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２２０７３ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７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

８１２ ジェネクラージュ 牡２栗 ５４ 武 豊加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 ４３２－ ４１：０８．７ ４．９�

１１ セルリアンスバル 牡２芦 ５４
５１ ▲中井 裕二�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ３．６�

５５ アカノジュウロク 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４３４－１０１：０９．０１� １２．８�
７９ アメージングタクト 牡２鹿 ５４ 国分 恭介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ８１：０９．１� ２．４�
５６ カノヤベンチャー 牡２栗 ５４ 浜中 俊神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ ２２．６�
３３ マイネルコイヌール 牡２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 パカパカ
ファーム ４３６－ ２１：０９．４１� ８．１	

７１０ タカノヒーロー 牡２鹿 ５４ 幸 英明山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 ４５２± ０ 〃 クビ ８７．２

２２ ザッツトライアンフ 牡２鹿 ５４ 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 新冠 松浦牧場 ４１０－１２１：０９．７１� １３３．２�
６７ コウエイアース 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 ４４８＋ ８１：０９．８クビ ７１．５
６８ テイエムシシーポス 牡２鹿 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 ４６０＋ ４１：１０．０１� ８９．４�
８１１ オリンピックイヤー 牝２鹿 ５４ 酒井 学西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 藤巻 則弘 ４３２－ ２１：１０．９５ ２５７．２�
４４ フライトミューズ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅蛭川 年明氏 坂口 正則 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４４２± ０１：１２．３９ ２０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，３２５，７００円 複勝： ２５，９１９，２００円 枠連： ７，１８４，９００円

馬連： ２９，２２８，２００円 馬単： ２１，９５３，０００円 ワイド： １４，２８６，７００円

３連複： ４５，５３９，９００円 ３連単： ７３，５２７，８００円 計： ２３１，９６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（１－８） ９９０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ７２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 ��� １４，０８０円

票 数

単勝票数 計 １４３２５７ 的中 � ２３２５２（３番人気）
複勝票数 計 ２５９１９２ 的中 � ４６７６３（３番人気）� ４９３５６（２番人気）� １９２５８（５番人気）
枠連票数 計 ７１８４９ 的中 （１－８） ５４０２（５番人気）
馬連票数 計 ２９２２８２ 的中 �� ２１９１１（４番人気）
馬単票数 計 ２１９５３０ 的中 �� ７０６６（９番人気）
ワイド票数 計 １４２８６７ 的中 �� ８３８７（４番人気）�� ４７３４（９番人気）�� ６３３８（７番人気）
３連複票数 計 ４５５３９９ 的中 ��� １１０４４（１２番人気）
３連単票数 計 ７３５２７８ 的中 ��� ３８５５（４６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．０―１１．４―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３３．１―４４．５―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネクラージュ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Nashwan デビュー ２０１２．６．９ 阪神４着

２０１０．３．４生 牡２栗 母 ヴァルールーズ 母母 Valverda ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００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〕 フライトミューズ号は，平成２４年９月１８日まで平地競走に出走できない。

２２０７４ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時２５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

５６ フジノストロング 牡２栗 ５４ 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：４９．３ ２．９�

７１１ サンマルホーム 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４２８＋ ４１：４９．９３� ６５．４�

５７ コスモコルデス 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 ４２８＋ ２１：５０．１１� ４８．２�

２２ ラナキラリオ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：５０．２クビ ２．９�
８１３ カミングアップ 牡２鹿 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４８８－１０１：５０．５１� ５．２�
４４ ヤマニンイリーズ 牡２栗 ５４ 酒井 学土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ １２．５�
６８ スマイルユー 牝２青鹿５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ １７．６	
７１０ 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 ４３４＋１０ 〃 ハナ ５７．１

３３ メイキングドラマ 牡２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 ４５８－ ６１：５０．７１� ９５．０�
４５ シゲルオオクマザ 牡２栗 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 清水 小野瀬 晃司 ４６４＋１２１：５０．９１� １３．８�
１１ マイネルカミカゼ 牡２黒鹿５４ 高倉 稜 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 浦河 畔高牧場 ４３２＋ ２１：５１．４３ １２９．４�
６９ シゲルカミノケザ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 長浜 秀昭 ４４４± ０１：５２．０３� １２．１�
８１２ シゲルヤマネコザ 牡２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 高岸 順一 ４９４－ ２１：５５．１大差 ９４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８，９３１，２００円 複勝： １２，８５３，０００円 枠連： ５，４０２，８００円

馬連： ２１，２９５，８００円 馬単： １４，５３０，６００円 ワイド： ９，２６３，４００円

３連複： ３０，３２８，９００円 ３連単： ４７，５５７，３００円 計： １５０，１６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ８７０円 � １，１１０円 枠 連（５－７） ２，４６０円

馬 連 �� ６，４６０円 馬 単 �� ９，６７０円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� ２，３７０円 �� １７，６５０円

３ 連 複 ��� ５５，６８０円 ３ 連 単 ��� ２４７，１７０円

票 数

単勝票数 計 ８９３１２ 的中 � ２４８８７（１番人気）
複勝票数 計 １２８５３０ 的中 � ３３４６８（１番人気）� ３０５９（９番人気）� ２３５０（１０番人気）
枠連票数 計 ５４０２８ 的中 （５－７） １６２７（１２番人気）
馬連票数 計 ２１２９５８ 的中 �� ２４３６（１９番人気）
馬単票数 計 １４５３０６ 的中 �� １１１０（２９番人気）
ワイド票数 計 ９２６３４ 的中 �� １５２４（１６番人気）�� ９６５（２４番人気）�� １２６（７０番人気）
３連複票数 計 ３０３２８９ 的中 ��� ４０２（１０１番人気）
３連単票数 計 ４７５５７３ 的中 ��� １４２（４４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３７．２―４９．６―１：０１．９―１：１４．１―１：２６．２―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

フジノストロング �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１２．６．２４ 阪神３着

２０１０．３．１０生 牡２栗 母 メガクライト 母母 エ ラ テ ィ ス ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルヤマネコザ号は，平成２４年９月１８日まで平地競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第７日



２２０７５ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第３競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１４ ニホンピロプアラニ 牡３黒鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 ４８０－ ６ ５９．３ ３．４�

４５ タ ラ ン テ ラ 牡３鹿 ５６ 武 豊吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 ４７６＋ ６１：００．３６ ２２．０�
５７ ツルオカハチマン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ５０４－１４ 〃 ハナ ３２．４�
２２ ステップワイズ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋１０１：００．４クビ ５．８�
４６ リバータイキ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ３７．１�
８１３ ドーントレス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４３６－１２ 〃 クビ ７．６�
７１２ ニロティカス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４４６＋ ８１：００．５� ９．９�
３３ ヴォワドランジュ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８６＋ ８１：００．７１ １２．８	
７１１ ジョーリコチャン 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム ４９０± ０１：００．９１ ２９．２


６９ ゴーイングウェイ 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４３６－１０ 〃 クビ ５．５�
１１ ホワイトドレス 牝３芦 ５４ 国分 恭介金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 丸村村下

ファーム ４５６＋ ８１：０１．１１ ６．７�
３４ ヤマニンヘリテージ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太土井 薫氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ４４８＋ ２１：０１．４１� ２３０．０
６１０ オースミシングル 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬�オースミ 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ４７２－１４１：０１．６１� １６４．２�
５８ マザーウィット 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４３２＋ ２１：０２．０２� １７５．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，１６６，１００円 複勝： １９，８５８，１００円 枠連： ９，４２４，２００円

馬連： ２８，４２５，９００円 馬単： １８，９５８，８００円 ワイド： １５，１５８，４００円

３連複： ４２，３６２，７００円 ３連単： ６３，４９７，５００円 計： ２０９，８５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � ７３０円 � ６７０円 枠 連（４－８） １，８１０円

馬 連 �� ４，２８０円 馬 単 �� ６，６７０円

ワ イ ド �� １，８３０円 �� １，６７０円 �� ５，７９０円

３ 連 複 ��� ３９，４３０円 ３ 連 単 ��� １４８，３００円

票 数

単勝票数 計 １２１６６１ 的中 � ２８５５４（１番人気）
複勝票数 計 １９８５８１ 的中 � ４２４７１（１番人気）� ５９７４（１１番人気）� ６５００（９番人気）
枠連票数 計 ９４２４２ 的中 （４－８） ３８４３（８番人気）
馬連票数 計 ２８４２５９ 的中 �� ４９１２（２１番人気）
馬単票数 計 １８９５８８ 的中 �� ２０９９（３４番人気）
ワイド票数 計 １５１５８４ 的中 �� ２０５８（２４番人気）�� ２２６７（２３番人気）�� ６３２（５０番人気）
３連複票数 計 ４２３６２７ 的中 ��� ７９３（１１７番人気）
３連単票数 計 ６３４９７５ 的中 ��� ３１６（４９１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロプアラニ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１２．５．２６ 京都８着

２００９．５．４生 牡３黒鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ ４戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔制裁〕 ニホンピロプアラニ号の騎手酒井学は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番・１番への進路影響）
※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 カシノブローチ号

２２０７６ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

３５ タニノマイルストン 牝３栗 ５４ 小牧 太谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４３６＋ ８１：０８．２ ２３．９�

７１４ スズカドンドン 牝３鹿 ５４
５１ ▲水口 優也永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４４６－ ２１：０８．５２ ７６．１�

６１２ シゲルアプリコット 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 浦河 中村 雅明 ５００＋ ４１：０８．７１� ２．０�
８１８ キクカバウンダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ５１４＋ ６１：０８．９１� ２２５．５�
２４ 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 ４２８－ ８１：０９．０� ５．８�
５１０� アスターコリント 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５２０＋ ２ 〃 クビ ２７．８�
８１７ プラチナエンジェル 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４５０－ ２１：０９．１クビ ７．１	
６１１ ローレルイニシオ 牡３鹿 ５６ 酒井 学 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 
渡 信義 ４７２± ０１：０９．２� ４８．２�
５９ トーホウビート 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４５２－ ４１：０９．４１ ７８．９�
７１５ モルトフェリーチェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４２４－ ４ 〃 クビ ８．６�
８１６ ラ メ ー ル 牝３栗 ５４ 高倉 稜川越 敏樹氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム B４６０－ ４１：０９．５クビ ８３．８�
７１３� タツスティンガー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 豪 Woodside Park

Stud Pty Ltd ５１８－ ２１：０９．７１� ６２．５�
１１ � ハ ロ ン ワ ン 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦窪田 芳郎氏 白井 寿昭 豪 Wood Nook

Farm Pty Ltd ４８８ ―１：０９．８� １１６．２�
２３ ワンダージョイア 牡３黒鹿５６ 高田 潤山本 信行氏 小崎 憲 えりも 能登 浩 ４５４＋１０１：１０．２２� ６９４．５�
３６ トレゾアシチー 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４６０＋ ６１：１０．８３� ４０１．２�
４８ スプリングソナタ 牡３栗 ５６ 武 豊田所 英子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９８－ ８１：１１．３３ ９．２�
４７ モンハピネス 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 大根田裕之 日高 前野牧場 ３８８－ ２１：１１．４� ２０６．５�
１２ ショウナンアルプ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４８－２３１：１４．３大差 ２０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，６８３，０００円 複勝： ２８，２６２，５００円 枠連： １０，７７４，８００円

馬連： ３４，３９４，５００円 馬単： ２２，７６４，１００円 ワイド： １８，７０４，８００円

３連複： ５３，２７０，５００円 ３連単： ７６，８７５，０００円 計： ２６３，７２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３９０円 複 勝 � ５５０円 � １，１００円 � １４０円 枠 連（３－７） ５，１００円

馬 連 �� ６７，６９０円 馬 単 �� １１１，２６０円

ワ イ ド �� １６，２７０円 �� ９１０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ５０，４１０円 ３ 連 単 ��� ４７６，７６０円

票 数

単勝票数 計 １８６８３０ 的中 � ６１８０（７番人気）
複勝票数 計 ２８２６２５ 的中 � １０５７９（７番人気）� ４９１６（１０番人気）� ８３１８６（１番人気）
枠連票数 計 １０７７４８ 的中 （３－７） １５６１（１８番人気）
馬連票数 計 ３４３９４５ 的中 �� ３７５（８４番人気）
馬単票数 計 ２２７６４１ 的中 �� １５１（１５１番人気）
ワイド票数 計 １８７０４８ 的中 �� ２７３（８９番人気）�� ５３３９（７番人気）�� １７８４（２７番人気）
３連複票数 計 ５３２７０５ 的中 ��� ７８０（１２２番人気）
３連単票数 計 ７６８７５０ 的中 ��� １１９（９１６番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．１―１０．８―１１．７―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．８―３２．６―４４．３―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノマイルストン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２０１２．２．２５ 阪神８着

２００９．３．３１生 牝３栗 母 タニノメール 母母 アロマックアステル ５戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングソナタ号・モンハピネス号・ショウナンアルプ号は，平成２４年９月１８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） ３頭 スズカサリュート号・フォールメドウ号・ロマンチカ号
（非抽選馬） １頭 グレートサミット号



２２０７７ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第５競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１５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

５７ ラヴァーズポイント 牝２青鹿５４ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 ４８４ ―１：０９．２ ４．３�

８１３ ミキノティータイム 牝２栗 ５４ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４５０ ―１：０９．７３ ２４．３�
４５ メイショウガンツ 牝２鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４２６ ― 〃 クビ ４．０�
７１２ ロージーローズ 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太北駿競走馬組合 田島 良保 新ひだか 上村 清志 ４３８ ― 〃 ハナ １２．８�
１１ アートアロング 牝２栗 ５４ 川田 将雅寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 ４２４ ―１：０９．８� ３．９�
３４ ヴ ェ ン ト ス 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２ ―１：０９．９� １６．４�
７１１ ディアプリンセス 牝２黒鹿５４ 幸 英明ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 ４４０ ―１：１０．０クビ １４．１�
２２ ペプチドアメジスト 牝２栗 ５４ 小牧 太沼川 一彦氏 新川 恵 新ひだか 沖田 博志 ４６４ ―１：１０．１� ６６．４	
５８ イサミノキセキ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４０８ ―１：１０．２� １０６．０

８１４ ヴィラデステ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４７２ ―１：１０．６２� ８．２�
６９ アクメバイオ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介バイオ� 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７８ ―１：１１．１３ １３．９
３３ フェブマルコ 牝２栗 ５４ 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４３４ ―１：１１．３１� ４５．４�
４６ ニホンピロレイズ 牝２黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ４２４ ―１：１２．９１０ ３９．０�
６１０ テイエムスピーディ 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４１４ ―１：１５．５大差 ２２０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４８４，５００円 複勝： ２４，２０５，１００円 枠連： １０，６３９，１００円

馬連： ３２，９２８，５００円 馬単： ２１，９７８，２００円 ワイド： １６，７５３，１００円

３連複： ４７，０１８，１００円 ３連単： ７０，７９９，４００円 計： ２３９，８０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ６００円 � １７０円 枠 連（５－８） １，４５０円

馬 連 �� ５，１９０円 馬 単 �� ８，１６０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ５５０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 ��� ３８，９４０円

票 数

単勝票数 計 １５４８４５ 的中 � ２８４１９（３番人気）
複勝票数 計 ２４２０５１ 的中 � ４５４０６（２番人気）� ７５８１（９番人気）� ４５６０８（１番人気）
枠連票数 計 １０６３９１ 的中 （５－８） ５４２７（６番人気）
馬連票数 計 ３２９２８５ 的中 �� ４６９１（２０番人気）
馬単票数 計 ２１９７８２ 的中 �� １９８９（３６番人気）
ワイド票数 計 １６７５３１ 的中 �� ２８８６（１８番人気）�� ７９７７（３番人気）�� ２４３０（２４番人気）
３連複票数 計 ４７０１８１ 的中 ��� ５６０７（１９番人気）
３連単票数 計 ７０７９９４ 的中 ��� １３４２（１１８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．１―１１．６―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．６―４５．２―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴァーズポイント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タマモクロス 初出走

２０１０．３．２７生 牝２青鹿 母 ハートフルシフォン 母母 エンプレスシヨウワ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムスピーディ号は，平成２４年９月１８日まで平地競走に出走できない。

２２０７８ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第６競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５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 ヴァンヘルシング 牡３青鹿５６ 和田 竜二市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：４７．０ ２０．４�

４７ ファーマプリンセス 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介中西 功氏 柴田 光陽 浦河 オンワード牧場 ４５４＋ ６１：４７．９５ ９６．９�
２４ シーズオブタイム 牝３黒鹿５４ 北村 友一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４１８＋ ２ 〃 ハナ ５．０�
５１０ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６ 国分 恭介�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４４２＋ ６１：４８．３２� １５．１�
７１４ ワンダーフィヌマン 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 ４５２± ０ 〃 ハナ ７．０�
５９ エーシンクーフラン 牡３青 ５６ 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４８４＋ ４１：４９．１５ ２４．５	
６１２ キョウワドリーム 牡３芦 ５６ 武 豊�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４７４－ ２１：４９．３１� ７．５

３５ ヒシパンサー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太阿部雅一郎氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 ４８０－１２１：４９．７２� ５．４�
４８ アドマイヤシャドウ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ４６６－ ８１：５０．１２� ６．６�
８１６ ヴァルカモニカ 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７８－ ６１：５０．２� ３３．２
２３ ファイナルファング 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二広尾レース� 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ２４９．５�
１１ カ ラ ヤ ン 牡３栃栗５６ 酒井 学 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７４－ １１：５０．４１� ３２．５�
１２ シゲルマンゴー 牡３栗 ５６ 高倉 稜森中 蕃氏 宮 徹 新冠 守矢牧場 ４５６＋ ２１：５０．５クビ ３７３．５�
７１３ アサクサコンゴウ 牡３栃栗５６ 浜中 俊田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B５２２ ―１：５０．９２� ５９．９�
３６ エメラルドチャーム 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 ４４８－ ４１：５１．６４ ９８．２�
６１１ 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 ４５４＋ ２ （競走中止） ５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３０２，７００円 複勝： ３０，５４１，９００円 枠連： １２，４８１，７００円

馬連： ４０，９３５，９００円 馬単： ２４，９４８，２００円 ワイド： １９，３６３，２００円

３連複： ５８，６７０，７００円 ３連単： ８８，３６０，１００円 計： ２９１，６０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ５９０円 � ２，０３０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ４，２２０円

馬 連 �� ４７，５８０円 馬 単 �� ９７，４２０円

ワ イ ド �� １０，９４０円 �� １，４８０円 �� ５，６００円

３ 連 複 ��� ７７，４６０円 ３ 連 単 ��� ６８６，４２０円

票 数

単勝票数 計 １６３０２７ 的中 � ６３００（８番人気）
複勝票数 計 ３０５４１９ 的中 � １２９９０（９番人気）� ３３８７（１３番人気）� ４１５４７（３番人気）
枠連票数 計 １２４８１７ 的中 （４－８） ２１８３（２１番人気）
馬連票数 計 ４０９３５９ 的中 �� ６３５（７２番人気）
馬単票数 計 ２４９４８２ 的中 �� １８９（１４９番人気）
ワイド票数 計 １９３６３２ 的中 �� ４２８（７３番人気）�� ３３１５（１８番人気）�� ８４３（５７番人気）
３連複票数 計 ５８６７０７ 的中 ��� ５５９（１７９番人気）
３連単票数 計 ８８３６０１ 的中 ��� ９５（１２７３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．６―４３．８―５６．３―１：０８．６―１：２１．１―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンヘルシング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．９．１１ 阪神５着

２００９．４．１３生 牡３青鹿 母 シャイニンレーサー 母母 ミルレーサー ９戦１勝 賞金 ５，８００，０００円
〔競走中止〕 ミッキージュピター号は，競走中に疾病〔左第３中手骨複骨折〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 セングレン号



２２０７９ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第７競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時１５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

１：５７．２
１：５６．１

良

良

４７ スリーアフロディテ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４８０＋ ６１：５９．８ １．７�

３５ ガラアフェアー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：５９．９� ４．１�
８１６ アリスマイン 牝３栗 ５４ 小牧 太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２２：００．３２� ４７．９�
３６ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４ 田辺 裕信�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８２：００．５１� ６１．５�
８１８ フェアブルーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志下河�行雄氏 橋口弘次郎 日高 下河辺牧場 ４５６± ０２：００．６� ５３．１	
５９ シャトーエルシド 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４３６＋ ６２：００．７� ２４９．０

８１７ カネトシデンファレ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太兼松 利男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５２－１２２：００．９１� ３２５．５�
４８ デンコウチャレンジ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３２－１０２：０１．１１� １０１．１�
７１４ ネオシアリーズ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４４０－ ８ 〃 ハナ ２０９．２
２４ サティスファイ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也山口 敦広氏 大根田裕之 日高 天羽 禮治 ４５６－ ８２：０１．３１� ４８７．３�
１２ リアユニヴァース 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介��昭牧場 本田 優 浦河 高昭牧場 ４２６－ ６２：０１．６２ ２２７．０�
６１１ キョウワプロミス 牝３栗 ５４ 川田 将雅�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４７６± ０２：０１．８１� １８．７�
７１３ ワンダーヴォーグ 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 ４５０＋ ４２：０２．２２� １３．２�
６１２ リマンドインパクト 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４８± ０２：０２．８３� ７．２�
５１０ キレイナダケデス 牝３栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 ４８８－ ８２：０４．３９ １９．１�
１１ スズカバビロン 牝３栗 ５４ 高倉 稜永井 啓弍氏 小野 幸治 浦河 辻 牧場 ４３８± ０２：０４．８３ ３４０．８�
７１５ メイショウユキハナ 牝３栗 ５４ 酒井 学松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４２８－ ８２：０５．７５ ２４４．４�
２３ レディマーマレイド 牝３栗 ５４ 芹沢 純一谷水 雄三氏 村山 明 日高 シンコーファーム B４６４＋ ６２：０５．８� ３４５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８０，２００円 複勝： ５１，３５４，３００円 枠連： １２，６７０，４００円

馬連： ３６，４１９，９００円 馬単： ３２，４５０，７００円 ワイド： １９，６７１，９００円

３連複： ５６，００５，０００円 ３連単： １１４，３７０，２００円 計： ３４３，２２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ７３０円 枠 連（３－４） ２５０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� １，０００円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� ７，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２８０２ 的中 � ９６２８４（１番人気）
複勝票数 計 ５１３５４３ 的中 � ３０５８１８（１番人気）� ６５６８２（２番人気）� ６４１４（９番人気）
枠連票数 計 １２６７０４ 的中 （３－４） ３８６２７（１番人気）
馬連票数 計 ３６４１９９ 的中 �� １０７１８４（１番人気）
馬単票数 計 ３２４５０７ 的中 �� ６４０３２（１番人気）
ワイド票数 計 １９６７１９ 的中 �� ４１８７１（１番人気）�� ３９６１（１１番人気）�� ２０７３（１９番人気）
３連複票数 計 ５６００５０ 的中 ��� １４８４８（８番人気）
３連単票数 計１１４３７０２ 的中 ��� １１８２９（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．６―１１．９―１１．８―１２．０―１１．９―１２．３―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３５．１―４７．０―５８．８―１：１０．８―１：２２．７―１：３５．０―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
１
３

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

２
４

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

スリーアフロディテ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．１０．８ 京都４着

２００９．４．１５生 牝３鹿 母 アイライクスズカ 母母 アイシングスズカ ９戦１勝 賞金 １５，８５０，０００円
〔発走状況〕 サティスファイ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 サティスファイ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウユキハナ号・レディマーマレイド号は，平成２４年９月１８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） ３頭 ヴァレンス号・クレールドリュヌ号・ラムドレーヌ号
（非抽選馬） １頭 シゲルヒメリンゴ号

２２０８０ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第８競走 １，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

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

７１３ ベ ク ト ル 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 ５３２＋１８１：４６．６ ６２．７�

１１ アウゲンイカロス 牡４黒鹿５７ 北村 友一槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４９６－ ４ 〃 クビ ２０６．５�
５１０ 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 ４５６－ ６１：４６．７クビ １．９�
２３ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８４－ ２１：４７．０１� １９．４�
６１１ エーシンリボルバー 牡４栗 ５７ 川田 将雅�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５２６－ ２１：４７．１� ３．４�
８１６ ワンダーコロアール 牡３黒鹿５４ 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム ４５４－ ２１：４７．５２� ７．４�
３５ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４７４＋ ６１：４７．６� ９７．５	
８１５� クリーンイメージ 牡４栗 ５７ 国分 恭介石橋 和夫氏 武 宏平 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ４１：４７．９１� ３１．０

２４ アドマイヤスキップ 牡４鹿 ５７ 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 ４８２＋ ２１：４８．０� ３２．７�
７１４ スタンドバイミー 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４５６＋ ４ 〃 ハナ １９．１�
３６ � ジンジャーブライト 牡４鹿 ５７ 小牧 太田 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４８８－ １１：４８．５３ １４２．７�
１２ ワンダーバライル 牡５芦 ５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 ５１０＋３６ 〃 ハナ ３３９．０�
４８ ヴイブラッド 牡４青鹿５７ 高田 潤北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４６２－１６１：４８．６クビ ６２．５�
４７ シシリアンブリーズ 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：４９．３４ ３１．９�
６１２ チェスナットバロン 牡３栗 ５４ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ５６０＋１４１：４９．４� ３６．７�
５９ ドリームガイド 牡４青鹿５７ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４６４＋ ４１：５１．９大差 ３１７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２０３，７００円 複勝： ４３，３７３，２００円 枠連： １５，２８７，２００円

馬連： ４７，９８４，２００円 馬単： ３７，８８８，１００円 ワイド： ２６，６２９，１００円

３連複： ７８，３０９，３００円 ３連単： １３７，２８５，２００円 計： ４１１，９６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，２７０円 複 勝 � ９４０円 � １，７９０円 � １２０円 枠 連（１－７） ３１，９７０円

馬 連 �� １８５，４１０円 馬 単 �� ４８２，１００円

ワ イ ド �� ４４，６１０円 �� １，８００円 �� ３，７５０円

３ 連 複 ��� １６６，０７０円 ３ 連 単 ��� ２，７３８，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２５２０３７ 的中 � ３１７２（１１番人気）
複勝票数 計 ４３３７３２ 的中 � ７９８１（９番人気）� ４０２８（１３番人気）� １７０５１７（１番人気）
枠連票数 計 １５２８７２ 的中 （１－７） ３５３（３１番人気）
馬連票数 計 ４７９８４２ 的中 �� １９１（１０１番人気）
馬単票数 計 ３７８８８１ 的中 �� ５８（２０９番人気）
ワイド票数 計 ２６６２９１ 的中 �� １４４（１０３番人気）�� ３７２４（１６番人気）�� １７４７（３１番人気）
３連複票数 計 ７８３０９３ 的中 ��� ３４８（１８１番人気）
３連単票数 計１３７２８５２ 的中 ��� ３７（１６５４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．２―４２．９―５５．０―１：０７．７―１：２０．７―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ク ト ル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１１．９．１１ 阪神７着

２００９．３．１５生 牡３鹿 母 マ イ ホ ー プ 母母 Lady Elgar ６戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームガイド号は，平成２４年９月１８日まで平地競走に出走できない。



２２０８１ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第９競走 ��１，８００�
ち く ご が わ

筑 後 川 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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７１０ サイドアタック 牡４栗 ５７ 川田 将雅杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７６＋ ８１：４７．１ ３．３�

４４ ゴットラウディー 牡４鹿 ５７ 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ８．９�
５６ マリアビスティー 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８６＋１０１：４７．２クビ １１．５�
４５ フクラムサイフ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ５００－ ４１：４７．３� ３．６�
６８ マイネルオラシオン 牡３黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 ４５８－ ４１：４７．４� １３．２�
８１２ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 クビ ４．７�
１１ メジロソフィア 牝５鹿 ５５ 酒井 学岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２０＋ ４１：４７．８２� ８０．６	
３３ エーシンスナイパー 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４４４－ ４１：４７．９� １３．４

７１１ アイファーハイカラ 牡５黒鹿５７ 国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４６０＋ ４１：４８．０� ８９．５�
５７ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１６＋ ６１：４８．１� ２４．４�
６９ タッチドヘヴンリー 牡４鹿 ５７ 幸 英明谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ５００－ ４１：４８．３１� ２７．６
８１３� イイデジャパン 牡４黒鹿５７ 高倉 稜 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ５００＋ ２１：４８．４� １３１．２�
２２ スズカブリザード 牡６鹿 ５７ 藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５１２－ ６１：４８．７１� ２６２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，７７２，１００円 複勝： ３７，０１４，７００円 枠連： １７，１１６，０００円

馬連： ６３，４９５，４００円 馬単： ３９，５４９，６００円 ワイド： ２６，５２７，２００円

３連複： ８２，７０５，２００円 ３連単： １４８，８６２，８００円 計： ４３７，０４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ３２０円 枠 連（４－７） ４２０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ８６０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 ��� ２３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２１７７２１ 的中 � ５３０４５（１番人気）
複勝票数 計 ３７０１４７ 的中 � ９１２００（１番人気）� ３２８３６（４番人気）� ２４９９０（６番人気）
枠連票数 計 １７１１６０ 的中 （４－７） ３０３７９（１番人気）
馬連票数 計 ６３４９５４ 的中 �� ３００６９（４番人気）
馬単票数 計 ３９５４９６ 的中 �� １１９２８（７番人気）
ワイド票数 計 ２６５２７２ 的中 �� １０２１５（５番人気）�� ７７０８（８番人気）�� ３８９６（２１番人気）
３連複票数 計 ８２７０５２ 的中 ��� １１３１３（１９番人気）
３連単票数 計１４８８６２８ 的中 ��� ４６８０（７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．０―４９．１―１：００．８―１：１２．３―１：２３．６―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイドアタック �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．２．５ 小倉１着

２００８．３．７生 牡４栗 母 ティークリッパー 母母 テイーブレーク １１戦３勝 賞金 ２８，６７７，０００円

２２０８２ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第１０競走 ��１，２００�
や は た

八 幡 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ メイショウツガル 牡４鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４６２－ ４１：０７．６ １．７�

３５ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５４ 佐藤 哲三 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４９０＋１６１：０７．７� ５．８�
２４ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５４ 高倉 稜猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７８－ ２１：０７．８� ５７．３�
６１１ タ マ ラ マ �３黒鹿５４ 川須 栄彦 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２± ０１：０８．０１� ７．６�
４７ ユキノサイレンス 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ３５．５�
７１４ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 和田 竜二�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７６± ０１：０８．１� ６３．１	
６１２ ディアエンデバー 牡６黒鹿５７ 高田 潤寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：０８．２クビ １０４．２

８１５	 ダ ノ ン ロ ゼ 牡６鹿 ５７ 北村 友一�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４ 〃 アタマ １０．９�
１２ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４６０－ ２１：０８．３� １５．７�
５９ 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± ０ 〃 ハナ １５．８
４８ エーティーランボー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７０± ０１：０８．４� ５２．５�
２３ フラムドール 牝５栗 ５５ 藤懸 貴志吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：０８．５� ５２．５�
３６ ルリシュブール 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ８２．０�
５１０ エーティーガンダム 牡４栗 ５７ 国分 恭介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ６４．３�
８１６ マルタカボーイス 牝６鹿 ５５ 小坂 忠士國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８０＋ ８１：０８．９２� ５２４．８�
８１７ ハートオブグリーン 牝３黒鹿５２ 酒井 学 �グリーンファーム 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５８－ ８１：０９．１１� ２３５．２�
１１ シアフォース 牡５鹿 ５７ 大下 智�RRA 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００－ ６１：１０．１６ ２３９．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３１，３６７，９００円 複勝： ５０，４４５，４００円 枠連： ２２，１４０，１００円

馬連： ８７，０９２，７００円 馬単： ６０，３８９，５００円 ワイド： ３５，５０１，０００円

３連複： １１７，１８５，３００円 ３連単： ２２８，５５７，５００円 計： ６３２，６７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ７２０円 枠 連（３－７） ５５０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，０８０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� １３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３１３６７９ 的中 � １４６８８８（１番人気）
複勝票数 計 ５０４４５４ 的中 � ２００４１４（１番人気）� ５７７０５（２番人気）� １０２９０（１０番人気）
枠連票数 計 ２２１４０１ 的中 （３－７） ３００５８（１番人気）
馬連票数 計 ８７０９２７ 的中 �� １１８３８４（１番人気）
馬単票数 計 ６０３８９５ 的中 �� ５５５４８（１番人気）
ワイド票数 計 ３５５０１０ 的中 �� ３５５７３（１番人気）�� ７６０５（１１番人気）�� ２９９８（２４番人気）
３連複票数 計１１７１８５３ 的中 ��� １８４９２（１２番人気）
３連単票数 計２２８５５７５ 的中 ��� １２３９８（３３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．８―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．０―４４．５―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツガル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mountain Cat デビュー ２０１０．１１．２７ 京都１着

２００８．１．２５生 牡４鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト ２５戦３勝 賞金 ５５，４７９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２２０８３ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７日 第１１競走 ��１，７００�T V Q 杯
発走１５時３５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下，２３．８．２０以降２４．８．１２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

��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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１３ ダイヴァーダウン 牡３栗 ５３ 武 豊吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５０± ０１：４６．２ ２．３�

８１５ ポップアイコン 牝３栗 ５１ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム ４６８＋ ４１：４６．５２ ２．６�
７１４ ツルマルスピリット 牡５青鹿５６ 北村 友一鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：４６．９２� ２２．２�
３５ ビタースウィート 牝５鹿 ５４ 川須 栄彦�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４５８＋１０１：４７．２１� ２９．５�
４８ トップオブカハラ 牡５芦 ５４ 太宰 啓介横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４８８－ ６１：４７．４１ １８．８�
２３ � イノセントリーサム 牡５栗 ５５ 小牧 太平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０８－２０１：４７．５� ３３．０�
４７ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５４ 高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６２± ０１：４７．６� １３．０	
６１２ キンショーダンデー 牡５栗 ５３ 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８２＋１２ 〃 アタマ １６７．３

１１ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５１ 藤懸 貴志丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６２＋ ４ 〃 アタマ ６９．１�
３６ メメビーナス 牝５青鹿５４ 川田 将雅本谷 惠氏 坂口 正則 浦河 吉田 又治 ４８４－ ２１：４７．７クビ １３．２�
８１６ セトノシャンクス 牡４栗 ５４ 和田 竜二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ８９．３
６１１ マーブルデイビー 牡６栗 ５２ 中井 裕二下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４８４－ ４１：４７．９１	 １７９．９�
５９ � ワンダーアサールト 牡６黒鹿５３ 野元 昭嘉山本 信行氏 小原伊佐美 新ひだか 米田牧場 ４９４－ ８１：４８．１１	 ２８２．３�
１２ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５４ 武 幸四郎大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０６＋ ４１：４８．２� ２３．０�
２４ スナークヒロイン 牝５芦 ５２ 国分 恭介杉本 豊氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４４－１２ 〃 アタマ ８３．１�
５１０ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５１ 酒井 学土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ２１：４８．５１� ５６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，０４４，０００円 複勝： ５８，６６１，５００円 枠連： ４４，８０９，３００円

馬連： １６７，１７６，３００円 馬単： １００，０６１，１００円 ワイド： ５９，３１４，３００円

３連複： ２３５，７０６，９００円 ３連単： ４７９，９０５，６００円 計： １，１８４，６７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ３５０円 枠 連（７－８） ３００円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ７１０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 ��� ４，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３９０４４０ 的中 � １３７１８９（１番人気）
複勝票数 計 ５８６６１５ 的中 � １８１０６２（１番人気）� １３９４００（２番人気）� ２５６２７（６番人気）
枠連票数 計 ４４８０９３ 的中 （７－８） １１０８１９（１番人気）
馬連票数 計１６７１７６３ 的中 �� ３８８５９９（１番人気）
馬単票数 計１０００６１１ 的中 �� １３０３００（１番人気）
ワイド票数 計 ５９３１４３ 的中 �� １１６５６６（１番人気）�� １７４６３（８番人気）�� １３０５５（１０番人気）
３連複票数 計２３５７０６９ 的中 ��� １１３２３６（３番人気）
３連単票数 計４７９９０５６ 的中 ��� ８０９９２（４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．４―１３．４―１２．７―１２．３―１２．０―１２．１―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．９―４４．３―５７．０―１：０９．３―１：２１．３―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．９
１
３
１，１３（５，１５）１４（４，１６）１０（３，７）８（６，１２）２，１１，９・（１，１３，１５）（５，１４，１６，２）－（４，１０，７）（３，８，１２）（９，６，１１）

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

勝馬の
紹 介

ダイヴァーダウン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１０．１６ 京都２着

２００９．２．１２生 牡３栗 母 プリンセスオーロラ 母母 プリンセスロマンス ８戦３勝 賞金 ３６，５７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウインベルカント号

２２０８４ ８月１８日 晴 良 （２４小倉２）第７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）

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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１６ 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 ４６８＋ ２１：０７．７ ４．６�

４７ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 酒井 学市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：０７．８� ３．７�
６１１ オウケンハナミズキ 牝３青 ５２ 武 豊福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９４－ ４１：０８．０１� ３０．７�
５１０ シゲルオレンジ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５４－１２ 〃 クビ １３７．０�
３６ アルレガーロ 牝３栗 ５２ 浜中 俊�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 B４５６－ ２ 〃 ハナ ３．７�
７１５ ナオミノユメ 牝３鹿 ５２ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４２０－ ２ 〃 ハナ ５．８�
１２ キャロルロゼ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ６１：０８．１クビ １３９．０	
７１４ ハッシュドトーン 牝３青鹿 ５２

４９ ▲水口 優也 
グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ １６．３�
３５ デンコウデア 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４４６＋ ２１：０８．２クビ ２９．１�
２３ デ ィ オ ー サ 牝５青鹿５５ 幸 英明伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ９．５
４８ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４３６＋ ４１：０８．３クビ ４４．９�
６１２� サマービーチ 牝４栗 ５５

５２ ▲花田 大昂仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４７０＋ ６１：０８．４� ２２８．８�
１１ ライトレール 牝４鹿 ５５ 高倉 稜吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４６２＋ ６１：０８．５� １２５．６�
２４ インテンシティ 牝３栗 ５２ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋１２１：０８．７１� １６４．５�
８１８ サンマルリジイ 牝３黒鹿５２ 渡辺 薫彦相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８４＋ ４１：０９．１２� ４１６．０�
５９ � マックスロクシー 牝４鹿 ５５ 川田 将雅田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 ３７０－２３１：０９．７３� １２５．５�
７１３ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７４－ ２ 〃 ハナ ５５．９�
８１７� サクラエボル 牝４栗 ５５ 和田 竜二
さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４７２＋ ８１：０９．９１� １０９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，４７２，１００円 複勝： ５６，０３９，７００円 枠連： ２５，０２２，１００円

馬連： ９６，８０２，２００円 馬単： ５６，５６２，１００円 ワイド： ４０，４３３，８００円

３連複： １３７，４３６，３００円 ３連単： ２５３，０７７，２００円 計： ７００，８４５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ６５０円 枠 連（４－８） ７２０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，９９０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ６，０８０円 ３ 連 単 ��� ２３，４００円

票 数

単勝票数 計 ３５４７２１ 的中 � ６１６８９（３番人気）
複勝票数 計 ５６０３９７ 的中 � ９７５１４（２番人気）� １１５２３９（１番人気）� １６０１８（８番人気）
枠連票数 計 ２５０２２１ 的中 （４－８） ２５９５６（２番人気）
馬連票数 計 ９６８０２２ 的中 �� ８７３７１（２番人気）
馬単票数 計 ５６５６２１ 的中 �� ２６４３８（３番人気）
ワイド票数 計 ４０４３３８ 的中 �� ３０７８５（２番人気）�� ４６５５（２２番人気）�� ６５３３（１７番人気）
３連複票数 計１３７４３６３ 的中 ��� １６６９４（１９番人気）
３連単票数 計２５３０７７２ 的中 ��� ７９８３（６２番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１０．７―１１．３―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―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４F４５．８―３F３５．１
３ ３，６，７（１，１０，１１）（１６，１７）２（８，１２，１３，１８）（１５，１４）－（４，９，５） ４ ・（３，６，７）（１，１０，１１）１６，２（８，１４）（１２，１７）（１５，１８，５）４（９，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファーマクリーム �
�
父 スニッツェル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．８．２２ 札幌４着

２００８．１．２９生 牝４鹿 母 オーブシュプレーム 母母 オーブアンディアンヌ １１戦３勝 賞金 ３３，４１８，０００円
［他本会外：１戦０勝］



（２４小倉２）第７日 ８月１８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 １８５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

１５８，４８０，０００円
８，６８０，０００円
１，６９０，０００円
１３，９１０，０００円
６１，０９７，５００円
４，８１０，０００円
１，７７６，０００円

勝馬投票券売得金
２５９，０３３，２００円
４３８，５２８，６００円
１９２，９５２，６００円
６８６，１７９，５００円
４５２，０３４，０００円
３０１，６０６，９００円
９８４，５３８，８００円
１，７８２，６７５，６００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 ５，０９７，５４９，２００円

総入場人員 ７，２９０名 （有料入場人員 ６，３５７名）


