９，９４０円

馬 連 �� １５，８７０円 馬 単 �� ４５，２３０円

ワ イ ド �� ４，４６０円 �� ７８０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ２５，０８０円 ３ 連 単 ��� １７２，１３０円

票 数

単勝票数 計 １４８５６０ 的中 � １１６８４（５番人気）
複勝票数 計 ２６６３１６ 的中 � ２４６９７（４番人気）� ７９９７（８番人気）� ４４０５１（２番人気）
枠連票数 計 １１３６２４ 的中 （２－７） ８４４（２１番人気）
馬連票数 計 ３３２２３３ 的中 �� １５４５（３２番人気）
馬単票数 計 ２３８９７５ 的中 �� ３９０（８１番人気）
ワイド票数 計 １８１０８６ 的中 �� ９６７（３７番人気）�� ６０５０（８番人気）�� １８１１（２４番人気）
３連複票数 計 ５３２５０３ 的中 ��� １５６７（６４番人気）
３連単票数 計 ８４６６１２ 的中 ��� ３６３（３８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３５．３―４７．６―５９．６―１：１１．６―１：２３．８―１：３６．０―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．３
１
３
４，５，１１（２，１６）（６，１２）１８（８，１７）７（１，１５）１０（３，１４）－９
４（５，１１）（２，１２）（６，１５）（７，１８）８（１，１０，１６，１４）１７，９，３

２
４

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

勝馬の
紹 介

アイファーファルコ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１１．１０．１５ 京都８着

２００９．２．１５生 牡３栗 母 マ グ ノ リ ア 母母 ストロングレイス ７戦１勝 賞金 ７，１５０，０００円
〔競走中止〕 ドラゴンフライ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため１コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アンメテオール号の騎手熊沢重文は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
〔その他〕 ゴールドマイスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴールドマイスター号は，平成２４年９月１１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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 エールビスティー号・クリフパレス号・クロコサイレンス号・コスモプランタン号・サティスファイ号・

サトノローレル号・シゲルブンタン号・シュタインガーデン号・スリーフラッシュ号・ゼンノティソナ号・
メイショウユキハナ号・ワンダージョイア号



２２０５５ ８月１１日 曇 不良 （２４小倉２）第５日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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 ７，２００，０００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

５９ ブライティアトップ 牝３黒鹿５２ 国分 優作小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４６８＋ ６１：４３．６ ６８．３�

３６ � ミラグロッサ 牝４栗 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－ ２１：４４．０２� １８．６�

６１１ ユウキマリアッチ 牝４鹿 ５５ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９４± ０１：４４．１� ３．２�
４８ ウインアルエット 牝３鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０± ０１：４４．２クビ ５．４�

６１２� ピンクデージー 牝５黒鹿５５ 幸 英明野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８６± ０ 〃 クビ １８．８�
８１６ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 小牧 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 ４６２＋ ４１：４４．３クビ １１．４	
２３ � ア ラ ン ロ ド 牝４栗 ５５ 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３４－ ４１：４４．４� １８３．３

７１４ シーズガレット 牝４栗 ５５ 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５２± ０１：４４．７１� １４．６�
８１５ アルボランシー 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ６５．４�
１１ ファーマペニー 牝４鹿 ５５ 高倉 稜中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１８－ ６１：４４．８� ６４．５
４７ マコトラピスラズリ 牝３鹿 ５２ 川田 将雅尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４５２＋１２１：４５．４３� ３１．１�
１２ トーブプリンセス 牝３鹿 ５２

４９ ▲花田 大昂武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４５４－１２ 〃 クビ １１８．４�
３５ メテオーリカ 牝３黒鹿５２ 北村 友一吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４３２＋ ４１：４５．５クビ １７．９�
２４ ズ ッ カ 牝３栗 ５２

４９ ▲中井 裕二�RRA 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４０４－ ８ 〃 ハナ １１５．８�
７１３ ブロードピーク 牝４鹿 ５５ 松山 弘平 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４０６－ ２１：４６．１３� ４９．０�
５１０ ラルシュドール 牝３鹿 ５２ 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ６ （競走中止） ３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０６８，８００円 複勝： ３４，２８８，０００円 枠連： １２，１８２，５００円

馬連： ４０，４８５，７００円 馬単： ２６，８３３，４００円 ワイド： ２１，７１５，５００円

３連複： ６５，０８８，３００円 ３連単： １０１，７２４，０００円 計： ３１９，３８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，８３０円 複 勝 � １，７２０円 � ５００円 � １６０円 枠 連（３－５） １，３９０円

馬 連 �� ４２，８７０円 馬 単 �� ９２，５４０円

ワ イ ド �� １３，５６０円 �� ３，１８０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ６０，３５０円 ３ 連 単 ��� ６７０，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７０６８８ 的中 � １９７２（１３番人気）
複勝票数 計 ３４２８８０ 的中 � ３９７７（１３番人気）� １５４９１（８番人気）� ８０８３９（２番人気）
枠連票数 計 １２１８２５ 的中 （３－５） ６４８４（７番人気）
馬連票数 計 ４０４８５７ 的中 �� ６９７（７０番人気）
馬単票数 計 ２６８３３４ 的中 �� ２１４（１４４番人気）
ワイド票数 計 ２１７１５５ 的中 �� ３８６（７９番人気）�� １６７７（３０番人気）�� ３５１３（１４番人気）
３連複票数 計 ６５０８８３ 的中 ��� ７９６（１４４番人気）
３連単票数 計１０１７２４０ 的中 ��� １１２（１１４２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．８―１２．５―１２．１―１２．０―１２．１―１２．０―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．７―２９．５―４２．０―５４．１―１：０６．１―１：１８．２―１：３０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライティアトップ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．８．２１ 札幌９着

２００９．３．２２生 牝３黒鹿 母 ダイタクアズミット 母母 スプリングネヴァー １５戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔発走状況〕 マコトラピスラズリ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 ラルシュドール号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

２２０５６ ８月１１日 曇 重 （２４小倉２）第５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 クランチタイム 牡４鹿 ５７ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５００－１６ ５７．２ ３．３�

５７ � メイショウクロシオ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４７８＋１０ ５７．６２� １０．４�
４５ 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 ４９６＋ ２ ５７．７� ４．８�
５８ ニシノプレゼンス 牡３黒鹿５４ 川田 将雅西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 ５０６＋ ８ 〃 ハナ ２５．４�
８１３ ダッシャーワン 牡４栗 ５７ 浜中 俊�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５００－ ６ ５７．８� ４．７�
６１０ アルティザン 牡３鹿 ５４ 国分 恭介 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４７２± ０ ５７．９� ４５．１	
６９ � ピンクピアリス 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム ４７６＋ ８ ５８．０� ２３０．５

１１ スズノハヤブサ 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 哲雄 ４７６－ ２ 〃 クビ １１．３�
３３ 	 シゲルカリン 牡３栗 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. B４８２± ０ ５８．１� ７．３�
４６ キクノレジーナ 牝４青 ５５ 高倉 稜菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４５２－ ６ 〃 アタマ ３９．９
２２ 	 パトロネージュ 牡３栗 ５４ 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC B５１２－ ２ 〃 ハナ １２．５�
７１２ ヤマニンアルシェ 牡４鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４９４－ ４ ５８．４１
 ２７４．３�
７１１ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５２ 芹沢 純一�大野商事 鹿戸 明 新冠 �渡 信義 ４５４－ ２ 〃 クビ ３７．７�
８１４� ラブロジック 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志ディアレスト 福島 信晴 新冠 北星村田牧場 ４８２＋ ２ ５８．６１� １４１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，２３０，９００円 複勝： ３７，２８４，４００円 枠連： １１，７４７，０００円

馬連： ４７，２５５，７００円 馬単： ２９，６２１，４００円 ワイド： ２２，０３０，２００円

３連複： ６６，３６５，５００円 ３連単： １０７，１８０，１００円 計： ３４２，７１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（３－５） ９３０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ３３０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� １５，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２１２３０９ 的中 � ５２２３７（１番人気）
複勝票数 計 ３７２８４４ 的中 � ７３９１７（１番人気）� ２９４２５（５番人気）� ６６１７０（２番人気）
枠連票数 計 １１７４７０ 的中 （３－５） ９３２４（３番人気）
馬連票数 計 ４７２５５７ 的中 �� １８９８３（７番人気）
馬単票数 計 ２９６２１４ 的中 �� ７１０５（１０番人気）
ワイド票数 計 ２２０３０２ 的中 �� ６９９７（１０番人気）�� １８６１８（１番人気）�� ５１２３（１５番人気）
３連複票数 計 ６６３６５５ 的中 ��� １７０６６（５番人気）
３連単票数 計１０７１８０１ 的中 ��� ４９７３（３０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．２―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．２―３３．４―４５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クランチタイム �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．８．７ 小倉２着

２００８．４．５生 牡４鹿 母 ド ア 母母 ツジノフライヤー １５戦３勝 賞金 ３８，８７２，０００円
〔発走状況〕 スズノハヤブサ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

ダッシャーワン号は，枠内駐立不良〔突進〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 パトロネージュ号の騎手酒井学は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダッシャーワン号は，平成２４年８月１２日から平成２４年９月２日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔調教再審査〕 スズノハヤブサ号は，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 ハロータマ号



２２０５７ ８月１１日 曇 良 （２４小倉２）第５日 第９競走 ��
��１，２００�フェニックス賞

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金７５０万円毎１�増
賞 品

本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 １７５，０００円 ５０，０００円 ２５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

２２ エーシンセノーテ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４１６＋１０１：０８．４ １．７�

６６ ダイナミックガイ 牡２栗 ５４ 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６０－ ８１：０９．４６ ４．６�
３３ マルシゲサムライ 牡２栗 ５４ 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム ４２６－ ２１：０９．６１� ８．６�
１１ テイエムシングン 牡２鹿 ５４ 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 ４７６± ０１：０９．８１� ３．９�
７７ � カシノアルテミス 牝２鹿 ５４ 鮫島 克也柏木 務氏 山田 勇 新ひだか 村岡 農夫 ４５２＋ ２１：１０．１２ ２０．４�

（佐賀） （佐賀）

４４ コウエイシーチャン 牝２鹿 ５４ 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４１４＋ ６１：１０．７３	 ９９．７�
５５ 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 ４８２－ ４１：１０．８	 ９９．５	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２０，９２５，１００円 複勝： ２１，４４４，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ３６，６１１，８００円 馬単： ３４，７６６，８００円 ワイド： １２，７２２，３００円

３連複： ４１，７９４，５００円 ３連単： １６３，４９９，３００円 計： ３３１，７６４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２２０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� １，５００円

票 数

単勝票数 計 ２０９２５１ 的中 � ９９２２１（１番人気）
複勝票数 計 ２１４４４９ 的中 � ９３１３７（１番人気）� ３７４８１（３番人気）
馬連票数 計 ３６６１１８ 的中 �� ７６１８８（２番人気）
馬単票数 計 ３４７６６８ 的中 �� ４６７７２（２番人気）
ワイド票数 計 １２７２２３ 的中 �� ２４４６０（２番人気）�� １４１０２（３番人気）�� ８２８０（６番人気）
３連複票数 計 ４１７９４５ 的中 ��� ５９６６１（３番人気）
３連単票数 計１６３４９９３ 的中 ��� ８０６３５（４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１０．９―１１．１―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．５―４４．６―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンセノーテ 

�
父 フレンチデピュティ 


�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１２．６．３ 阪神２着

２０１０．３．１６生 牝２鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana ３戦２勝 賞金 ２２，９７５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２２０５８ ８月１１日 雨 不良 （２４小倉２）第５日 第１０競走 ��
��１，７００�

ひ ら お だ い

平 尾 台 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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ エスジーブルーム 牝３鹿 ５２ 北村 友一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７２＋ ６１：４２．０ ２．９�

５７ ナリタスプリング 牡５青鹿５７ 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５０４± ０１：４２．８５ ６．５�
４５ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５７ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００± ０ 〃 クビ ４．７�
２２ トップオブカハラ 牡５芦 ５７ 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９４＋ ４１：４３．０１� １２８．９�
３４ アドマイヤツバサ 牡５青鹿５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４＋１４１：４３．１� ２３．５�
５８ ウインベルカント 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４８８＋ ４１：４３．８４ １８．９�
７１１ スマイルミッキー 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４７８± ０１：４４．１１� ６４．５	
３３ メイショウシェイク 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５２０－ ６１：４４．２	 ２９２．０

６９ 
 バトルドンジョン 牡５栗 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４７８－ ２１：４４．４１	 １１．７�
８１４ コウユーヒーロー 牡５青 ５７ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５２６－ ４１：４４．５� ２４．５�
４６ ダートムーア 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：４４．６クビ ３．９
８１３
 キングコーリンオー �６鹿 ５７ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ２３６．８�
７１２ ヒカリアスティル 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５０６± ０１：４４．８１ １３０．８�
６１０ ウォーターサムデイ 牡６鹿 ５７ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７４－ ２１：４５．２２	 ４８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，５６４，８００円 複勝： ４１，０２１，９００円 枠連： ２１，１５６，７００円

馬連： ７７，６５３，１００円 馬単： ４８，４９２，２００円 ワイド： ３０，７１５，２００円

３連複： １０７，１９４，５００円 ３連単： １９８，３６２，０００円 計： ５５０，１６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（１－５） ６６０円

馬 連 �� ９３０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ４００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２５５６４８ 的中 � ７１４７３（１番人気）
複勝票数 計 ４１０２１９ 的中 � １１２２１５（１番人気）� ５４８２６（３番人気）� ４７４２５（４番人気）
枠連票数 計 ２１１５６７ 的中 （１－５） ２３９３９（３番人気）
馬連票数 計 ７７６５３１ 的中 �� ６２０６７（３番人気）
馬単票数 計 ４８４９２２ 的中 �� ２７４３１（２番人気）
ワイド票数 計 ３０７１５２ 的中 �� ２０３８７（２番人気）�� １９６４１（３番人気）�� １０６６４（８番人気）
３連複票数 計１０７１９４５ 的中 ��� ４１４６８（３番人気）
３連単票数 計１９８３６２０ 的中 ��� ２１１８２（７番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．５―１１．９―１１．７―１１．７―１２．２―１２．５―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．２―４１．１―５２．８―１：０４．５―１：１６．７―１：２９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスジーブルーム �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟５着

２００９．３．２７生 牝３鹿 母 エスジービアンカ 母母 チエリーダツチエス ９戦３勝 賞金 ３６，４６３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２２０５９ ８月１１日 雨 稍重 （２４小倉２）第５日 第１１競走 ��
��２，０００�

ぷ さ ん

釜山ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．８．１３以降２４．８．５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

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

８９ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５７．５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ４１：５９．６ ２．５�

１１ エーシンジャッカル 牡４黒鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６４＋ ２１：５９．９２ ７．５�
２２ ミカエルビスティー 牡５黒鹿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 ４９８＋１０２：００．０� １７．０�
６６ サトノパンサー 牡４鹿 ５５ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８２－ ２２：００．１クビ ２．８�
３３ � スカイリュウホー 牡８鹿 ５５ 藤懸 貴志小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ １１４．７�
４４ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５３ 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ２ 〃 クビ ８．１	
８８ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５４ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６０－１０２：００．３１� ７３．８

５５ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５４ 田辺 裕信 �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 ４８４＋３２２：００．４クビ １７．５�
７７ マイネルガヴロシュ 牡５青鹿５５ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７２－ ６２：００．５� １０．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３９，６１０，６００円 複勝： ５５，１２３，６００円 枠連： ２１，１１３，５００円

馬連： １３２，９８５，８００円 馬単： ８４，７０８，９００円 ワイド： ４４，６８３，５００円

３連複： １６４，７７４，４００円 ３連単： ４２９，３６０，８００円 計： ９７２，３６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ３５０円 枠 連（１－８） １，１２０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ５８０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，６７０円 ３ 連 単 ��� １４，５００円

票 数

単勝票数 計 ３９６１０６ 的中 � １２７１１５（１番人気）
複勝票数 計 ５５１２３６ 的中 � １５７１００（２番人気）� ５１２０９（５番人気）� ３１８５６（６番人気）
枠連票数 計 ２１１１３５ 的中 （１－８） １３９２６（４番人気）
馬連票数 計１３２９８５８ 的中 �� ７６８１４（５番人気）
馬単票数 計 ８４７０８９ 的中 �� ３２５０１（６番人気）
ワイド票数 計 ４４６８３５ 的中 �� ２５２３３（７番人気）�� １９３５９（８番人気）�� １１３０１（１２番人気）
３連複票数 計１６４７７４４ 的中 ��� ３３１８９（１４番人気）
３連単票数 計４２９３６０８ 的中 ��� ２１８５８（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３６．０―４８．１―５９．７―１：１１．７―１：２３．７―１：３５．６―１：４７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ コ ー ル 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１着

２００８．３．１７生 牡４鹿 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song ２０戦５勝 賞金 １２６，６０２，０００円

２２０６０ ８月１１日 曇 稍重 （２４小倉２）第５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

６１２ ピサノベッテル 牝３黒鹿５２ 川須 栄彦市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４５０＋１２１：０８．３ ３．４�

２４ ホットサマーデイ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ３．６�
５１０ アドマイヤクーガー 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 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 ４５８± ０１：０８．５１� ７９．５�
３５ ノボリドリーム 牡３鹿 ５４ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４２８－ ４１：０８．６� ７．０�
５９ ローザペルラ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８＋ ８１：０８．７� ７．７�
１１ トロピカルメジャー 牡３黒鹿５４ 藤岡 康太小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ １３．７�
７１４ ヴェリタスローズ 牝５青 ５５

５２ ▲森 一馬松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４４－ ６１：０８．８� ３２．４�
８１６� メトログリペン 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志太田 廣子氏 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５００－ ８ 〃 ハナ ２４．８	
７１３ サンキストビーチ 牝４鹿 ５５ 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３８－ ４ 〃 クビ ３５．８

４８ サンライズポパイ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４５８＋１０ 〃 ハナ １３．３�
８１５ マスターチアフル 牝６鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５６＋１２ 〃 ハナ ５３．６
４７ � チアフルアイズ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊ラムダ組合 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム ４２２－１２１：０８．９� ２８．１�
１２ ビューティバラード 牝４栗 ５５ 酒井 学林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２８－１８１：０９．０� ５８．３�
２３ � アドマイヤアロング 牝４黒鹿５５ 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ３３．９�
３６ � シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 高倉 稜森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ４９０＋ ４１：０９．１� ４２．９�
６１１ シアフォース 牡５鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二�RRA 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６＋１０１：０９．３１ ３９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１６０，４００円 複勝： ４３，６９８，１００円 枠連： ２１，５６３，２００円

馬連： ８６，８６５，０００円 馬単： ５１，９９４，７００円 ワイド： ３７，２４９，９００円

３連複： １３０，１９５，４００円 ３連単： ２３３，０４３，０００円 計： ６３０，７６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １，７００円 枠 連（２－６） ６００円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４，６２０円 �� ４，４００円

３ 連 複 ��� １９，３３０円 ３ 連 単 ��� ７２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２６１６０４ 的中 � ６１４１５（１番人気）
複勝票数 計 ４３６９８１ 的中 � ８１７８６（２番人気）� ９６６９２（１番人気）� ４３０２（１６番人気）
枠連票数 計 ２１５６３２ 的中 （２－６） ２６９７０（１番人気）
馬連票数 計 ８６８６５０ 的中 �� ９０２２６（１番人気）
馬単票数 計 ５１９９４７ 的中 �� ３１１０１（１番人気）
ワイド票数 計 ３７２４９９ 的中 �� ３２０７１（１番人気）�� １８２５（５７番人気）�� １９１５（５３番人気）
３連複票数 計１３０１９５４ 的中 ��� ４９７３（６０番人気）
３連単票数 計２３３０４３０ 的中 ��� ２３７７（１７９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．０―１１．２―１１．５―１２．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノベッテル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．５ 京都５着

２００９．１．２９生 牝３黒鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド ８戦２勝 賞金 １７，８５０，０００円



（２４小倉２）第５日 ８月１１日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重一時良
不良一時重

競走回数 １２回 出走頭数 １５４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

１８７，５１０，０００円
２，０８０，０００円
９，５９０，０００円
９８０，０００円

１５，１９０，０００円
５１，６７６，５００円
４，００４，０００円
１，４７８，４００円

勝馬投票券売得金
２３２，０４１，９００円
３７１，１４４，６００円
１２６，４４６，８００円
５７８，５６６，３００円
４００，５０１，２００円
２４９，３６９，２００円
８１３，８３４，０００円
１，６９６，５１７，２００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 ４，４６８，４２１，２００円

総入場人員 ５，８５４名 （有料入場人員 ５，０２８名）


