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22097 8月24日 雨 重 （25小倉2）第9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
1：07．8
1：07．8

良
良

714 アドマイヤビジン 牝2芦 54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 468－ 41：09．6 8．4�
510 ワクワクキリシマ 牝2鹿 54 小坂 忠士西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 2 〃 クビ 24．1�
612 ノーブルサイレンス 牝2青鹿 54

52 △中井 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 414－ 61：10．02� 29．6�
48 メイショウコルノ 牡2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 516± 01：10．31� 4．4�
713 シンゼンマオー 牡2黒鹿54 鮫島 良太原 司郎氏 飯田 明弘 新ひだか 畠山牧場 472＋ 4 〃 クビ 62．0�
24 ステイブレイズ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 452＋ 41：10．4クビ 23．2	
23 ジェイボーイ 牡2黒鹿54 国分 優作廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 416－ 21：10．61� 151．4

11 フェブノヘア 牝2栗 54 国分 恭介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 442－ 21：10．7� 2．9�
35 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 476－ 21：11．02 66．5�
59 カシノボルト 牡2鹿 54 北村 友一柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 496－16 〃 ハナ 37．7
817 カ ツ ザ ク ラ 牡2栗 54

51 ▲藤懸 貴志北側 雅勝氏 村山 明 浦河 丸村村下
ファーム 438－18 〃 ハナ 259．7�

12 シゲルカワチ 牝2栗 54 川田 将雅森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 462＋ 41：11．1� 3．8�
816 リングランドムーン 牡2鹿 54 酒井 学蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 494－ 4 〃 クビ 193．7�
715 ヘリオドール 牝2青鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 6 〃 ハナ 14．8�
47 エイシンヤノゴトク 牡2栗 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 432－ 81：11．63 39．3�
611 プ レ ス リ ー 牡2黒鹿54 鮫島 克也田畑 富子氏 梅田 康雄 浦河 山口 義彦 476－ 81：11．91� 271．8�

（佐賀）

818 ナンゴクオーシャン 牝2黒鹿54 熊沢 重文渡 義光氏 天間 昭一 浦河 高村牧場 472－ 61：12．0� 136．7�
36 バンブーカッサーノ 牡2芦 54

51 ▲岩崎 翼�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 442－ 41：12．2� 146．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，553，000円 複勝： 28，286，600円 枠連： 12，195，500円
馬連： 31，676，800円 馬単： 22，253，100円 ワイド： 18，319，500円
3連複： 51，695，700円 3連単： 77，413，800円 計： 257，394，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 290円 � 640円 � 660円 枠 連（5－7） 2，520円

馬 連 �� 8，780円 馬 単 �� 20，030円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 2，290円 �� 5，300円

3 連 複 ��� 51，980円 3 連 単 ��� 342，110円

票 数

単勝票数 計 155530 的中 � 14662（4番人気）
複勝票数 計 282866 的中 � 29694（4番人気）� 10913（6番人気）� 10663（8番人気）
枠連票数 計 121955 的中 （5－7） 3573（10番人気）
馬連票数 計 316768 的中 �� 2664（24番人気）
馬単票数 計 222531 的中 �� 820（56番人気）
ワイド票数 計 183195 的中 �� 1820（26番人気）�� 1982（23番人気）�� 841（41番人気）
3連複票数 計 516957 的中 ��� 734（106番人気）
3連単票数 計 774138 的中 ��� 167（645番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―11．3―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．4―44．7―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．2
3 1（2，7，16）（12，14）（8，18）（5，6，17）（4，13）15－10－3－9，11 4 ・（1，2）（12，7，16）（8，14）4，15，18（6，13，17）10，5，3，9－11
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤビジン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2013．6．22 阪神2着

2011．3．24生 牝2芦 母 スマイルビジン 母母 ポピーブーケ 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ノーブルサイレンス号の騎手中井裕二は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番・9番）

アドマイヤビジン号の騎手小牧太は，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30，000円。（被害馬：7番）
※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。

22098 8月24日 雨 重 （25小倉2）第9日 第2競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （芝・右）

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

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

714 ワイドワンダー 牡3鹿 56 鮫島 良太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 490± 02：45．1 10．0�
12 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 大下 智加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 458－ 22：45．31� 44．1�
11 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 458－ 22：45．4� 3．4�
48 ポラールリヒト 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 23．3�
36 ラ カ 牝3鹿 54 川田 将雅 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 420± 02：45．5クビ 2．6	
713 ル ー メ ア 牝3栗 54 幸 英明 �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 450＋ 42：45．71� 7．3

59 ウォーターソレイユ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか タイヘイ牧場 530－10 〃 クビ 28．1�
611 ブラックコール 牡3青 56 太宰 啓介中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 466＋ 82：45．91� 43．5�
47 レッドリンクス 牡3青 56 鮫島 克也 �東京ホースレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 32：46．0� 62．0
（佐賀）

816 スズカサファイヤ 牝3黒鹿54 田中 健永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 402＋ 2 〃 アタマ 43．1�
612 リ ュ ベ ロ ン �3栃栗56 酒井 学吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 424± 02：46．21� 16．9�
23 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 468＋ 82：46．3� 19．0�
815 テ ナ ン ゴ 牡3芦 56 国分 優作林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 63．2�
510 ポンドゥレーヴ 牝3鹿 54 松山 弘平小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 464－ 42：47．68 25．0�
35 イキイキシンサク 牡3鹿 56 岡田 祥嗣中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 498＋142：48．77 283．9�
24 ナ ン デ ィ ン 牡3芦 56 国分 恭介ニットー商事� 湯窪 幸雄 新冠 斉藤 安行 544＋102：53．4大差 94．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，021，800円 複勝： 23，696，600円 枠連： 10，106，300円
馬連： 28，659，300円 馬単： 20，802，400円 ワイド： 17，254，900円
3連複： 41，934，900円 3連単： 68，022，700円 計： 225，498，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 250円 � 1，020円 � 160円 枠 連（1－7） 740円

馬 連 �� 19，980円 馬 単 �� 35，710円

ワ イ ド �� 6，480円 �� 580円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 22，250円 3 連 単 ��� 168，460円

票 数

単勝票数 計 150218 的中 � 11851（4番人気）
複勝票数 計 236966 的中 � 25291（4番人気）� 4530（11番人気）� 50531（2番人気）
枠連票数 計 101063 的中 （1－7） 10160（3番人気）
馬連票数 計 286593 的中 �� 1059（46番人気）
馬単票数 計 208024 的中 �� 430（83番人気）
ワイド票数 計 172549 的中 �� 624（56番人気）�� 7955（5番人気）�� 1709（27番人気）
3連複票数 計 419349 的中 ��� 1391（61番人気）
3連単票数 計 680227 的中 ��� 298（424番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．6―12．7―13．3―14．0―14．7―13．9―12．2―11．5―11．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．5―37．1―49．8―1：03．1―1：17．1―1：31．8―1：45．7―1：57．9―2：09．4―2：20．9―2：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．1 中京中止

2010．2．22生 牡3鹿 母 ビビアンアロー 母母 リリーズブーケ 11戦1勝 賞金 8，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンディン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エクスブルグ号・メイショウミヤジマ号
（非抽選馬） 4頭 ウインマルゲリータ号・エーブドラゴンマン号・カツラノジュピター号・ホッコーユニバース号
※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。

第２回 小倉競馬 第９日



22099 8月24日 雨 不良 （25小倉2）第9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

23 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 21：44．6 2．2�

510 ハーフウェイ 牡3芦 56 熊沢 重文中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 420－ 21：44．7� 145．8�
11 メイショウヨウコウ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456＋ 21：46．29 148．1�
59 ミニョネット 牝3栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 498＋181：46．41� 2．8�
816 ジューンメイ 牡3鹿 56 松山 弘平吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 478－ 81：46．5� 20．2�
24 マルカフォルテ 牡3栗 56 小牧 太河長産業	 松永 昌博 千歳 社台ファーム 508＋ 41：46．81� 15．3

713 ナリタエックス 牡3栗 56 水口 優也	オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 440－ 41：46．9� 20．6�
12 ル ー ベ ル 牡3鹿 56 幸 英明林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 482＋ 8 〃 ハナ 229．9�
612 メイショウヤマナミ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484＋ 4 〃 アタマ 258．9
35 ベ ロ ム 牡3栗 56

54 △中井 裕二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496± 01：47．0� 10．3�
47 サトノトレジャー 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：47．42� 68．6�
714 アリストクラット 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 	グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：47．93 171．3�
815 フミノフォーチュン 牡3鹿 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 458－ 21：48．0� 8．9�
36 カイトケイラー 牡3芦 56 鮫島 克也鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 488＋121：48．32 69．8�

（佐賀）

48 トウカイサージュ 牡3黒鹿56 太宰 啓介内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 518－151：49．04 339．2�
611 カヤトースト �3栗 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 B506－ 21：51．2大差 178．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，101，100円 複勝： 31，725，700円 枠連： 10，173，400円
馬連： 33，285，900円 馬単： 25，165，000円 ワイド： 19，197，900円
3連複： 45，931，100円 3連単： 85，664，300円 計： 271，244，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 2，290円 � 2，610円 枠 連（2－5） 280円

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 14，490円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 5，090円 �� 48，170円

3 連 複 ��� 280，150円 3 連 単 ��� 1，149，460円

票 数

単勝票数 計 201011 的中 � 73073（1番人気）
複勝票数 計 317257 的中 � 122999（1番人気）� 2352（10番人気）� 2053（11番人気）
枠連票数 計 101734 的中 （2－5） 27549（1番人気）
馬連票数 計 332859 的中 �� 2152（26番人気）
馬単票数 計 251650 的中 �� 1282（36番人気）
ワイド票数 計 191979 的中 �� 1336（26番人気）�� 930（30番人気）�� 97（100番人気）
3連複票数 計 459311 的中 ��� 121（220番人気）
3連単票数 計 856643 的中 ��� 55（1028番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．2―42．9―55．2―1：07．1―1：19．5―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォースピリッツ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．2．3 中京7着

2010．1．16生 牡3黒鹿 母 マミーズジュエリー 母母 ダディーズシューズ 7戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カヤトースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24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 ビコーハエレシス号
※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。

22100 8月24日 雨 重 （25小倉2）第9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

48 チョウワンダー 牝3鹿 54 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 442－ 61：48．3 6．5�
24 クーファゲルニカ 牝3青 54 川田 将雅大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480－ 61：48．4� 2．4�
35 ディオーサシチー 牝3鹿 54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 460＋ 21：48．61� 52．3�
12 テイエムメデル 牝3黒鹿54 酒井 学竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 444＋ 21：48．7� 49．0�
11 シゲルコウマザ 牝3芦 54 小牧 太森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 422＋ 41：48．8� 15．9�
510 オースミフェアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 486－ 21：48．9� 61．2	
36 フェリーチェレガロ 牝3黒鹿54 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 480＋ 21：49．0クビ 3．9

47 スリーベラミ 牝3鹿 54 武 豊永井商事� 橋田 満 新ひだか グランド牧場 454＋ 8 〃 ハナ 7．3�
612 ク ロ ー デ ル 牝3鹿 54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438± 0 〃 クビ 37．5�
714 ベリービスケット 牝3黒鹿54 池添 謙一簗詰 貴彦氏 鮫島 一歩 森 笹川大晃牧場 454± 01：49．63� 79．1
23 ヘヴンリームーン 牝3鹿 54 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 41：49．91� 37．3�
816 グローバルハート 牝3鹿 54 北村 友一窪田 芳郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：50．0� 13．4�
59 ラヴィアンフルール 牝3鹿 54 松山 弘平石川 達絵氏 武田 博 日高 沖田牧場 444＋ 41：50．1� 37．8�
815 カシノレアネス 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 438＋ 81：50．63 624．2�
713 ニシノリアン 牝3栗 54

52 △中井 裕二西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 454＋ 21：51．23� 356．5�
611 メイショウメルシー 牝3鹿 54 中村 将之松本 好雄氏 佐山 優 日高 日西牧場 426－ 41：51．41� 386．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，722，200円 複勝： 33，913，100円 枠連： 10，557，500円
馬連： 32，796，000円 馬単： 25，372，100円 ワイド： 18，217，600円
3連複： 48，148，000円 3連単： 86，553，000円 計： 275，279，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 120円 � 930円 枠 連（2－4） 370円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，110円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 54，690円

票 数

単勝票数 計 197222 的中 � 24047（3番人気）
複勝票数 計 339131 的中 � 41086（3番人気）� 121181（1番人気）� 5602（12番人気）
枠連票数 計 105575 的中 （2－4） 21449（1番人気）
馬連票数 計 327960 的中 �� 29722（3番人気）
馬単票数 計 253721 的中 �� 9311（6番人気）
ワイド票数 計 182176 的中 �� 13350（2番人気）�� 1342（34番人気）�� 2187（22番人気）
3連複票数 計 481480 的中 ��� 3347（30番人気）
3連単票数 計 865530 的中 ��� 1168（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．5―49．0―1：01．2―1：13．0―1：24．4―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チョウワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．1 阪神2着

2010．2．28生 牝3鹿 母 チョウキセキ 母母 チョウハッスル 7戦1勝 賞金 9，950，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 メイショウメルシー号の騎手中村将之は，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：10番・8番・7番）
〔調教再審査〕 チョウワンダー号は，馬場入場時に膠着したことについて開催競馬場で平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サンマルビューティ号・マイカーニバル号・マーティンゴールド号



22101 8月24日 雨 不良 （25小倉2）第9日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時20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

711 ルベーゼドランジェ 牝3鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484＋ 9 58．4 1．8�
33 シゲルコギツネザ 牝3栗 54 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 450＋ 2 59．14 2．9�
46 シャインエタニティ 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448＋ 8 59．63 16．6�
813 キシュウレパード 牝3黒鹿54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 432± 0 59．7� 88．2�
57 キ チ 牡3栗 56 幸 英明飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム 460＋ 6 59．8� 35．9�
712 スリーエスペラント 牡3栗 56 鮫島 克也永井商事	 武 宏平 新ひだか 武 牧場 490＋10 59．9クビ 30．7


（佐賀）

69 ルイーズシチー 牝3栗 54 藤岡 康太 	友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 438－ 41：00．0� 16．7�
58 カネトシエフォート 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 452＋ 41：00．21� 11．5�
11 ア ザ レ ン カ 牝3鹿 54 田中 健山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 430 ―1：00．52 198．1
45 ワンダーパラジーノ 牡3栗 56 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 464－ 21：01．03 143．4�
814 メイショウイカルス 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好�氏 藤沢 則雄 新ひだか 山際 智 484＋ 21：01．85 41．5�
610 アグネスキメラ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 454＋121：02．65 171．2�
22 ルーキーズサン 牡3栗 56 国分 優作蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 552 ―1：02．81� 95．0�
34 ホウショウザクラ 牝3栗 54 池添 謙一芳賀 吉孝氏 増本 豊 日高 新井 昭二 426＋ 41：03．01� 176．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，198，300円 複勝： 27，660，300円 枠連： 9，322，600円
馬連： 34，654，500円 馬単： 30，278，800円 ワイド： 18，704，700円
3連複： 47，983，400円 3連単： 102，716，900円 計： 295，519，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（3－7） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 430円 �� 380円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，020円

票 数

単勝票数 計 241983 的中 � 111069（1番人気）
複勝票数 計 276603 的中 � 93799（1番人気）� 74355（2番人気）� 21493（4番人気）
枠連票数 計 93226 的中 （3－7） 26899（1番人気）
馬連票数 計 346545 的中 �� 92845（1番人気）
馬単票数 計 302788 的中 �� 53338（1番人気）
ワイド票数 計 187047 的中 �� 40205（1番人気）�� 8952（5番人気）�� 10500（3番人気）
3連複票数 計 479834 的中 ��� 40926（2番人気）
3連単票数 計1027169 的中 ��� 37660（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．7―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルベーゼドランジェ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Ogygian デビュー 2013．5．18 京都11着

2010．3．22生 牝3鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck 2戦1勝 賞金 4，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーキーズサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24日まで平地競
走に出走できない。
アグネスキメラ号・ホウショウザクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月24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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールドスポット号
（非抽選馬） 1頭 ダノンイルーシヴ号
※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。

22102 8月24日 曇 重 （25小倉2）第9日 第6競走 ��
��1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

712 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 512－ 41：47．5 23．7�
47 ミッキーマンデー 牡3栗 56 川田 将雅三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 458－161：47．82 1．8�
35 ダノングラッド 牡3鹿 56

54 △中井 裕二�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 440＋ 61：48．33 27．0�
22 マコトビジャーチ 牝3栗 54 池添 謙一尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 438－ 41：48．51� 5．8�
23 シゲルペガススザ �3黒鹿56 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 432＋ 41：48．81	 135．1�
11 
 リアルアーネスト 牝3栗 54 鮫島 良太	グランド牧場 坪 憲章 米 Yoshiyuki Ito 442＋ 61：49．0	 19．6

58 バ ジ ン ガ 牡3鹿 56 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：49．1	 21．7�
59 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 北村 友一内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 516＋ 41：49．2クビ 5．9�
611 メイショウメテオ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 532± 0 〃 クビ 351．0
713 サンライズテナンゴ 牡3芦 56 熊沢 重文松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 ハナ 48．2�
34 エイダイムーン 牡3栗 56 国分 恭介	東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 422－ 21：49．3	 132．8�
610 パープルヘイロー 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼中野 銀十氏 境 直行 日高 道見牧場 452± 01：50．04 130．7�
814 フ レ イ ム 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 西園 正都 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋201：50．21� 15．2�
46 ロードプレアデス 牡3鹿 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 508－101：50．3クビ 16．0�
815 アイファーウエスト 牡3黒鹿56 幸 英明中島 稔氏 加藤 敬二 新冠 安達 洋生 430－ 41：50．4� 434．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，620，300円 複勝： 45，550，700円 枠連： 10，922，900円
馬連： 34，079，100円 馬単： 27，198，200円 ワイド： 18，865，700円
3連複： 48，395，200円 3連単： 92，224，900円 計： 297，857，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 680円 � 110円 � 500円 枠 連（4－7） 1，250円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 950円 �� 4，420円 �� 630円

3 連 複 ��� 10，790円 3 連 単 ��� 100，540円

票 数

単勝票数 計 206203 的中 � 6858（8番人気）
複勝票数 計 455507 的中 � 9466（9番人気）� 232896（1番人気）� 13575（6番人気）
枠連票数 計 109229 的中 （4－7） 6466（5番人気）
馬連票数 計 340791 的中 �� 10987（9番人気）
馬単票数 計 271982 的中 �� 2850（21番人気）
ワイド票数 計 188657 的中 �� 4944（11番人気）�� 992（40番人気）�� 7857（5番人気）
3連複票数 計 483952 的中 ��� 3313（36番人気）
3連単票数 計 922249 的中 ��� 677（252番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．1―48．2―1：00．7―1：12．7―1：24．1―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8
1
3
12，2（7，13）5－（3，14）1－8，4（9，10）－15，11－6
12，7（2，13，14，9）5，8（3，6）（1，10）－（4，15）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ト ル ゾ ロ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．5．11 京都14着

2010．2．22生 牡3鹿 母 ユ ニ バ ー ス 母母 ベルシェリー 4戦1勝 賞金 4，600，000円
※出走取消馬 タイキサクセション号（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。
（非抽選馬） 1頭 ウォーターグローレ号



22103 8月24日 曇 不良 （25小倉2）第9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）

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

510 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 国分 優作薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 466－ 61：44．4 10．3�
11 ニイハオジュウクン 牡5鹿 57 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 446＋141：44．5� 56．7�
48 マルヴァーンヒルズ 牡3鹿 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 81：44．71� 6．6�
23 リアルマイスター 牡3鹿 54 藤岡 康太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 464＋ 41：44．8クビ 42．4�
816 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± 01：45．01� 10．2�
59 タガノナパヴァレー �4黒鹿57 北村 友一八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋10 〃 ハナ 55．8�
36 セトノプロミス 牡3鹿 54 国分 恭介難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 478－ 2 〃 ハナ 97．7	
24 トニーポケット 牡4鹿 57 幸 英明藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 470－ 61：45．21� 4．8

47 オーバーヘッド 牡5栗 57 酒井 学水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 492－ 2 〃 ハナ 23．0�
35 セイスコーピオン 牡3栗 54 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490＋ 41：45．41� 3．7�
612 サンライズワールド 牡3栗 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462± 01：45．5クビ 8．1
714 スズカファイター 牡3鹿 54 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 460－ 21：45．71� 23．0�
815	 メイショウクロシオ 牡5鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 482＋ 41：45．91� 10．3�
12 サンライズベーダー 牡3黒鹿54 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 494－ 21：47．510 25．8�
611 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 432－ 81：48．77 162．8�
713 オレハメジャー 牡4栗 57

54 ▲藤懸 貴志北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 458－ 41：50．29 70．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，895，400円 複勝： 40，050，200円 枠連： 14，447，700円
馬連： 49，741，500円 馬単： 29，863，000円 ワイド： 24，480，200円
3連複： 70，823，900円 3連単： 107，622，200円 計： 357，924，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 310円 � 1，610円 � 330円 枠 連（1－5） 10，180円

馬 連 �� 36，030円 馬 単 �� 62，620円

ワ イ ド �� 7，460円 �� 1，820円 �� 8，500円

3 連 複 ��� 110，740円 3 連 単 ��� 1，151，090円

票 数

単勝票数 計 208954 的中 � 16086（6番人気）
複勝票数 計 400502 的中 � 36568（4番人気）� 5648（13番人気）� 34846（5番人気）
枠連票数 計 144477 的中 （1－5） 1048（28番人気）
馬連票数 計 497415 的中 �� 1019（74番人気）
馬単票数 計 298630 的中 �� 352（135番人気）
ワイド票数 計 244802 的中 �� 800（63番人気）�� 3394（22番人気）�� 701（70番人気）
3連複票数 計 708239 的中 ��� 472（230番人気）
3連単票数 計1076222 的中 ��� 69（1802番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．5―12．3―12．4―12．7―12．3―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．2―41．5―53．9―1：06．6―1：18．9―1：31．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3
8－1，2（5，10）（11，15）（4，6，13）16（3，12）9，14，7
8，1（5，10）（3，4，15）（6，2，16）14（9，11，12，7）＝13

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

勝馬の
紹 介

ジャマイカジョー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2010．9．26 阪神8着

2008．5．9生 牡5黒鹿 母 スペシャルワールド 母母 ウエスタンワールド 42戦3勝 賞金 57，810，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレハメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24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 レッドサクセサー号

22104 8月24日 曇 稍重 （25小倉2）第9日 第8競走 ��
��1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

48 タガノラルフ 牡3青鹿54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－181：47．0 15．4�

36 ロ ノ 牡4黒鹿57 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 456± 0 〃 クビ 6．4�

612 グ ラ ー ネ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 468－ 21：47．1� 2．9�
59 リスヴェリアート 牡3鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 442－ 21：47．41	 4．0�
611 ア ル カ ナ 牝3鹿 52 幸 英明�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 21：47．5� 34．1	
35 エスターブレ 牝3栗 52 武 豊草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 466＋ 4 〃 クビ 12．6

510 コーディリア 牝4青 55 国分 優作 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 454＋ 41：47．6クビ 34．7�
11 
 ヒシアルコル 牝4鹿 55 国分 恭介阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 448－ 21：47．7� 150．1�
816 オ ソ レ イ ユ 牡4鹿 57 熊沢 重文松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B508－ 61：47．8� 44．0
815 プリフォンテイン 牡3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B498－ 4 〃 クビ 8．6�

47 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 430－ 41：48．01� 189．9�
713
 メイショウインロウ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 526＋201：48．42� 88．0�
24 � 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± 01：48．5クビ 126．8�
12 ウインルキア 牝5青鹿 55

53 △中井 裕二�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム 420＋ 21：48．92� 67．1�
23 キリシマトリオ 牡4黒鹿57 酒井 学西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 498＋ 41：49．75 11．9�
714 リオグランデ 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋241：52．3大差 29．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，313，300円 複勝： 34，863，500円 枠連： 13，368，900円
馬連： 45，436，000円 馬単： 28，930，100円 ワイド： 23，314，200円
3連複： 62，432，100円 3連単： 104，141，800円 計： 334，799，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 340円 � 200円 � 150円 枠 連（3－4） 1，950円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 8，300円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，000円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 37，660円

票 数

単勝票数 計 223133 的中 � 11469（7番人気）
複勝票数 計 348635 的中 � 20994（7番人気）� 46077（3番人気）� 80271（1番人気）
枠連票数 計 133689 的中 （3－4） 5084（8番人気）
馬連票数 計 454360 的中 �� 10137（14番人気）
馬単票数 計 289301 的中 �� 2574（29番人気）
ワイド票数 計 233142 的中 �� 5048（14番人気）�� 5582（11番人気）�� 12599（3番人気）
3連複票数 計 624321 的中 ��� 11849（8番人気）
3連単票数 計1041418 的中 ��� 2041（94番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．3―12．2―11．5―11．9―11．6―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．1―48．3―59．8―1：11．7―1：23．3―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノラルフ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Alzao デビュー 2012．6．9 阪神5着

2010．1．21生 牡3青鹿 母 レディアップステージ 母母 She’s The Tops 12戦2勝 賞金 21，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リオグランデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24日まで平地競走

に出走できない。



22105 8月24日 曇 稍重 （25小倉2）第9日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時25分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

釜山慶南競馬公園馬主協会賞・九州軽種馬協会会長賞（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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

816 テイエムキュウコー 牡2鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 458－ 41：08．8 1．5�
713 テイエムチュラッコ 牝2栗 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 424－ 21：08．9� 5．6�
12 キリシマホーマ 牡2鹿 53 北村 友一土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 482＋ 21：09．43 14．4�
714 カシノタロン 牝2栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 426－ 21：10．14 7．7�
47 コウエイロンド 牡2栗 53 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 474± 0 〃 クビ 136．6�
612 テイエムトッピモン 牡2鹿 53 中井 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 438± 01：10．2クビ 157．3�
818 テイエムゲッタドン 牡2栗 53 川田 将雅竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 470＋ 61：10．62� 15．6	
48 ハーレムシェイク �2鹿 53 小牧 太 
二風谷ファーム 小崎 憲 熊本 有限会社

宮村牧場 404－ 4 〃 ハナ 52．4�
11 カシノサプライズ 牝2鹿 53 熊沢 重文柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 戸田 ゆり子 B424± 01：10．7� 111．8�
510 カ シ ノ バ ル �2栗 53 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 448－ 6 〃 アタマ 341．8
611 リッシンサムライ 牡2芦 53 岡田 祥嗣小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 釘田 義美 436－ 41：11．01� 467．2�
817 テイエムボッケモン 牡2栗 53 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 466－ 81：11．21	 32．8�
35 キリシマムスメ 牝2栗 53 水口 優也土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 436＋ 2 〃 クビ 430．6�
23 カシノピカロ 牡2栗 53 国分 恭介柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 474－ 21：11．41	 409．5�
24 カシノエーデル 牝2鹿 53 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 432＋ 81：11．5� 74．6�
36 テイエムヒットバセ 牝2青鹿53 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 426＋ 41：11．6� 184．6�
59 
 ペールオーキッド 牡2黒鹿55 鮫島 克也片山 建治氏 手島 勝利 熊本 片山 建治 444＋101：11．7� 116．8�

（佐賀） （佐賀）

715 テイエムヒッカッタ 牝2栗 53 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 424＋ 21：13．29 307．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，917，200円 複勝： 82，404，000円 枠連： 23，288，200円
馬連： 59，726，800円 馬単： 45，215，900円 ワイド： 29，079，500円
3連複： 78，025，600円 3連単： 185，763，500円 計： 538，420，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（7－8） 180円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 349172 的中 � 195901（1番人気）
複勝票数 計 824040 的中 � 562771（1番人気）� 75061（2番人気）� 33338（5番人気）
枠連票数 計 232882 的中 （7－8） 97570（1番人気）
馬連票数 計 597268 的中 �� 119611（1番人気）
馬単票数 計 452159 的中 �� 65400（1番人気）
ワイド票数 計 290795 的中 �� 46713（1番人気）�� 20321（3番人気）�� 9598（7番人気）
3連複票数 計 780256 的中 ��� 49725（3番人気）
3連単票数 計1857635 的中 ��� 47626（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムキュウコー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．28 小倉3着

2011．4．17生 牡2鹿 母 テイエムクリスタル 母母 フェアリーウィンド 3戦2勝 賞金 21，178，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヒッカッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24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） 3頭 カシノトロピカル号・クラウンデュナミス号・マルシゲサクラ号
※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。

22106 8月24日 雨 稍重 （25小倉2）第9日 第10競走 ��
��1，800�

さ い か い

西 海 賞
発走15時00分 （芝・右）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

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
1：44．1
1：44．1

良
良

810 テ ィ ア ー モ 牝3鹿 52 武 豊 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 446＋141：47．1 3．3�
78 アルアマーナ 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 430＋ 21：47．31� 24．9�
44 サンレガーロ 牝5鹿 55 酒井 学青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 434－ 61：47．51	 10．5�
33 クイーンリヴィエラ 牝4黒鹿55 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 432＋ 2 〃 クビ 7．1�
22 ダイワデッセー 牝4栗 55 中井 裕二大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 61：47．6クビ 12．9	
67 ユースティティア 牝5青鹿55 松山 弘平前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 41：47．92 87．0

55 アサクサティアラ 牝3青鹿52 池添 謙一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432＋ 61：48．11 3．1�
79 ディアマイベイビー 牝3青鹿52 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：48．42 19．2�
66 イイデステップ 牝5鹿 55 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B504－ 21：48．5
 8．3
11 フェアリーレイ 牝6鹿 55 藤懸 貴志植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 500＋121：48．71 57．8�
811 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 460－ 81：50．19 13．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，540，500円 複勝： 51，107，000円 枠連： 16，278，800円
馬連： 80，952，700円 馬単： 49，865，200円 ワイド： 34，235，500円
3連複： 103，453，800円 3連単： 201，583，300円 計： 572，016，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 510円 � 230円 枠 連（7－8） 1，300円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 790円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 9，120円 3 連 単 ��� 43，370円

票 数

単勝票数 計 345405 的中 � 83299（2番人気）
複勝票数 計 511070 的中 � 88974（2番人気）� 21224（8番人気）� 60948（4番人気）
枠連票数 計 162788 的中 （7－8） 9258（5番人気）
馬連票数 計 809527 的中 �� 14217（20番人気）
馬単票数 計 498652 的中 �� 6769（25番人気）
ワイド票数 計 342355 的中 �� 5849（22番人気）�� 11132（9番人気）�� 5785（23番人気）
3連複票数 計1034538 的中 ��� 8373（37番人気）
3連単票数 計2015833 的中 ��� 3431（157番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―11．8―11．5―11．9―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．2―47．0―58．5―1：10．4―1：22．6―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ ィ ア ー モ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．3 阪神1着

2010．4．26生 牝3鹿 母 レディチャーム 母母 リ ン ダ ス ト 4戦3勝 賞金 30，383，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 フェアリーレイ号の調教師平田修は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 6日第 2競走）
〔その他〕　　スリーネルソン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオー

バーによる出走制限」の適用を除外。



22107 8月24日 雨 不良 （25小倉2）第9日 第11競走 ��
��1，700�

ぷ さ ん

釜山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．8．25以降25．8．18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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 マーチャンテイマー 牝4鹿 53 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 474± 01：43．6 5．3�
35 タイセイシュバリエ 牡4芦 58 武 豊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：43．7� 1．8�
11 ケ イ ト 牝5黒鹿52 太宰 啓介吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム 472＋141：44．12� 15．7�
12 サクラブライアンス 牡6黒鹿56 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 486＋ 41：44．2� 97．1�
59 ダノンハラショー 牡6栗 53 北村 友一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 462－ 61：44．3クビ 19．5�
612	 グレイレジェンド 牡5芦 54 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 472＋ 81：44．51� 89．0	
47 イセノスバル 牡7青 53 中井 裕二大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 522＋ 21：44．6� 357．7

816 リアライズキボンヌ 牝4鹿 53 国分 優作工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 462－ 4 〃 クビ 17．1�
611 コウユーヒーロー 牡6青 54 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 522＋ 41：45．02� 30．2�
714 アップトゥデイト 牡3芦 52 水口 優也今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 61：45．21 13．3
36 ユメノキラメキ 牝6栗 52 酒井 学諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 492＋ 21：45．3� 16．4�
510	 カシノデューク 牡4栗 53 鮫島 克也柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 486± 01：46．04 187．9�

（佐賀）

23 ナムラジュエル 牝5栗 53 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 448＋ 41：46．21
 28．7�
815 アドマイヤジャガー 牡6鹿 54 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：46．51� 66．2�
713 コウセイコタロウ 牡4黒鹿57 武 幸四郎杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 486＋ 21：47．24 15．4�
48 オースミレジスタ 牡6青鹿54 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 536－141：47．52 159．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，021，500円 複勝： 76，815，400円 枠連： 39，560，600円
馬連： 167，137，300円 馬単： 99，137，900円 ワイド： 68，415，100円
3連複： 242，501，900円 3連単： 478，745，400円 計： 1，221，335，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 110円 � 290円 枠 連（2－3） 440円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 240円 �� 770円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 490215 的中 � 74239（2番人気）
複勝票数 計 768154 的中 � 144802（2番人気）� 263973（1番人気）� 42840（6番人気）
枠連票数 計 395606 的中 （2－3） 66949（1番人気）
馬連票数 計1671373 的中 �� 241001（1番人気）
馬単票数 計 991379 的中 �� 56188（2番人気）
ワイド票数 計 684151 的中 �� 84024（1番人気）�� 19515（9番人気）�� 29003（4番人気）
3連複票数 計2425019 的中 ��� 100700（2番人気）
3連単票数 計4787454 的中 ��� 40289（12番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．6―12．2―11．9―12．0―12．4―12．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．6―41．8―53．7―1：05．7―1：18．1―1：30．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーチャンテイマー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．27 京都3着

2009．2．10生 牝4鹿 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ 19戦5勝 賞金 77，718，000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。

22108 8月24日 雨 重 （25小倉2）第9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

36 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 462－ 61：08．2 1．5�
12 アウトシャイン 牝3黒鹿52 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 462＋121：08．41� 27．2�
59 キネオリュウセイ 牡3黒鹿54 国分 恭介吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 470＋ 21：08．5� 11．3�
48 ジェネクラージュ 牡3栗 54 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 440＋ 2 〃 ハナ 29．9�
11 タニオブローズ 牝3鹿 52 松山 弘平谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 446＋ 81：08．6� 45．3�
23 ジーブラック 牝3芦 52 幸 英明�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 444＋121：08．81� 9．7	
715 サンライズポパイ 牡5鹿 57 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 462± 01：08．9クビ 24．9

24 ミスマルシゲ 牝4青鹿55 田中 健柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 434－ 21：09．0� 189．7�
35 メイショウダビンチ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456－ 81：09．1クビ 16．4�
818	 サ イ キ セ キ 牡4黒鹿 57

55 △中井 裕二武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ サイファーム 474－ 6 〃 ハナ 10．5
817 タカノヒーロー 牡3鹿 54 熊沢 重文山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 480－ 2 〃 クビ 113．2�
510 デンコウスカイ 牝3鹿 52 岡田 祥嗣田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 480－ 21：09．31 37．5�
611 ノーザンソング 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 494＋ 21：09．51� 56．4�
612	 ナリタマクリス 牡4栗 57 国分 優作�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 428－13 〃 アタマ 177．9�
816 キークッキー 牝3鹿 52 鮫島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 486－ 11：09．71� 35．5�
714 コウエイレディー 牝3鹿 52 酒井 学西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 442－ 61：09．8� 195．7�
47 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 466＋ 41：10．01� 253．4�
713	 スリーアメニティー 牝4鹿 55 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 452－ 61：10．42� 294．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，610，700円 複勝： 57，216，100円 枠連： 25，039，400円
馬連： 121，574，200円 馬単： 62，660，400円 ワイド： 40，661，100円
3連複： 122，045，700円 3連単： 263，157，800円 計： 730，965，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 460円 � 220円 枠 連（1－3） 770円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 670円 �� 320円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 386107 的中 � 207671（1番人気）
複勝票数 計 572161 的中 � 280137（1番人気）� 16995（8番人気）� 47526（2番人気）
枠連票数 計 250394 的中 （1－3） 24024（4番人気）
馬連票数 計1215742 的中 �� 64945（5番人気）
馬単票数 計 626604 的中 �� 26323（5番人気）
ワイド票数 計 406611 的中 �� 14583（5番人気）�� 35786（1番人気）�� 4337（24番人気）
3連複票数 計1220457 的中 ��� 26842（8番人気）
3連単票数 計2631578 的中 ��� 19170（18番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．4―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルクイーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．1．9 京都5着

2009．3．23生 牝4栗 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco 15戦3勝 賞金 29，400，000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。
（非当選馬） 2頭 エーティーガンダム号・テラノココロ号



（25小倉2）第9日 8月24日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重一時稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 190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

181，640，000円
7，680，000円
1，390，000円
16，310，000円
67，314，500円
4，940，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
315，515，300円
533，289，200円
195，261，800円
719，720，100円
466，742，100円
330，745，900円
963，371，300円
1，853，609，600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 5，378，255，300円

総入場人員 6，687名 （有料入場人員 5，708名）
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