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22073 8月17日 晴 良 （25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）

牝，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

11 マイネヴァリエンテ 牝2鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：08．3 2．6�

710 ブルーヴァルキリー 牝2栗 54 太宰 啓介 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 426＋ 41：08．93� 31．1�
57 ハッピーロングラン 牝2鹿 54 川田 将雅馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 400－ 21：09．0� 3．6�
44 ロスヴァイセ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：09．21� 5．4�
813 ピエナブラウニー 牝2青 54 武 豊本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム 430＋ 8 〃 クビ 5．5	
56 ベラフォレスタ 牝2黒鹿54 北村 友一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 ハナ 15．7

22 ニシノチャステティ 牝2栗 54 池添 謙一西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 460－ 41：09．3クビ 22．7�
33 コウエイユニバース 牝2栗 54 高倉 稜伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 466＋ 61：09．51� 26．6�
68 カネツスペシャル 牝2鹿 54 佐久間寛志�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 456－ 81：09．92� 377．7
45 フェアリースマイル 牝2鹿 54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 松木 加代 432－ 2 〃 クビ 132．9�
711 アイファーニーニャ 牝2鹿 54 山口 勲中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 406－ 61：10．0� 136．9�

（佐賀）

69 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 436＋ 41：10．1クビ 61．4�

812 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 436＋ 21：11．9大差 373．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，771，900円 複勝： 31，351，800円 枠連： 7，990，900円
馬連： 33，370，000円 馬単： 24，437，200円 ワイド： 17，786，500円
3連複： 49，321，900円 3連単： 85，913，700円 計： 266，943，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 490円 � 140円 枠 連（1－7） 2，700円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 200円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 29，840円

票 数

単勝票数 計 167719 的中 � 52692（1番人気）
複勝票数 計 313518 的中 � 97245（1番人気）� 9997（8番人気）� 62282（2番人気）
枠連票数 計 79909 的中 （1－7） 2185（9番人気）
馬連票数 計 333700 的中 �� 5764（13番人気）
馬単票数 計 244372 的中 �� 3101（19番人気）
ワイド票数 計 177865 的中 �� 3003（16番人気）�� 29039（1番人気）�� 2242（21番人気）
3連複票数 計 493219 的中 ��� 9332（13番人気）
3連単票数 計 859137 的中 ��� 2125（88番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネヴァリエンテ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．7．27 小倉3着

2011．2．24生 牝2鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 2戦1勝 賞金 6，800，000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〕 カシノリデル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月17日まで平地競走

に出走できない。
※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。

22074 8月17日 晴 良 （25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
1：46．0

良
良

45 レッドカイザー 牡2黒鹿54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484－ 21：49．2 15．0�
710 ウインリバティ 牝2黒鹿 54

52 △中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 41：49．3� 7．4�
711 ニシノシュロ 牝2青鹿54 池添 謙一西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 480－ 41：49．51� 26．2�
56 リラヴァティ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 2．9�
69 レッドアルヴィス 牡2鹿 54 武 豊 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 2．1	
68 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54 山口 勲森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 436－101：49．81� 126．4


（佐賀）

11 ウォルフラム 牡2芦 54 幸 英明 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 ハナ 46．1�
813 モウイイデショウ 牡2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 446± 01：50．11� 148．7�
57 モンラッシェ 牡2栗 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 ハナ 9．8
33 サザンキング 牡2芦 54 酒井 学南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 452－ 8 〃 クビ 257．0�
22 マルクナッテ 牝2栗 54 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 414－ 41：50．2クビ 37．6�
812 タガノゴールド 牡2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 21：50．41� 54．6�
44 スパンコール 牝2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 452－ 81：50．93 619．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，491，700円 複勝： 27，297，900円 枠連： 7，738，200円
馬連： 26，240，300円 馬単： 21，000，200円 ワイド： 13，540，300円
3連複： 37，537，200円 3連単： 70，493，400円 計： 219，339，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 450円 � 360円 � 710円 枠 連（4－7） 3，020円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 10，430円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 3，030円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 20，650円 3 連 単 ��� 138，000円

票 数

単勝票数 計 154917 的中 � 8160（5番人気）
複勝票数 計 272979 的中 � 16384（5番人気）� 21301（4番人気）� 9580（6番人気）
枠連票数 計 77382 的中 （4－7） 1894（9番人気）
馬連票数 計 262403 的中 �� 3849（15番人気）
馬単票数 計 210002 的中 �� 1486（31番人気）
ワイド票数 計 135403 的中 �� 2355（15番人気）�� 1081（24番人気）�� 2121（16番人気）
3連複票数 計 375372 的中 ��� 1342（47番人気）
3連単票数 計 704934 的中 ��� 377（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．1―49．8―1：01．7―1：13．5―1：25．1―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドカイザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Selkirk デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．1．30生 牡2黒鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 2戦1勝 賞金 5，000，000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。

第２回 小倉競馬 第７日



22075 8月17日 晴 良 （25小倉2）第7日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 クリムトキッス 牝3鹿 54 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 476－ 21：48．1 39．8�

816 ケイティバローズ 牝3鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 488＋ 21：48．2� 1．3�
611 ニシノヒメゴト 牝3鹿 54 北村 友一西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 438－ 21：48．41� 133．5�
714 カーヴィシャス 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448＋121：48．61� 19．6�
47 セイウンラードゥガ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 438－ 2 〃 クビ 10．4	
713 キラキラムーン 牝3鹿 54 酒井 学�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440± 01：48．7� 147．6

12 クーファスター 牝3黒鹿54 山口 勲大迫久美子氏 山内 研二 新冠 村上 欽哉 476－ 41：48．8� 30．8�

（佐賀）

510 マ ム テ ィ 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 436－ 81：48．9クビ 15．3�
35 サンミッシェル 牝3栗 54 高倉 稜武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－14 〃 ハナ 79．8
24 ジョウノグロリア 牝3鹿 54 小牧 太小川 義勝氏 小崎 憲 日高 三城牧場 460－ 2 〃 ハナ 206．2�
11 カネトシアルガルベ 牝3栗 54 国分 恭介兼松 利男氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 454－ 3 〃 クビ 373．4�
59 ビックリマーチャン 牝3鹿 54

52 △中井 裕二戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 中神牧場 456－ 21：49．21� 26．1�
23 スズカダイヤ 牝3芦 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 420－ 61：49．41� 378．1�
36 オクターブユニゾン 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484＋141：50．25 12．5�
815 ワンダーフロレゾン 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 450＋121：51．26 307．5�
612 バ ー レ ス ク 牝3栗 54 武 幸四郎寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 41：51．52 40．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，789，200円 複勝： 82，910，200円 枠連： 12，288，600円
馬連： 37，194，100円 馬単： 34，176，900円 ワイド： 20，929，300円
3連複： 53，512，600円 3連単： 118，014，500円 計： 381，815，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，980円 複 勝 � 840円 � 110円 � 1，440円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 800円 �� 37，110円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 51，830円 3 連 単 ��� 356，950円

票 数

単勝票数 計 227892 的中 � 4516（8番人気）
複勝票数 計 829102 的中 � 8206（9番人気）� 619300（1番人気）� 4577（11番人気）
枠連票数 計 122886 的中 （4－8） 23888（2番人気）
馬連票数 計 371941 的中 �� 18031（6番人気）
馬単票数 計 341769 的中 �� 3826（17番人気）
ワイド票数 計 209293 的中 �� 6868（8番人気）�� 133（93番人気）�� 2088（22番人気）
3連複票数 計 535126 的中 ��� 762（94番人気）
3連単票数 計1180145 的中 ��� 244（486番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―11．9―12．8―12．7―12．5―12．9―13．1―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．5―43．3―56．0―1：08．5―1：21．4―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリムトキッス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2013．6．30 中京11着

2010．3．9生 牝3鹿 母 インユアアームス 母母 フラッシュウェーブ 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 カーヴィシャス号の騎手武豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

オクターブユニゾン号の騎手池添謙一は，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。（被害馬：15番）
※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 サフランパートナー号・リノワール号
（非抽選馬） 1頭 スリーアイドル号
※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。

22076 8月17日 晴 良 （25小倉2）第7日 第4競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25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

33 カ ゼ カ オ ル 牡4鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 470＋ 23：11．6 19．0�
88 アラタマユニバース 牡4青鹿60 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 466± 03：11．7� 3．8�
22 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿60 熊沢 重文深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 512－ 63：13．8大差 1．9�
44 メイショウタービン 牡4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 458± 03：14．33 36．7�
11 スズカジェネラル 牡6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 484－ 8 〃 ハナ 7．8�
77 テーオーゼウス 牡5黒鹿60 黒岩 悠小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 474－ 43：15．910 48．5�
66 ハクユウサンサン 牡5鹿 60 蓑島 靖典 	H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 482＋ 23：17．17 18．9

55 エーシングルーオン 牡4栗 60 西谷 誠	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 458± 0 〃 ハナ 6．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，819，600円 複勝： 22，297，400円 枠連： 発売なし
馬連： 25，624，700円 馬単： 21，118，100円 ワイド： 10，219，800円
3連複： 30，352，800円 3連単： 87，001，400円 計： 211，433，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 230円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 550円 �� 430円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 22，590円

票 数

単勝票数 計 148196 的中 � 6170（6番人気）
複勝票数 計 222974 的中 � 13033（5番人気）� 30019（2番人気）� 117356（1番人気）
馬連票数 計 256247 的中 �� 5575（11番人気）
馬単票数 計 211181 的中 �� 2029（23番人気）
ワイド票数 計 102198 的中 �� 3849（7番人気）�� 5151（6番人気）�� 19125（1番人気）
3連複票数 計 303528 的中 ��� 14095（5番人気）
3連単票数 計 870014 的中 ��� 2843（68番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 50．6－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ゼ カ オ ル �

父 スズカマンボ �


母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．9．19 阪神8着

2009．4．23生 牡4鹿 母 センターシャイネン 母母 センターライジング 障害：3戦1勝 賞金 8，100，000円



22077 8月17日 晴 良 （25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）
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

55 � エイシンキサナドゥ 牡2栗 54 松山 弘平�栄進堂 野中 賢二 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

530 ―1：09．4 1．8�
89 セ フ ィ ー ロ 牡2鹿 54 小牧 太 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 458 ―1：09．61� 11．2�
77 タガノスカイ 牝2鹿 54 高倉 稜八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466 ― 〃 ハナ 74．0�
33 ヴァッフシュテルケ 牡2青鹿54 川田 将雅�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442 ―1：09．91	 8．0�
44 グッドウェーブ 牡2栗 54 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 438 ― 〃 クビ 12．2	
66 プレフェリート 牡2鹿 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：10．0
 3．1

810 ナガラブレーブ 牡2黒鹿54 酒井 学長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 大島牧場 476 ―1：10．1クビ 46．9�
22 ジョウショーベガ 牡2芦 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 378 ―1：10．2
 64．5�
11 シゲルエチゼン 牡2鹿 54

52 △中井 裕二森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 454 ― 〃 アタマ 54．5

78 ルールウイニング 牡2鹿 54 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 468 ― 〃 ハナ 93．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，794，000円 複勝： 33，312，800円 枠連： 8，225，200円
馬連： 32，974，700円 馬単： 31，103，100円 ワイド： 16，103，100円
3連複： 42，644，700円 3連単： 105，437，100円 計： 291，594，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 1，010円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，250円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 15，900円 3 連 単 ��� 39，970円

票 数

単勝票数 計 217940 的中 � 97678（1番人気）
複勝票数 計 333128 的中 � 157864（1番人気）� 24876（5番人気）� 4455（9番人気）
枠連票数 計 82252 的中 （5－8） 9245（2番人気）
馬連票数 計 329747 的中 �� 22404（5番人気）
馬単票数 計 311031 的中 �� 15785（5番人気）
ワイド票数 計 161031 的中 �� 8803（5番人気）�� 1699（19番人気）�� 804（34番人気）
3連複票数 計 426447 的中 ��� 1980（40番人気）
3連単票数 計1054371 的中 ��� 1947（98番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンキサナドゥ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Devon Lane 初出走

2011．3．17生 牡2栗 母 River’s Prayer 母母 Cozzy Flyer 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22078 8月17日 晴 良 （25小倉2）第7日 第6競走 ��
��1，000�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
57．1
57．1

稍重
稍重

33 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56 鮫島 良太大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 B542－ 8 59．5 7．6�
69 ス テ ー キ 牡3栗 56 藤岡 康太藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 504＋12 〃 クビ 5．8�
712� ロケットダッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 476－ 4 〃 ハナ 1．9�
34 ウォーターチューン 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B454＋ 2 59．92� 9．0�
57 ボウマンミル 牡3青鹿 56

53 ▲藤懸 貴志 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506 ― 〃 ハナ 51．7�

58 キンシジェネラル 牡3鹿 56 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 安平 追分ファーム 512－ 41：00．0クビ 6．9	
711 スイングタキオン 牡3栗 56 山口 勲平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 476＋ 4 〃 クビ 82．9


（佐賀）

813 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 462－ 61：00．1クビ 47．0�
45 � ペルセクション 牝3黒鹿54 酒井 学門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm 450－ 61：00．2� 36．0�
814 キリノトップラン 牡3鹿 56 幸 英明平田 道子氏 岩元 市三 浦河 本巣 敦 502＋14 〃 ハナ 23．6
46 タ ネ マ フ タ 牡3鹿 56 北村 友一�錦岡牧場 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 430± 01：00．73 135．7�
11 メイショウゴウワン 牡3鹿 56 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 近藤牧場 466＋181：00．91 106．6�
22 ラ メ ン ト 牝3鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 61：01．0� 42．9�
610 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488± 01：01．85 382．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，360，900円 複勝： 42，811，000円 枠連： 11，117，000円
馬連： 42，694，500円 馬単： 31，985，300円 ワイド： 23，119，400円
3連複： 57，384，600円 3連単： 111，115，200円 計： 343，587，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 180円 � 110円 枠 連（3－6） 1，420円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 720円 �� 280円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 14，360円

票 数

単勝票数 計 233609 的中 � 24223（4番人気）
複勝票数 計 428110 的中 � 47668（2番人気）� 46357（4番人気）� 174203（1番人気）
枠連票数 計 111170 的中 （3－6） 5782（6番人気）
馬連票数 計 426945 的中 �� 13924（8番人気）
馬単票数 計 319853 的中 �� 4964（17番人気）
ワイド票数 計 231194 的中 �� 6820（11番人気）�� 22060（2番人気）�� 24618（1番人気）
3連複票数 計 573846 的中 ��� 32552（1番人気）
3連単票数 計1111152 的中 ��� 5714（37番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．2―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノビッグワン �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．8．12 小倉3着

2010．3．18生 牡3鹿 母 フォーマルアプローバル 母母 Eloquent Minister 14戦1勝 賞金 15，350，000円
〔制裁〕 ロケットダッシュ号の騎手松山弘平は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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） 4頭 シゲルコギツネザ号・シゲルトビウオザ号・ハーフウェイ号・ブライテン号
（非抽選馬） 2頭 アンテインテッド号・ゴールドスポット号
※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。



22079 8月17日 晴 良 （25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）
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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

714 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 512－ 61：59．7 2．8�
611 ユニヴァーザライド 牡3鹿 56 武 豊 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 01：59．8� 4．7�
816 コスミックワンダー 牡3鹿 56 池添 謙一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：00．01� 7．4�
11 ダノンシンフォニー 牡3鹿 56 松山 弘平�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋162：00．21	 3．6�
24 ヴァルティカル 牡3鹿 56 小牧 太 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 22：00．41� 19．1	
59 ダノンホーネット 牡3鹿 56 太宰 啓介�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 456± 02：00．61	 113．5

818 カミングアップ 牡3鹿 56 鮫島 良太薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 504－ 22：00．81� 179．2�
715 ラ ム レ ッ ト 牝3栗 54 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 460± 02：00．9クビ 26．6�
23 スピーディシャープ 牡3鹿 56 国分 恭介吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 416＋142：01．11	 236．9
817 アキノライセンス 牡3鹿 56 山口 勲穐吉 正孝氏 羽月 友彦 新ひだか 松田牧場 482－ 62：01．31	 234．1�

（佐賀）

12 テイエムオーライト 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 434＋ 82：01．5� 27．3�
713 カイザーカフェ 牡3鹿 56 武 幸四郎西川 光一氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 428＋ 2 〃 ハナ 107．1�
35 リトルボナンザ 牝3芦 54 岡田 祥嗣畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 440＋ 42：01．71� 338．0�
48 ビービーダンク 牡3青鹿 56

54 △中井 裕二坂東 勝彦氏 領家 政蔵 清水 小野瀬 晃司 550＋102：01．8クビ 181．3�
612 テラノアパッチ 牡3芦 56 酒井 学寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 476＋ 6 〃 アタマ 104．5�
510 ドリームプレイヤー 牡3栗 56 田中 健セゾンレースホース� 木原 一良 安平 追分ファーム 496＋162：02．75 195．4�
47 トウケイゴールド 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 482－ 42：03．23 17．0�
36 アルスヴィズ 牡3鹿 56 高倉 稜�G1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 538－ 42：07．8大差 31．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，512，400円 複勝： 37，951，600円 枠連： 13，868，800円
馬連： 46，991，300円 馬単： 29，818，600円 ワイド： 23，124，100円
3連複： 64，517，400円 3連単： 108，487，300円 計： 347，271，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 200円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 260円 �� 340円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 225124 的中 � 64857（1番人気）
複勝票数 計 379516 的中 � 107950（1番人気）� 63925（2番人気）� 39823（4番人気）
枠連票数 計 138688 的中 （6－7） 20838（1番人気）
馬連票数 計 469913 的中 �� 57661（2番人気）
馬単票数 計 298186 的中 �� 21882（1番人気）
ワイド票数 計 231241 的中 �� 24823（2番人気）�� 16700（3番人気）�� 9161（6番人気）
3連複票数 計 645174 的中 ��� 45564（2番人気）
3連単票数 計1084873 的中 ��� 19999（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―34．4―46．6―58．6―1：10．6―1：22．9―1：35．4―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チェイスザゴールド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．11．18 京都9着

2010．3．24生 牡3鹿 母 クラッシーシャーロット 母母 Classy Mirage 11戦1勝 賞金 12，240，000円
〔制裁〕 テラノアパッチ号の調教師清水出美は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

ダノンシンフォニー号の騎手松山弘平は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルスヴィズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月17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 トウカイルーチェ号
※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。

22080 8月17日 晴 良 （25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）

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

35 タマモクララ 牝4鹿 55 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 482＋ 81：45．6 3．2�
11 � ファシネートダイア 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：45．81� 50．4�
714 アルボナンザ 牝3栗 52 武 幸四郎�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 460－ 21：46．75 12．9�
611 ブルーメリディアン 牝4黒鹿 55

53 △中井 裕二 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 460＋ 21：47．12� 38．4�
36 サイモンガーランド 牝4鹿 55 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492＋121：47．63 4．7	
59 � エスジーアンクル 牝4鹿 55 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 454＋ 2 〃 クビ 16．0

510 タニノセレナーデ 牝3黒鹿52 太宰 啓介谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 432－ 41：47．7� 12．4�
816 ティボリハーモニー 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480－ 21：47．91	 79．0�

612 ブ ロ ッ ケ ン 牝4鹿 55 川田 将雅本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 4 〃 ハナ 9．9

48 � エリモフェアリー 牝4黒鹿55 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 486＋ 41：48．32� 115．7�
23 プレシャスペスカ 牝4黒鹿55 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 462＋ 41：48．5� 231．0�
815 キセキノハナ 牝4芦 55 国分 優作華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 444＋ 41：48．71� 52．6�
47 � ワンダーブロタール 牝4栗 55 池添 謙一山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 454－ 41：49．44 155．8�
713 トゥルーピース 牝3栗 52 山口 勲小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 452－181：49．61	 150．9�

（佐賀）

12 レッドセイリング 牝3鹿 52 武 豊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502＋101：53．7大差 4．1�
24 � ブラックビスケット 牝4黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 416＋ 4 （競走中止） 16．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，236，700円 複勝： 42，364，500円 枠連： 18，356，500円
馬連： 55，162，300円 馬単： 33，808，200円 ワイド： 28，604，500円
3連複： 79，308，300円 3連単： 127，922，200円 計： 410，763，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 1，130円 � 330円 枠 連（1－3） 440円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 10，850円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 720円 �� 6，960円

3 連 複 ��� 26，080円 3 連 単 ��� 112，390円

票 数

単勝票数 計 252367 的中 � 63444（1番人気）
複勝票数 計 423645 的中 � 96301（1番人気）� 7398（11番人気）� 31069（5番人気）
枠連票数 計 183565 的中 （1－3） 30813（1番人気）
馬連票数 計 551623 的中 �� 5883（26番人気）
馬単票数 計 338082 的中 �� 2301（40番人気）
ワイド票数 計 286045 的中 �� 3298（29番人気）�� 10343（7番人気）�� 970（49番人気）
3連複票数 計 793083 的中 ��� 2245（75番人気）
3連単票数 計1279222 的中 ��� 840（334番人気）

ハロンタイム 6．9―11．8―12．0―12．6―12．6―12．3―12．2―12．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．7―30．7―43．3―55．9―1：08．2―1：20．4―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモクララ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．8．27 札幌4着

2009．3．31生 牝4鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク 13戦3勝 賞金 35，000，000円
〔競走中止〕 ブラックビスケット号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドセイリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月17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 マイオリオン号
※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。



22081 8月17日 晴 良 （25小倉2）第7日 第9競走 ��
��1，700�

あ お し ま

青 島 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：39．8
1：39．8

良
良

711 サウンドバラッド �6鹿 57 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 476± 01：40．0 8．6�
45 トウカイバイタル 牡3黒鹿54 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 444－12 〃 クビ 2．4�
712 ピュアソウル 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 414± 01：40．31	 16．3�
33 タガノグーフォ �4黒鹿57 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 474＋ 41：40．4
 53．5�
69 � レッドキングダム 牡4鹿 57 高倉 稜 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478＋16 〃 クビ 71．2	
22 プレノタート 牝4鹿 55 武 幸四郎有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 458＋ 41：40．5	 4．1

46 サ ト ノ ネ ネ 牝3鹿 52 北村 友一里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 448± 01：40．6クビ 13．1�
11 サトノジェミニ 牡3鹿 54 幸 英明里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 434－ 6 〃 ハナ 16．6�
34 ゼ ウ ス 牡3鹿 54 酒井 学杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 久井牧場 478－101：40．7	 5．9
610 ゴーゲッター 牡6鹿 57 国分 恭介松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 518－141：40．8	 32．1�
814 カシノラピス 牝4栗 55 水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 442＋ 81：41．01� 63．5�
813 サダムコーテイ 牡3鹿 54 松山 弘平大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：41．1	 30．0�
58 � ビコーワンダフル 牝4栗 55 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 440＋101：41．84 491．8�
57 � ケイズイーグル 牡4鹿 57 国分 優作 IHR 境 直行 新ひだか 山本 昇寿 484＋121：42．97 309．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，202，300円 複勝： 47，450，500円 枠連： 18，218，300円
馬連： 79，722，200円 馬単： 47，458，500円 ワイド： 33，008，000円
3連複： 102，140，100円 3連単： 185，697，700円 計： 545，897，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 140円 � 450円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，560円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 28，370円

票 数

単勝票数 計 322023 的中 � 29558（4番人気）
複勝票数 計 474505 的中 � 41974（4番人気）� 125549（1番人気）� 21217（7番人気）
枠連票数 計 182183 的中 （4－7） 22291（3番人気）
馬連票数 計 797222 的中 �� 56987（3番人気）
馬単票数 計 474585 的中 �� 13103（10番人気）
ワイド票数 計 330080 的中 �� 16819（4番人気）�� 4943（21番人気）�� 9911（8番人気）
3連複票数 計1021401 的中 ��� 17066（16番人気）
3連単票数 計1856977 的中 ��� 4831（90番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．2―41．4―52．8―1：04．8―1：16．6―1：28．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドバラッド �
�
父 Singspiel �

�
母父 Danehill デビュー 2009．7．26 新潟3着

2007．3．19生 �6鹿 母 ジ ョ セ ッ ト 母母 Loure 18戦2勝 賞金 31，137，000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 グリッターテイル号・タマモピッコロ号

22082 8月17日 晴 良 （25小倉2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

お ご お り

小 郡 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 ラヴァーズポイント 牝3青鹿52 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 494＋ 21：07．3 11．6�
12 ピエナアプローズ 牝4黒鹿55 武 豊本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 B472－ 41：07．51� 2．0�
36 ニシノモンクス 牝3鹿 52 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 440－ 2 〃 クビ 24．5�
816	 スリーキャピトル 牝4鹿 55 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 470－ 6 〃 アタマ 19．3�
817 ドリームマークス 牡3鹿 54 小牧 太セゾンレースホース� 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 464－ 81：07．6
 3．3�
818 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 52 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：07．81� 15．1	
11 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± 01：07．9クビ 30．2

715 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 川田 将雅近藤 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－ 61：08．11� 21．4�
47 	 アスターローズ 牝7鹿 55 武 幸四郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム 448＋ 2 〃 クビ 376．0�
612 ジャストザブレイン 牡4鹿 57 中井 裕二ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 448－10 〃 ハナ 34．8
24 ドンクーガー 牡3青鹿54 幸 英明山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 472－10 〃 ハナ 71．4�
611 トーアディアマンテ 牝4鹿 55 太宰 啓介高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 420－ 61：08．2クビ 224．0�
48 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 高倉 稜松本 和子氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 462－ 61：08．3
 319．9�
35 ビップセレブアイ 牡5青鹿57 北村 友一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 6 〃 クビ 57．5�
23 アカノジュウロク 牝3鹿 52 国分 恭介根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 ハナ 32．3�
59 マークスマン 牡3鹿 54 池添 謙一 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 518± 01：08．4
 148．9�
713 テイエムシングン 牡3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 478＋ 41：08．5クビ 133．9�
714� クオーレフォルテ 牝3黒鹿52 山口 勲鳥飼 慶一氏 東 眞市 新ひだか 和田牧場 486± 01：08．6� 485．3�

（佐賀） （佐賀）

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，362，300円 複勝： 60，575，200円 枠連： 33，041，600円
馬連： 104，726，700円 馬単： 66，071，600円 ワイド： 44，537，300円
3連複： 140，516，800円 3連単： 264，681，500円 計： 752，513，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 300円 � 130円 � 460円 枠 連（1－5） 1，230円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，080円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 43，740円

票 数

単勝票数 計 383623 的中 � 26183（3番人気）
複勝票数 計 605752 的中 � 43326（3番人気）� 186978（1番人気）� 25503（7番人気）
枠連票数 計 330416 的中 （1－5） 19945（4番人気）
馬連票数 計1047267 的中 �� 55236（2番人気）
馬単票数 計 660716 的中 �� 11721（14番人気）
ワイド票数 計 445373 的中 �� 18586（3番人気）�� 5018（21番人気）�� 12868（9番人気）
3連複票数 計1405168 的中 ��� 15238（15番人気）
3連単票数 計2646815 的中 ��� 4466（123番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．7―11．2―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．8―44．0―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．5
3 2（10，14）（1，17）（9，11，18）（5，13，16）（3，4）6（7，8）12－15 4 ・（2，10）14（1，17）11，18（16，6）（9，13，4）（5，12）3（7，8）15
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 デビュー 2012．8．18 小倉1着

2010．3．27生 牝3青鹿 母 ハートフルシフォン 母母 エンプレスシヨウワ 8戦2勝 賞金 24，997，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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 デンコウスカイ号・ハピシン号・ミスネバー号・ミスマルシゲ号
※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。



22083 8月17日 晴 良 （25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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

��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 371，000円 106，000円 53，000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 キングヒーロー 牡4黒鹿57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 502－ 61：45．6 6．7�
59 コ ル ー ジ ャ 
5鹿 57 国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B492－ 41：46．02� 13．9�
713 プルーフポジティブ 牡4黒鹿57 幸 英明山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 464＋ 2 〃 クビ 3．8�
12 ワンダーコロアール 牡4黒鹿57 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 478＋ 81：46．1� 2．4�
11 � バンブーリバプール 牡5青鹿57 鮫島 良太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 484－ 21：46．52� 30．2�
36 キングブレイク 牡4栗 57 松山 弘平宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 B510± 01：46．92� 4．5	
23 テルミーホワイ 牡6鹿 57 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 490＋ 21：47．0 97．8

714 シルクシンフォニー 牝4栗 55 中井 裕二有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 470－ 21：47．31 48．4�
611 ブライトジェム 牡5栗 57 山口 勲栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 500＋ 81：47．4クビ 172．6�

（佐賀）

815� スターペスジンタ 牡4鹿 57 武 幸四郎河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 440－ 11：48．03� 182．6
612 ランミネルバ 牝3鹿 52 藤岡 康太�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 440－12 〃 ハナ 78．3�
24 テ ツ キ セ キ 牡7黒鹿57 藤懸 貴志木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－121：48．1� 406．0�
816 キンショータイム 牡3栗 54 岡田 祥嗣礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 478－ 61：48．42 447．8�
47 サンマルボス 牡6鹿 57 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 494－ 21：49．25 563．1�
35 � コーリングオブラブ 牝6栗 55 熊沢 重文飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：50．58 157．2�
48 ドリームハヤテ 牡3鹿 54 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 488＋ 41：50．92� 34．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，014，400円 複勝： 74，500，200円 枠連： 44，210，700円
馬連： 175，806，200円 馬単： 109，878，600円 ワイド： 60，180，900円
3連複： 247，519，800円 3連単： 526，737，200円 計： 1，291，848，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 250円 � 170円 枠 連（5－5） 3，310円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 880円 �� 510円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 33，230円

票 数

単勝票数 計 530144 的中 � 62966（4番人気）
複勝票数 計 745002 的中 � 97871（4番人気）� 69562（5番人気）� 133559（2番人気）
枠連票数 計 442107 的中 （5－5） 9861（9番人気）
馬連票数 計1758062 的中 �� 38184（11番人気）
馬単票数 計1098786 的中 �� 12837（22番人気）
ワイド票数 計 601809 的中 �� 16386（10番人気）�� 30429（5番人気）�� 24436（8番人気）
3連複票数 計2475198 的中 ��� 49897（12番人気）
3連単票数 計5267372 的中 ��� 11701（97番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．2―12．9―12．5―12．4―12．4―12．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．5―43．4―55．9―1：08．3―1：20．7―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キングヒーロー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．10．29 京都14着

2009．4．30生 牡4黒鹿 母 キングシスター 母母 エイティシスター 16戦4勝 賞金 48，445，000円
〔発走状況〕 テルミーホワイ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームハヤテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月17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。
（非当選馬） 2頭 ゴールデンジャガー号・トップオブカハラ号
（非抽選馬） 1頭 コスモコルデス号
※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。

22084 8月17日 晴 良 （25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）

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

713 スイートジュエリー 牝4黒鹿55 川田 将雅下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B496－ 61：07．7 3．7�
12 オースミマイカ 牝5鹿 55 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B446± 0 〃 クビ 5．7�
714 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 492－ 81：07．91� 11．6�
47 コナブリュワーズ 牝3黒鹿 52

49 ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 484＋26 〃 アタマ 4．5	
612 ミラクルベリー 牝5黒鹿55 池添 謙一市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 クビ 27．8

48 サクラエミネント 牝4鹿 55 小牧 太�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 458＋301：08．0クビ 29．0�
36 ディザイラブル 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 426± 01：08．21� 9．2�
11 メイショウマルマル 牡3芦 54 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 484－ 4 〃 ハナ 9．7
510 ヤマニンボンプアン 牝5鹿 55

53 △中井 裕二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 494＋ 81：08．3� 15．1�
24 ホッコージョイフル 牡3鹿 54 熊沢 重文矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 476＋ 81：08．51� 161．6�
59 トロピカルメジャー 牡4黒鹿57 国分 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 466＋ 8 〃 クビ 248．1�
611 スズカサクセス 牡6鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 486＋161：08．6� 211．4�
23 ディープジュジュ 牡3鹿 54 北村 友一深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 472－ 21：08．7クビ 68．3�
816	 アルティメイト 牝4青鹿55 幸 英明アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 448－ 2 〃 クビ 17．2�
818	 サマービーチ 牝5栗 55 岡田 祥嗣仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 490＋12 〃 アタマ 200．0�
715	 ラブリーリタ 牝4鹿 55 水口 優也薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 464＋ 81：08．8� 288．4�
817 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 太宰 啓介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 470－ 41：09．01� 19．4�
35 クラウンエンビー 牡4栗 57 酒井 学�クラウン 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 464＋101：09．21 135．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，333，700円 複勝： 54，119，800円 枠連： 31，453，100円
馬連： 138，396，300円 馬単： 55，447，400円 ワイド： 42，835，500円
3連複： 145，008，100円 3連単： 254，067，000円 計： 754，660，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 180円 � 340円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 370円 �� 970円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 20，890円

票 数

単勝票数 計 333337 的中 � 71927（1番人気）
複勝票数 計 541198 的中 � 116159（1番人気）� 84411（2番人気）� 31941（7番人気）
枠連票数 計 314531 的中 （1－7） 44522（1番人気）
馬連票数 計1383963 的中 �� 114331（1番人気）
馬単票数 計 554474 的中 �� 24628（1番人気）
ワイド票数 計 428355 的中 �� 31800（1番人気）�� 10422（11番人気）�� 7401（18番人気）
3連複票数 計1450081 的中 ��� 19902（13番人気）
3連単票数 計2540670 的中 ��� 8976（35番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―11．2―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．1―44．3―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートジュエリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2012．1．8 京都1着

2009．5．11生 牝4黒鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean 11戦3勝 賞金 29，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウダビンチ号



（25小倉2）第7日 8月17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 174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
8，030，000円
1，770，000円
14，400，000円
60，802，000円
4，909，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
319，689，100円
556，942，900円
206，508，900円
798，903，300円
506，303，700円
333，988，700円
1，049，764，300円
2，045，568，200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 5，817，669，100円

総入場人員 8，051名 （有料入場人員 7，034名）
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