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22025 8月3日 曇 良 （25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
1：07．8
1：07．8

良
良

818 テイエムチュラッコ 牝2栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 426 ―1：09．0 54．6�
817 テイエムゲッタドン 牡2栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 464－ 21：09．53 3．1�
715 テイエムボッケモン 牡2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 474＋ 61：09．92� 3．2�
816 コウエイロンド 牡2栗 54

51 ▲藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 474＋ 2 〃 ハナ 24．2�
12 ハーレムシェイク �2鹿 54 小牧 太 �二風谷ファーム 小崎 憲 熊本 有限会社

宮村牧場 400 ―1：10．0クビ 10．5�
47 テイエムヒットバセ 牝2青鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 422＋ 41：10．1� 47．8	
36 テンペラメントホル 牡2鹿 54 国分 優作宮田 直也氏 浜田多実雄 熊本 片山 建治 472 ― 〃 クビ 13．9

714 コウユーユメノホシ 牡2鹿 54 浜中 俊加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 田上 勝雄 442 ―1：10．41� 5．0�
35 カシノサプライズ 牝2鹿 54 国分 恭介柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 戸田 ゆり子 418－ 4 〃 クビ 40．0�
11 テイエムヒッカッタ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 422 ―1：10．71� 149．5
24 カ シ ノ バ ル �2栗 54 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 454＋ 21：10．91 148．2�
48 テイエムダイヤメ 牝2鹿 54 難波 剛健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 406－ 61：11．0� 180．3�
510 マルシゲサクラ 牝2鹿 54 鮫島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 430－ 61：11．1� 249．4�
23 カシノリデル 牝2栗 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 谷 潔 熊本 吉村 功 434－ 21：11．42 10．9�
612 クラウンジェネシス 牡2栗 54 藤岡 康太�クラウン 日吉 正和 大分 クラウンファーム 480 ―1：11．61� 78．9�
611 アスカタキオン 牝2栗 54 北村 友一梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 松元 登 436＋ 21：11．91� 141．6�
713 カシノトロピカル 牝2鹿 54

52 △中井 裕二柏木 務氏 二本柳俊一 宮崎 田上 勝雄 396 ― 〃 クビ 135．2�
59 カシノミント 牝2鹿 54 水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 服部 文明 446 ―1：13．17 307．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 10，978，700円 複勝： 19，868，100円 枠連： 9，434，100円
馬連： 23，528，400円 馬単： 16，099，300円 ワイド： 12，751，100円
3連複： 37，658，200円 3連単： 55，031，200円 計： 185，349，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，460円 複 勝 � 1，120円 � 140円 � 140円 枠 連（8－8） 2，850円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 18，890円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 2，280円 �� 210円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 61，730円

票 数

単勝票数 計 109787 的中 � 1587（10番人気）
複勝票数 計 198681 的中 � 2694（10番人気）� 47268（2番人気）� 48476（1番人気）
枠連票数 計 94341 的中 （8－8） 2449（10番人気）
馬連票数 計 235284 的中 �� 2928（20番人気）
馬単票数 計 160993 的中 �� 629（48番人気）
ワイド票数 計 127511 的中 �� 1524（21番人気）�� 1173（24番人気）�� 20010（1番人気）
3連複票数 計 376582 的中 ��� 5697（15番人気）
3連単票数 計 550312 的中 ��� 658（169番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムチュラッコ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2011．4．25生 牝2栗 母 テイエムチュラサン 母母 フルフリングス 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノミント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月3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 カシノピカロ号

22026 8月3日 曇 良 （25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
1：46．0

良
良

58 ヴァンクウィッシュ 牡2青鹿54 川田 将雅前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482± 01：48．3 3．2�

610 デリッツァリモーネ 牡2鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 1．9�

22 マイネルアミークス 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 コスモヴューファーム 446＋ 41：48．93� 5．0�

59 コスモアイオライト 牝2芦 54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 432－101：49．22 28．8�
712 シゲルシモツケ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 472± 01：49．51� 257．4	
46 スリーアルペン 牡2鹿 54 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 むかわ 新井牧場 480± 01：49．6� 38．0

11 ラ グ タ イ ム 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 434＋ 41：49．7� 168．0�
611 クラウンデピュティ 牡2芦 54 松山 弘平矢野 恭裕氏 日吉 正和 新ひだか 高橋 修 474－ 41：50．01� 26．4�
713 エレメンタリー 牝2黒鹿54 小牧 太有限会社シルク中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：50．1クビ 82．2
814 シゲルオウミ 牝2鹿 54

52 △中井 裕二森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 476＋ 6 〃 同着 50．2�
35 マイネルグアテマラ 牡2芦 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 21：50．2� 143．7�
815 アメイジングゲイル 牡2黒鹿54 太宰 啓介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 428－ 2 〃 クビ 20．4�
47 シゲルブシュウ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 476＋ 81：50．41� 467．7�
23 トウケイアロー 牡2鹿 54 藤岡 康太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 454－ 21：50．5� 290．5�
34 タマモパンテオン 牡2鹿 54 酒井 学タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 476－ 21：51．24 272．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，464，700円 複勝： 35，405，500円 枠連： 8，765，100円
馬連： 31，268，300円 馬単： 24，133，900円 ワイド： 16，220，700円
3連複： 43，971，200円 3連単： 87，828，300円 計： 267，057，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（5－6） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 140円 �� 210円 �� 190円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 194647 的中 � 49063（2番人気）
複勝票数 計 354055 的中 � 76950（2番人気）� 151875（1番人気）� 51773（3番人気）
枠連票数 計 87651 的中 （5－6） 22577（1番人気）
馬連票数 計 312683 的中 �� 81259（1番人気）
馬単票数 計 241339 的中 �� 25332（2番人気）
ワイド票数 計 162207 的中 �� 35686（1番人気）�� 16599（3番人気）�� 19411（2番人気）
3連複票数 計 439712 的中 ��� 100124（1番人気）
3連単票数 計 878283 的中 ��� 34343（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．6―49．2―1：01．3―1：12．9―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．4
1
3
12（6，8）（7，14）（1，15）（2，5，10）9－（3，11）4－13
12，8（6，14，10，11）7（2，9）（1，15）（5，3）13，4

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

勝馬の
紹 介

ヴァンクウィッシュ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．6．23 阪神4着

2011．2．3生 牡2青鹿 母 ア ラ ン セ ラ 母母 Island Escape 3戦1勝 賞金 7，400，000円
※出走取消馬 シゲルクシロ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 モウイイデショウ号

第２回 小倉競馬 第３日



22027 8月3日 曇 良 （25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

713 ウインアルカディア 牡3栗 56 川田 将雅�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 488－ 81：46．7 3．8�
816 トーホウシラギク 牝3栃栗 54

51 ▲岩崎 翼東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 436－ 41：46．8� 219．9�
47 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 486－ 8 〃 ハナ 7．4�
11 タイムアラウド 牡3鹿 56

54 △中井 裕二有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 21：46．9クビ 5．6�

48 ラジアントカット 牡3栗 56 幸 英明�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 470－ 61：47．32� 148．7�
611 サカジロリュウオー 牡3栗 56 国分 恭介ロイヤルパーク 西橋 豊治 日高 庫宝牧場 466－141：47．4クビ 41．2	
12 エーシンプレジャー 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 522－ 21：47．71� 2．3

36 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56 浜中 俊吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム B490＋101：47．91� 17．2�
24 アドマイヤコング 牡3黒鹿56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 484＋ 41：48．1� 12．6�
23 マヤノチャクリ 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 466＋ 41：48．63 58．0
59 カシノビッグベン 牡3栗 56 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 514＋161：49．23� 419．1�
815 ナ ン デ ィ ン 牡3芦 56 国分 優作ニットー商事� 湯窪 幸雄 新冠 斉藤 安行 534－121：49．51� 120．4�
35 ネオヴァンキッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平小林 仁幸氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：51．5大差 25．9�
714 ショウサンメグレス 牡3芦 56 北村 友一鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 帰山 清貴 490＋141：51．71� 215．8�
612 ウイズビガー 牡3栗 56 和田 竜二�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 526＋101：52．02 166．5�

（15頭）
510 ピ ア グ ラ ス 牝3栗 54 武 幸四郎吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，304，400円 複勝： 30，884，500円 枠連： 10，423，200円
馬連： 29，695，300円 馬単： 22，381，500円 ワイド： 18，277，300円
3連複： 45，220，400円 3連単： 74，072，000円 計： 250，258，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 3，310円 � 220円 枠 連（7－8） 8，380円

馬 連 �� 30，660円 馬 単 �� 38，870円

ワ イ ド �� 7，570円 �� 530円 �� 9，570円

3 連 複 ��� 51，590円 3 連 単 ��� 362，030円

票 数

単勝票数 計 193044 的中 � 40483（2番人気）
複勝票数 計 308845 的中 � 54636（2番人気）� 1771（13番人気）� 41040（4番人気）
枠連票数 計 104232 的中 （7－8） 918（15番人気）
馬連票数 計 296953 的中 �� 715（40番人気）
馬単票数 計 223815 的中 �� 425（64番人気）
ワイド票数 計 182773 的中 �� 566（40番人気）�� 9387（5番人気）�� 447（49番人気）
3連複票数 計 452204 的中 ��� 647（89番人気）
3連単票数 計 740720 的中 ��� 151（520番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．7―42．6―55．1―1：07．6―1：20．3―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3
8，13，1（2，6）（5，7）12（11，14）（9，16）4，3＝15
8，13（1，6）（2，7）－（11，4）－（5，16，3）－（9，14）12＝15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインアルカディア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2012．6．24 阪神4着

2010．3．26生 牡3栗 母 ヒ ン ギ ス 母母 スターバイオレット 12戦1勝 賞金 11，800，000円
〔出走取消〕 ピアグラス号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウイズビガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月3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） 2頭 シゲルリブラ号・ハリバット号
（非抽選馬） 2頭 メタリックゴールド号・リュウフォワード号

22028 8月3日 曇 良 （25小倉2）第3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 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：07．1良

79 ゴ ー ズ オ ン �5鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 512－ 23：12．9 48．7�
55 � ピンクピアリス 牝5鹿 58 黒岩 悠池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 468± 03：13．0� 6．1�
78 ゴールデンウィナー 牡4栗 60 熊沢 重文�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 83：13．42� 1．4�
811� メイショウヨシミツ 牡4栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 458± 03：13．61	 155．9�
44 
 パトロネージュ 牡4栗 60 西谷 誠前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC 540± 03：13．81	 22．6�
67 スエヒロジュピター 牝5鹿 58 平沢 健治�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム 534＋ 83：13．9� 20．5	
22 サンライズロイヤル 牡4鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 増本 豊 千歳 社台ファーム 528± 0 〃 クビ 13．1

33 
 エーシンテュポーン 牡6鹿 60

57 ▲森 一馬�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm 490－ 23：14．32� 42．9�

66 ペプチドマンボウ 牡3鹿 58 中村 将之沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 482－ 23：15．36 174．1�
11 メイショウタービン 牡4鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 458－ 23：17．0大差 23．0
810 ブ ル ロ ッ ク 牡6鹿 60 小坂 忠士小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 492－ 63：24．4大差 8．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 15，839，600円 複勝： 29，202，200円 枠連： 6，773，900円
馬連： 21，991，700円 馬単： 21，045，800円 ワイド： 12，795，000円
3連複： 35，229，300円 3連単： 73，863，200円 計： 216，740，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，870円 複 勝 � 810円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 310円

馬 連 �� 9，480円 馬 単 �� 22，580円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 900円 �� 160円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 67，890円

票 数

単勝票数 計 158396 的中 � 2564（9番人気）
複勝票数 計 292022 的中 � 3374（9番人気）� 44495（2番人気）� 163946（1番人気）
枠連票数 計 67739 的中 （5－7） 16136（1番人気）
馬連票数 計 219917 的中 �� 1713（26番人気）
馬単票数 計 210458 的中 �� 688（46番人気）
ワイド票数 計 127950 的中 �� 1155（26番人気）�� 2883（11番人気）�� 28235（1番人気）
3連複票数 計 352293 的中 ��� 7307（12番人気）
3連単票数 計 738632 的中 ��� 803（167番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．2－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
4（8，2）（5，11）9，6，3（1，7）＝10
4（8，5）（2，9）11，7＝（6，3）＝1＝10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ー ズ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 With Approval デビュー 2010．9．26 阪神7着

2008．2．28生 �5鹿 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円



22029 8月3日 曇 良 （25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
1：07．8
1：07．8

良
良

11 ベ ル カ ン ト 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 466 ―1：08．4 1．5�
714 ハッピーロングラン 牝2鹿 54 浜中 俊馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 402 ―1：09．25 5．9�
47 アップカレント 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：09．41� 15．6�
510 ピッツネイル 牝2芦 54 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 502 ―1：09．5クビ 18．4�
815 ウィットウォーター 牝2黒鹿 54

52 △中井 裕二鈴木 康弘氏 武 宏平 むかわ 上水牧場 432 ― 〃 クビ 82．1	
59 セトノヴィラーゴ 牝2栗 54 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 498 ―1：09．81� 12．9

35 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 446 ― 〃 クビ 21．8�
12 ローゼルキュート 牝2鹿 54 藤岡 康太村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 458 ―1：10．01� 24．5�
24 メイショウツルヒメ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 478 ―1：10．1クビ 37．9
36 タムロイレーネ 牝2鹿 54 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 444 ―1：10．42 56．2�
611 コーリンベリー 牝2栗 54 小牧 太伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 460 ―1：10．61� 141．3�
48 アイファーフィリア 牝2鹿 54 幸 英明中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 446 ―1：10．91� 37．2�
23 シゲルサヌキ 牝2栗 54 国分 優作森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 400 ―1：11．21� 364．0�
612 オーミバンビーナ 牝2黒鹿54 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 松木 加代 442 ―1：11．51� 89．9�
817 クリノクレオパトラ 牝2黒鹿54 熊沢 重文栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 432 ―1：11．71� 72．1�
816 ワクワクキリシマ 牝2鹿 54 国分 恭介西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430 ―1：11．91� 211．6�
713 カシノトップレディ 牝2青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 八木 常郎 416 ―1：12．11� 306．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 26，926，000円 複勝： 38，315，500円 枠連： 13，402，000円
馬連： 35，103，600円 馬単： 30，243，100円 ワイド： 19，849，500円
3連複： 48，930，000円 3連単： 86，866，500円 計： 299，636，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 220円 �� 480円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 269260 的中 � 146334（1番人気）
複勝票数 計 383155 的中 � 166831（1番人気）� 60564（2番人気）� 24341（4番人気）
枠連票数 計 134020 的中 （1－7） 22360（1番人気）
馬連票数 計 351036 的中 �� 59575（1番人気）
馬単票数 計 302431 的中 �� 36002（1番人気）
ワイド票数 計 198495 的中 �� 27504（1番人気）�� 9644（4番人気）�� 5458（8番人気）
3連複票数 計 489300 的中 ��� 23545（2番人気）
3連単票数 計 868665 的中 ��� 17278（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．2―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル カ ン ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

2011．3．2生 牝2栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22030 8月3日 曇 良 （25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

510 ランドマーキュリー 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 512＋ 21：46．4 13．1�
48 ゴーイングベル 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494＋ 61：46．61� 5．1�
35 � ベルサリエーレ 牡3鹿 56 松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 484－ 41：46．91	 2．7�
713 エルドリッジ 牡3青鹿56 浜中 俊一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 502± 0 〃 ハナ 3．0�
12 ソ ン ブ レ ロ 牡3鹿 56 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 460＋ 41：47．0
 27．1�
24 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 460－ 21：47．74 35．9�
612 テイエムシシーポス 牡3鹿 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 460＋ 41：47．8
 95．1	
23 ウォーターグローレ 牡3鹿 56 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 458＋ 21：48．11	 116．2

59 ナリタカマー 牡3黒鹿56 和田 竜二�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 478± 01：48．42 38．7�
611 キングアルフォンス 牡3鹿 56 国分 優作金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 434± 01：49．57 83．2
815 キ ル ト 牡3鹿 56

54 △中井 裕二山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 406± 01：49．6	 67．3�
714 サンライズムーン 牡3鹿 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 484－ 61：49．91	 10．0�
816 アサクサトリプル 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500 ―1：50．11
 119．8�
47 ブライトグローリイ 牡3栗 56 太宰 啓介小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 496＋ 61：50．2クビ 59．5�
36 � アンブレスド 牝3栗 54 武 幸四郎�大樹ファーム 昆 貢 米 MDS

Farms, LLC 464＋ 41：50．62
 103．3�
11 ビーチブレイブ 牡3芦 56 熊沢 重文谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 482－ 41：50．7
 154．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，548，500円 複勝： 31，679，200円 枠連： 11，755，100円
馬連： 35，765，300円 馬単： 23，773，400円 ワイド： 19，763，500円
3連複： 49，105，900円 3連単： 82，028，400円 計： 274，419，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 240円 � 140円 � 170円 枠 連（4－5） 2，040円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 580円 �� 750円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 26，420円

票 数

単勝票数 計 205485 的中 � 12445（5番人気）
複勝票数 計 316792 的中 � 28820（5番人気）� 69465（2番人気）� 53215（3番人気）
枠連票数 計 117551 的中 （4－5） 4268（8番人気）
馬連票数 計 357653 的中 �� 11579（8番人気）
馬単票数 計 237734 的中 �� 3272（19番人気）
ワイド票数 計 197635 的中 �� 8332（6番人気）�� 6255（8番人気）�� 13372（3番人気）
3連複票数 計 491059 的中 ��� 14369（8番人気）
3連単票数 計 820284 的中 ��� 2292（67番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．0―13．4―12．6―12．0―12．5―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―43．6―56．2―1：08．2―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．2
1
3
・（5，7）14，10（8，12）（4，9）（2，13）15，3（11，16）－1，6・（5，13）12，9，7（14，10，4）8，2，3－11，15－（1，16）6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランドマーキュリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．3．30 阪神18着

2010．4．11生 牡3栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 サンライズムーン号の騎手藤岡康太は，1コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
※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 カシノオーブ号・サトノエクセル号・ダイシンソリッド号・ユニバーサルキング号



22031 8月3日 曇 良 （25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

611 テイコフトウショウ 牝3栗 54 酒井 学トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 81：59．5 10．3�
612 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 518＋ 8 〃 ハナ 3．0�
24 サンライズシルバー 牡3芦 56 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 16．2�
23 キクノドラゴン 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼菊池 五郎氏 野中 賢二 日高 メイプルファーム 432＋ 4 〃 ハナ 116．4�
510 エリモジパング 牡3青鹿56 浜中 俊山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 478－ 8 〃 アタマ 4．6�
12 メイショウミヤジマ 牝3黒鹿54 難波 剛健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436＋ 41：59．6� 115．8	
818 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 松山 弘平森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 474＋141：59．91� 4．2

715 タツインパクト 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬鈴木 髙幸氏 鮫島 一歩 浦河 山本牧場 474＋ 42：00．0� 188．0�
714 マ ゼ ー ル 牡3鹿 56 国分 恭介寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 514＋122：00．21� 201．2�
816 マ ノ ア ラ ニ 牝3鹿 54 武 豊深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 456－ 42：00．3クビ 16．9
48 ケンブリッジアーサ 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462＋ 42：00．51� 14．4�
35 パワーローラン 牡3栗 56 小坂 忠士�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 442± 0 〃 クビ 121．8�
47 サンダーバード 牡3栗 56 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 444－ 22：00．6クビ 19．5�
817 オ ニ ユ リ 牝3栗 54 太宰 啓介河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 432＋ 42：00．7� 124．4�
11 エ ス パ シ オ 牝3黒鹿54 田中 健田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 432± 02：00．8� 221．2�
36 ラ ラ ジ ロ ー 牡3栗 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 新冠橋本牧場 504± 02：02．39 172．8�
59 ブランドオン 牡3鹿 56 武 幸四郎前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ B454－102：02．61� 19．4�
713 グリコーゲン 牡3黒鹿56 藤岡 康太青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B430－ 62：03．02� 34．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，727，900円 複勝： 32，127，600円 枠連： 15，646，600円
馬連： 39，676，100円 馬単： 24，271，800円 ワイド： 21，897，700円
3連複： 56，455，800円 3連単： 86，995，700円 計： 296，799，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 270円 � 150円 � 390円 枠 連（6－6） 1，470円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，540円 �� 850円

3 連 複 ��� 8，420円 3 連 単 ��� 46，600円

票 数

単勝票数 計 197279 的中 � 15152（4番人気）
複勝票数 計 321276 的中 � 29248（4番人気）� 74418（1番人気）� 17783（8番人気）
枠連票数 計 156466 的中 （6－6） 7866（6番人気）
馬連票数 計 396761 的中 �� 17752（4番人気）
馬単票数 計 242718 的中 �� 4644（12番人気）
ワイド票数 計 218977 的中 �� 8159（4番人気）�� 2020（31番人気）�� 6444（7番人気）
3連複票数 計 564558 的中 ��� 4953（28番人気）
3連単票数 計 869957 的中 ��� 1378（131番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―12．3―12．2―12．1―12．6―12．3―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―33．7―46．0―58．2―1：10．3―1：22．9―1：35．2―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．6
1
3

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

2
4

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

テイコフトウショウ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2013．6．9 阪神13着

2010．4．14生 牝3栗 母 マロトウショウ 母母 ロゼトウショウ 4戦1勝 賞金 5，290，000円
〔制裁〕 エリモジパング号の騎手浜中俊は，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50，000円。（被害馬：12番）
※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） 5頭 エーブドラゴンマン号・オースミアイビス号・タイキサクセション号・デンコウアカツキ号・マッシヴビクトリー号
（非抽選馬） 1頭 スピーディシャープ号

22032 8月3日 曇 良 （25小倉2）第3日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

47 ルナフォンターナ 牝4栗 55 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 470＋ 41：07．4 2．0�

35 サンマルクイーン 牝4栗 55 武 豊相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 468＋141：07．71� 4．1�
714 カレンシェリーメイ 牝4鹿 55 浜中 俊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 408＋ 81：07．91� 13．6�
59 サーシスリーフ 牡3鹿 54 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 478＋ 21：08．0� 46．4�
612 ノ ア ノ ア 牝5芦 55 松山 弘平M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 500＋ 2 〃 クビ 30．0�
12 � シルクベルジュール 	4鹿 57 和田 竜二有限会社シルク飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 456－ 71：08．1クビ 9．9	
24 セ ラ ヴ ィ 牝5黒鹿 55

53 △中井 裕二
フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 422－ 81：08．31
 11．8�
818 コアレスドラゴン 牡3鹿 54 藤岡 康太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B484＋ 2 〃 ハナ 23．6�
48 ビップセレブアイ 牡5青鹿57 国分 恭介鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－ 2 〃 アタマ 37．8
36 � テラノココロ 牝4青鹿55 小牧 太寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 400－ 4 〃 ハナ 93．7�
713 トーアディアマンテ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 426＋ 2 〃 アタマ 441．5�
11 バンブーデルピエロ 牡3鹿 54 小坂 忠士
バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 478＋ 81：08．4� 209．2�
816 ハ ピ シ ン 牝5黒鹿55 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 460－ 21：08．5クビ 31．4�
611 ヴ ェ ル ー テ 牝4鹿 55 国分 優作名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 406－ 6 〃 アタマ 269．2�
817 マルシゲサムライ 牡3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 434－ 61：08．82 60．3�
510 ミ ス ネ バ ー 牝4栗 55

52 ▲藤懸 貴志澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 462± 01：08．9� 81．3�
715 バイオレットムーン 牡3栗 54 武 幸四郎池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 510－ 61：09．85 26．5�
23 ソ ラ コ マ チ 牝4鹿 55 太宰 啓介藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 502－ 41：10．11� 159．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，732，200円 複勝： 38，607，000円 枠連： 17，533，500円
馬連： 51，500，800円 馬単： 33，961，100円 ワイド： 24，986，500円
3連複： 68，351，900円 3連単： 114，969，800円 計： 377，642，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 230円 枠 連（3－4） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 240円 �� 490円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 277322 的中 � 112465（1番人気）
複勝票数 計 386070 的中 � 118288（1番人気）� 57117（2番人気）� 33653（4番人気）
枠連票数 計 175335 的中 （3－4） 29643（1番人気）
馬連票数 計 515008 的中 �� 87012（1番人気）
馬単票数 計 339611 的中 �� 36979（1番人気）
ワイド票数 計 249865 的中 �� 29779（1番人気）�� 12065（3番人気）�� 6923（6番人気）
3連複票数 計 683519 的中 ��� 33559（2番人気）
3連単票数 計1149698 的中 ��� 18227（3番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．5―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルナフォンターナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2011．10．9 京都2着

2009．4．22生 牝4栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya 12戦3勝 賞金 25，010，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤアロング号・トキノビスコンティ号



22033 8月3日 晴 良 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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

612 アルアマーナ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 428± 01：45．5 24．9�
35 ミサソレムニス 牝4栗 55 北村 友一吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 436＋ 61：45．6� 45．0�
48 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 52 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 434＋ 41：45．91� 6．8�
23 レッドカチューシャ 牝3青鹿52 松山 弘平 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 4．6�
11 ニーレンベルギア 牝4黒鹿55 酒井 学吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 438± 01：46．21� 17．2	
47 ガムザッティ 牝3黒鹿52 国分 優作吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 アタマ 89．0

713 ウインクルキラリ 牝3栗 52 熊沢 重文塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 462＋ 41：46．3� 12．8�
816 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿52 武 豊�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：46．4� 7．2�
611 テーオーヴィーナス 牝4鹿 55 鮫島 良太小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 416－ 6 〃 クビ 57．9
510 ウインルキア 牝5青鹿55 中井 裕二�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム 418＋121：46．5クビ 32．3�
36 アナスタシアブルー 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 490± 01：46．6� 2．5�
12 ミノディエール 牝3黒鹿52 国分 恭介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 21：46．7クビ 67．5�
714 ソロデビュー 牝4黒鹿55 藤懸 貴志�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 498＋ 61：46．8� 264．8�
815 レッドフォーチュン 牝3芦 52 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 450＋ 61：47．01� 30．8�
59 テラノイロハ 牝4青鹿55 高田 潤寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 クビ 25．8�
24 マイオリオン 牝4鹿 55 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 21：47．53 230．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，408，400円 複勝： 51，450，400円 枠連： 18，185，000円
馬連： 74，282，500円 馬単： 44，529，100円 ワイド： 35，665，200円
3連複： 104，053，400円 3連単： 170，427，800円 計： 530，001，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 530円 � 710円 � 230円 枠 連（3－6） 1，830円

馬 連 �� 27，510円 馬 単 �� 76，080円

ワ イ ド �� 5，770円 �� 1，410円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 52，930円 3 連 単 ��� 542，140円

票 数

単勝票数 計 314084 的中 � 9974（7番人気）
複勝票数 計 514504 的中 � 23837（7番人気）� 17007（8番人気）� 70703（3番人気）
枠連票数 計 181850 的中 （3－6） 7343（8番人気）
馬連票数 計 742825 的中 �� 1993（62番人気）
馬単票数 計 445291 的中 �� 432（136番人気）
ワイド票数 計 356652 的中 �� 1495（60番人気）�� 6399（15番人気）�� 3090（33番人気）
3連複票数 計1040534 的中 ��� 1451（141番人気）
3連単票数 計1704278 的中 ��� 232（1149番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．7―11．9―11．9―12．0―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．4―34．1―46．0―57．9―1：09．9―1：21．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルアマーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．6．26 阪神4着

2009．2．13生 牝4鹿 母 オネストリーダーリン 母母 Reluctant Guest 17戦2勝 賞金 24，564，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エスターブレ号・ヒシアルコル号
（非抽選馬） 1頭 デンコウチャレンジ号

22034 8月3日 晴 良 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000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 � リバータイキ 牡4栗 57 川田 将雅河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 506± 01：46．0 11．0�
12 マジカルツアー 牡4栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 460± 0 〃 クビ 2．8�
35 スズカウラノス 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 450＋ 41：46．21	 5．6�
24 
 ライオンズバイツ 牡3鹿 54 武 豊中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 466＋ 61：46．41	 8．3�
510 ミッキークリスエス 牡4黒鹿57 武 幸四郎野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528＋181：46．71� 16．6�
23 
 リアライズナマステ 牡4栗 57 藤岡 康太工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

458－121：46．8� 16．6�
48 ナリタムーンライト 牡5栗 57 国分 恭介	オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 534＋ 8 〃 クビ 40．4

47 アサクサショパン 牡5黒鹿57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 482± 01：46．9クビ 8．8�
11 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 54 太宰 啓介一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 490＋121：47．11	 101．6�
611
 エ ク チ ュ ア 牡4鹿 57 国分 優作前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 434－181：47．84 119．1
36 
 ミリオンヴォルツ 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 490＋ 81：48．22� 13．8�
612
 グリッターテイル 牡5鹿 57 鮫島 良太 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 480＋ 81：48．62� 203．2�
713
 レッドグルーヴァー 牡4芦 57 高田 潤 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 458－181：48．91� 11．4�
815� スズカアイキュー 牝4鹿 55 小坂 忠士永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 484＋201：49．53� 500．7�
714
 ラヴァンドゥー 牝4青鹿55 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 504－ 21：50．13� 16．5�
816 エルダリオン 牡4鹿 57 中井 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 582－ 6 〃 クビ 343．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，178，300円 複勝： 61，674，000円 枠連： 27，854，200円
馬連： 96，495，800円 馬単： 53，854，400円 ワイド： 41，703，500円
3連複： 133，623，000円 3連単： 218，055，100円 計： 667，438，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 240円 � 140円 � 180円 枠 連（1－5） 1，230円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，020円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 24，910円

票 数

単勝票数 計 341783 的中 � 24593（5番人気）
複勝票数 計 616740 的中 � 53767（4番人気）� 155679（1番人気）� 90169（2番人気）
枠連票数 計 278542 的中 （1－5） 16757（6番人気）
馬連票数 計 964958 的中 �� 43268（6番人気）
馬単票数 計 538544 的中 �� 8877（16番人気）
ワイド票数 計 417035 的中 �� 17849（3番人気）�� 9366（11番人気）�� 30509（1番人気）
3連複票数 計1336230 的中 ��� 32318（4番人気）
3連単票数 計2180551 的中 ��� 6462（58番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．1―12．6―12．4―12．8―12．9―12．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．9―42．5―54．9―1：07．7―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4F51．1―3F38．3
1
3
16，3，10（2，13）14（1，9）－8，5（6，11）（4，7）（12，15）
16（14，10）（3，2）13（1，9，11）（5，8，4）－（7，6）（12，15）

2
4

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

�リバータイキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 オペラハウス

2009．3．24生 牡4栗 母 エアコムロー 母母 コニーストン 14戦2勝 賞金 28，478，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ミリオンヴォルツ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 オレハメジャー号・グリーディーボス号・ゴールデンアタック号・シゲルアケビ号・シゲルケンシン号・

タッチシタイ号・タマモベルモット号・デンコウアクティブ号・マグナムボーイ号



22035 8月3日 晴 良 （25小倉2）第3日 第11競走 ��
��1，200�九州スポーツ杯

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

東京スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

22 ニ ン ジ ャ 牡4鹿 57 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 464＋ 21：06．9 3．8�
44 アイムヒアー 牝5鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 41：07．0� 3．4�
11 マイネボヌール 牝4青鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 2 〃 クビ 6．2�
33 バラードソング 牝5鹿 55 浜中 俊 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 462＋121：07．21� 3．7�
77 ヒシガーネット 牝3青鹿52 北村 友一阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 454－ 21：07．3クビ 7．8	
810 アンプレシオネ 牝8芦 55 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 462－ 61：07．51	 60．7

66 トイボックス 牡6黒鹿57 中井 裕二名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 474＋ 81：07．71	 76．7�
78 ケントヒーロー 牡3栗 54 幸 英明田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 464－ 61：07．91	 11．7�
55 メイショウローラン 牡8鹿 57 武 幸四郎松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 468＋ 61：08．43 47．2
89 
 ウイニングドラゴン 牡7黒鹿57 水口 優也奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 438－ 21：08．61� 214．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，246，400円 複勝： 57，908，000円 枠連： 28，214，600円
馬連： 131，703，300円 馬単： 79，619，600円 ワイド： 44，261，900円
3連複： 162，472，500円 3連単： 406，364，100円 計： 952，790，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 130円 � 170円 枠 連（2－4） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 320円 �� 420円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 422464 的中 � 88812（3番人気）
複勝票数 計 579080 的中 � 110421（2番人気）� 131248（1番人気）� 78720（4番人気）
枠連票数 計 282146 的中 （2－4） 28599（1番人気）
馬連票数 計1317033 的中 �� 129264（2番人気）
馬単票数 計 796196 的中 �� 38855（4番人気）
ワイド票数 計 442619 的中 �� 35295（2番人気）�� 25618（6番人気）�� 29620（4番人気）
3連複票数 計1624725 的中 ��� 99204（4番人気）
3連単票数 計4063641 的中 ��� 54551（12番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―11．1―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．2―44．3―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．7
3 4（7，8）1（3，10）2（6，5）9 4 4（7，8）1，3（2，10）（6，5）9
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4鹿 母 エレガンスワールド 母母 ブリッジオブラブ 21戦4勝 賞金 56，575，000円
※出走取消馬 インクレセント号（疾病〔感冒〕のため）

22036 8月3日 晴 良 （25小倉2）第3日 第12競走 ��1，000�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
57．1
57．1

稍重
稍重

58 ラ フ ァ ダ リ 牝4黒鹿55 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B508－ 2 59．2 29．9�

813 マウンテンファスト 牡4鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 472＋ 4 〃 ハナ 2．5�
711 サンライズネガノ 牡3芦 54 川田 将雅松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 ハナ 12．4�
22 キョウワリベラル 牡4黒鹿57 和田 竜二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 504＋ 2 59．52 26．3�
45 ドリームコンサート 牡4栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B516＋ 4 〃 ハナ 8．8�
814 キセキノハナ 牝4芦 55 太宰 啓介華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 440－ 6 59．6クビ 27．3	
34 � レイナチャーム 牝4栗 55 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 浦河 浦河日成牧場 492＋ 4 〃 ハナ 189．8

33 テイクファイア 牡3鹿 54 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474± 0 59．7� 4．2�
11 ブエノディオス 牡4鹿 57 鮫島 良太吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 478－ 6 59．8� 92．0�
712 メイショウドルセー 牡4黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 476± 01：00．01� 83．0
46 テイエムヒーロー 牡3鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 480＋ 2 〃 クビ 5．0�
610 タンティヴィー 牡3栗 54 国分 恭介�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 野村 正 498＋ 41：00．21� 54．9�
69 クリノアマダブラム 牝3栗 52

49 ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 432－ 21：00．3� 15．8�
57 パスパルトゥー 牝4栗 55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 448＋141：01．57 78．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，103，200円 複勝： 53，203，400円 枠連： 21，098，300円
馬連： 128，006，200円 馬単： 54，781，700円 ワイド： 39，316，400円
3連複： 121，001，600円 3連単： 239，934，800円 計： 694，445，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 690円 � 140円 � 330円 枠 連（5－8） 2，610円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 10，400円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 3，810円 �� 690円

3 連 複 ��� 14，240円 3 連 単 ��� 127，120円

票 数

単勝票数 計 371032 的中 � 9799（9番人気）
複勝票数 計 532034 的中 � 14509（9番人気）� 155741（1番人気）� 35428（5番人気）
枠連票数 計 210983 的中 （5－8） 5968（10番人気）
馬連票数 計1280062 的中 �� 25781（15番人気）
馬単票数 計 547817 的中 �� 3891（33番人気）
ワイド票数 計 393164 的中 �� 7101（16番人気）�� 2430（39番人気）�� 14895（5番人気）
3連複票数 計1210016 的中 ��� 6273（46番人気）
3連単票数 計2399348 的中 ��� 1393（346番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．9―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ フ ァ ダ リ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kris S. デビュー 2011．9．19 札幌9着

2009．3．7生 牝4黒鹿 母 シ シ リ ー Ⅱ 母母 Najecam 13戦3勝 賞金 23，600，000円
〔制裁〕 キョウワリベラル号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年8月10日から平成25年

8月25日まで騎乗停止。（被害馬：6番）
※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） 2頭 エーシンクルゼ号・ビーマイラブ号
（非抽選馬） 2頭 キンシザイル号・メイショウアルファ号



（25小倉2）第3日 8月3日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

164，810，000円
9，170，000円
1，510，000円
14，400，000円
64，866，500円
5，288，200円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
305，458，300円
480，325，400円
189，085，600円
699，017，300円
428，694，700円
307，488，300円
906，073，200円
1，696，436，900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 5，012，579，700円

総入場人員 7，227名 （有料入場人員 6，237名）
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