
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

23013 8月3日 雨 重 （26小倉2）第2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 3，500，000
3，500，000

円
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

44 タマモパステル 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 414＋101：09．6 3．3�
78 ダンツメガヒット 牡2栗 54 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 468＋16 〃 同着 5．1�
67 ハクサンフレンチ 牡2鹿 54 浜中 俊河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋ 81：09．92 2．9�
810 オルフィーク 牝2青鹿 54

51 ▲岩崎 翼加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：10．0� 14．6�
22 ハ ヤ イ ガ ナ 牡2栗 54 松山 弘平三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 460± 01：10．1� 17．1�
79 ゲンキチハヤブサ �2栗 54 酒井 学荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 442＋ 4 〃 アタマ 8．2	
55 メイショウオオラカ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 434＋ 21：10．31� 45．3

811 バ ニ ス タ ー 牡2青鹿54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 502＋ 61：10．4� 29．7�
66 ウインドファースト 牡2黒鹿54 小牧 太福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 484＋ 21：10．93 105．6�
33 イ イ ネ ー 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450＋ 21：11．11� 9．8
11 シゲルアワオドリ 牝2鹿 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中央牧場 438＋ 81：11．84 153．6�
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売 得 金
単勝： 14，907，700円 複勝： 21，642，800円 枠連： 8，166，300円
馬連： 31，910，300円 馬単： 20，832，400円 ワイド： 16，567，400円
3連複： 42，946，900円 3連単： 74，696，700円 計： 231，670，500円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

180円
230円 複 勝 �

�
140円
140円 � 120円 枠 連（4－7） 510円

馬 連 �� 760円 馬 単 ��
��

730円
760円

ワ イ ド �� 270円 ��
��

280円
230円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ���
���

1，600円
1，720円

票 数

単勝票数 計 149077 的中 � 35376（2番人気）� 23049（3番人気）
複勝票数 計 216428 的中 � 37287（3番人気）� 38418（2番人気）� 50190（1番人気）
枠連票数 計 81663 的中 （4－7） 12182（2番人気）
馬連票数 計 319103 的中 �� 32219（3番人気）
馬単票数 計 208324 的中 �� 10689（5番人気）�� 10141（6番人気）
ワイド票数 計 165674 的中 �� 14950（2番人気）�� 14680（3番人気）�� 19483（1番人気）
3連複票数 計 429469 的中 ��� 49622（1番人気）
3連単票数 計 746967 的中 ��� 16865（4番人気）��� 15652（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモパステル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2014．7．6 中京2着

2012．3．8生 牝2黒鹿 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 2戦1勝 賞金 6，300，000円
市場取引馬
ダンツメガヒット �

�
父 タイキシャトル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．7．12 中京2着

2012．3．18生 牡2栗 母 アイズビューティー 母母 ワイプザアイ 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

23014 8月3日 雨 不良 （26小倉2）第2日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時30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

816 ニチドウリュンヌ 牡3青鹿56 和田 竜二山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 462－121：46．2 13．5�
611 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56 森 一馬熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 B468± 01：46．41� 60．4�
48 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 川田 将雅大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 61：46．82� 2．1�
24 スカイノフーサン 牡3黒鹿56 武 幸四郎江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：46．9� 68．9�
12 シゲルハリマ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 6 〃 クビ 15．9�
11 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 502＋ 41：47．0� 6．3�
47 ミキノハルモニー 牡3栃栗 56

53 ▲義 英真谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 442± 01：47．32 51．0	
35 トーホウメビウス 牝3鹿 54 松山 弘平東豊物産
 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 476＋ 21：47．4� 32．1�
59 エイシンゴーイング 牡3鹿 56 高倉 稜
栄進堂 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 526＋ 61：47．6� 48．4�
714 サンレイレッカー 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 470＋ 81：48．13 27．1
510 ハッピーロード �3栗 56 藤懸 貴志豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 B484＋201：48．41� 10．3�
713 フ ラ ン 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 450＋ 61：48．61 146．1�
23 ファーレンハイト 牡3栗 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 41：50．19 106．5�
36 マウンテンライオン 牡3鹿 56 浜中 俊市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 596＋ 21：50．31� 4．4�
815 エ ト ラ 牝3鹿 54 川須 栄彦佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 424＋ 61：50．4� 225．6�
612 ニホンピロベリー 牝3鹿 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 452＋141：58．0大差 276．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，800，200円 複勝： 33，745，500円 枠連： 12，155，500円
馬連： 41，141，500円 馬単： 25，159，900円 ワイド： 23，051，900円
3連複： 56，115，400円 3連単： 85，680，300円 計： 296，850，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 300円 � 1，130円 � 130円 枠 連（6－8） 15，360円

馬 連 �� 31，070円 馬 単 �� 42，120円

ワ イ ド �� 9，120円 �� 490円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 22，560円 3 連 単 ��� 221，060円

票 数

単勝票数 計 198002 的中 � 11679（5番人気）
複勝票数 計 337455 的中 � 24026（5番人気）� 5225（11番人気）� 101745（1番人気）
枠連票数 計 121555 的中 （6－8） 613（25番人気）
馬連票数 計 411415 的中 �� 1026（51番人気）
馬単票数 計 251599 的中 �� 448（82番人気）
ワイド票数 計 230519 的中 �� 611（53番人気）�� 13402（3番人気）�� 2485（22番人気）
3連複票数 計 561154 的中 ��� 1865（63番人気）
3連単票数 計 856803 的中 ��� 281（516番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．8―13．0―12．2―12．3―12．9―13．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．8―55．0―1：07．3―1：20．2―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニチドウリュンヌ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．2．15 京都3着

2011．5．11生 牡3青鹿 母 ニチドウジョリーズ 母母 シャープエフォート 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔発走状況〕 ファーレンハイト号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノフクロクジュ号・メイショウライウン号
（非抽選馬） 1頭 ライブリアヴニール号

第２回 小倉競馬 第２日



23015 8月3日 雨 重 （26小倉2）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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

612 ステイブレイズ 牝3鹿 54 川田 将雅 �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 470＋ 81：08．9 8．5�

35 ユウキファイン 牝3栗 54 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 466－ 21：09．0� 1．9�
59 ピエナブラウニー 牝3青 54 浜中 俊本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム 444＋14 〃 クビ 18．8�
817 ワキノハクリュウ 牝3芦 54 松山 弘平脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 444＋101：09．1クビ 23．2�
713 ヒロノメビウス 牝3栗 54

51 ▲義 英真守内ひろ子氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 460＋ 81：09．31� 11．6�

12 プリミティブラブ 牝3鹿 54 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式
会社	須野牧場 472＋161：09．51� 12．1


611 ウ ィ ル ソ ン 牡3黒鹿56 藤懸 貴志�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446－10 〃 ハナ 39．4�
48 ヴ ィ ラ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 6．4
11 サヴィルロウ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 464± 01：09．6� 21．8�
24 サプライズシーヌ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－10 〃 アタマ 96．2�
23 メイショウパラオ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 446＋101：09．7� 118．4�
36 ネオマイスター 牡3青鹿56 藤岡 佑介久保 博文氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 510＋121：09．8� 67．1�
816 シゲルミカワ 牡3栗 56 川島 信二森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 490－ 41：09．9� 165．9�
815 ローレルグランツ 牡3栗 56 森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 442± 01：10．32� 14．1�
47 ミヤジマルゴ 牝3鹿 54 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 守矢牧場 534－101：10．51� 81．9�
510 カシノチサヒメ 牝3黒鹿54 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 442＋ 21：10．71� 186．8�
714 カシノキララ 牝3栗 54 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 446－ 81：12．19 366．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，878，100円 複勝： 34，766，900円 枠連： 13，663，600円
馬連： 42，857，800円 馬単： 27，319，000円 ワイド： 24，010，000円
3連複： 59，480，500円 3連単： 90，297，200円 計： 317，273，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 190円 � 130円 � 430円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，560円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 30，980円

票 数

単勝票数 計 248781 的中 � 23216（3番人気）
複勝票数 計 347669 的中 � 43771（3番人気）� 98363（1番人気）� 14311（7番人気）
枠連票数 計 136636 的中 （3－6） 16332（2番人気）
馬連票数 計 428578 的中 �� 32739（2番人気）
馬単票数 計 273190 的中 �� 7456（6番人気）
ワイド票数 計 240100 的中 �� 17005（3番人気）�� 3689（18番人気）�� 7172（6番人気）
3連複票数 計 594805 的中 ��� 9089（11番人気）
3連単票数 計 902972 的中 ��� 2113（78番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．4―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．6―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステイブレイズ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．7．28 小倉8着

2011．3．10生 牝3鹿 母 フロントアクセス 母母 ワンモアドリーム 7戦1勝 賞金 5，980，000円
〔発走状況〕 プリミティブラブ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻2分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノキララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月3日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 アグネスミライ号（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キクノソレイユ号
（非抽選馬） 1頭 スズカコンクパール号

23016 8月3日 雨 重 （26小倉2）第2日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

48 マルクナッテ 牝3栗 54
51 ▲義 英真小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 398＋ 22：01．3 15．0�

35 シ ホ ウ 牡3鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 512＋ 2 〃 アタマ 2．6�
510 ライトニングロアー 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 82：01．51 7．2�
714 マイネボニータ 牝3栗 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 400＋ 62：02．13� 4．5�
611 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 酒井 学 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 458＋ 22：02．2� 8．6	
12 	 エイシンロビン 牝3黒鹿54 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 米 Payson

Stud, Inc. 450－ 6 〃 アタマ 15．1

24 アロハフライデー 牡3栗 56 高倉 稜新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 434－ 42：02．83� 204．3�
612 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 474＋ 6 〃 クビ 63．0�
36 ダ イ ナ ソ ア 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬岡田 牧雄氏 森田 直行 日高 宝寄山 忠則 454－ 62：03．01
 14．2
23 スリーケーザル �3栗 56 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 466－182：03．31� 91．6�
816 ウォーヘッド 牡3黒鹿56 和田 竜二�G1レーシング 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 4 〃 クビ 47．7�
815 ハイランドリュウセ 牝3鹿 54 川島 信二小林 久義氏 牧浦 充徳 えりも エクセルマネジメント 472－ 2 〃 ハナ 167．2�
713 ブレイズゴールド 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B502＋ 42：03．51 58．0�
11 スリーアルペン 牡3鹿 56 柴田 未崎永井商事� 森田 直行 むかわ 新井牧場 508＋162：03．82 51．9�
47 メイケイハリケーン �3鹿 56

55 ☆中井 裕二名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 454＋ 4 〃 ハナ 90．9�
59 カ ミ ワ ザ 牡3鹿 56 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 516＋ 82：03．9クビ 70．7�
817 ト ラ ヴ ィ ス 牡3鹿 56 藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム B496± 0 〃 同着 14．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，633，100円 複勝： 32，729，100円 枠連： 13，240，800円
馬連： 43，888，700円 馬単： 26，197，500円 ワイド： 23，674，600円
3連複： 58，996，000円 3連単： 86，484，500円 計： 306，844，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 320円 � 150円 � 230円 枠 連（3－4） 1，660円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，160円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 26，820円

票 数

単勝票数 計 216331 的中 � 11531（7番人気）
複勝票数 計 327291 的中 � 21672（7番人気）� 71975（1番人気）� 34514（3番人気）
枠連票数 計 132408 的中 （3－4） 6153（9番人気）
馬連票数 計 438887 的中 �� 16546（7番人気）
馬単票数 計 261975 的中 �� 3680（21番人気）
ワイド票数 計 236746 的中 �� 7754（8番人気）�� 4998（14番人気）�� 13238（3番人気）
3連複票数 計 589960 的中 ��� 11011（9番人気）
3連単票数 計 864845 的中 ��� 2337（76番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―12．9―12．5―11．6―12．0―12．3―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．6―48．5―1：01．0―1：12．6―1：24．6―1：36．9―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．7
1
3
7，15（1，6，14）－（5，8，16）（2，12，13，17）11（3，10）（4，9）
10，15（7，14）（1，6，8，16）（5，12，13，17）9（2，11）－（4，3）

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

勝馬の
紹 介

マルクナッテ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．4 小倉7着

2011．4．30生 牝3栗 母 ワスレナイデ 母母 サンシャインバレイ 18戦1勝 賞金 8，300，000円
※出走取消馬 キンメダル号（疾病〔心房細動〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウダンロ号
（非抽選馬） 2頭 サトノブレゲ号・サンライズジャパン号



23017 8月3日 雨 重 （26小倉2）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右）

九州産馬，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

48 エ フ ェ ク ト 牝2青鹿54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 458 ―1：10．7 1．7�
35 グランデコマンド 牡2鹿 54 浜中 俊 �グランデオーナーズ 高橋 康之 鹿児島 吉永ファーム 470 ―1：10．91� 9．8�
59 キリシマツバサ 牡2黒鹿54 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 442 ―1：11．43 11．6�
36 カ シ ノ リ ノ 牝2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 496 ―1：11．5� 22．2�
816 ヨカオゴジョ 牝2黒鹿54 幸 英明 �グランデオーナーズ 坪 憲章 宮崎 田上 勝雄 426 ― 〃 アタマ 53．6�
817 カシノフレンジー 牡2鹿 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 492 ―1：11．92� 15．2	
715 ホウザンキック 牡2黒鹿54 小坂 忠士神田 通博氏 境 直行 鹿児島 神田 通博 462 ―1：12．11 77．2

24 コバシジョウチョウ 牡2黒鹿54 太宰 啓介ロイヤルパーク 大根田裕之 宮崎 吉野 政敏 442 ―1：12．42 33．5�
510 コウザンキサス 牝2栗 54 高倉 稜山下 良子氏 目野 哲也 宮崎 戸田 ゆり子 454 ― 〃 ハナ 39．7�
713 ノアノイノリ 牡2黒鹿 54

51 ▲義 英真杉元 四男氏 福島 信晴 鹿児島 杉元 四男 384 ― 〃 クビ 39．7
612 テイエムクロウサギ 牡2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 438 ―1：12．71� 7．4�
818 カシノタンバリン 牝2栗 54 森 一馬柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 428 ―1：12．8� 165．6�
611 テイエムオハラハア 牝2栗 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 394 ―1：13．01� 111．4�
12 カシノリコーダー 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 412 ―1：13．42� 91．6�
23 カシノゼウス 牡2鹿 54 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 486 ―1：14．99 69．5�
11 テイエムヒトンギ 牡2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 472 ―1：17．2大差 62．4�
47 テイエムチュラオウ 牡2栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 464 ―1：23．2大差 14．9�
714 リッシンヒマワリ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 釘田 義美 458 ― （競走中止） 198．3�
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売 得 金
単勝： 22，094，700円 複勝： 23，056，400円 枠連： 15，159，800円
馬連： 39，463，400円 馬単： 23，894，700円 ワイド： 19，822，700円
3連複： 49，245，800円 3連単： 75，084，600円 計： 267，822，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 200円 � 200円 枠 連（3－4） 470円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 540円 �� 380円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 7，660円

票 数

単勝票数 計 220947 的中 � 102092（1番人気）
複勝票数 計 230564 的中 � 66341（1番人気）� 24104（4番人気）� 24587（3番人気）
枠連票数 計 151598 的中 （3－4） 24569（1番人気）
馬連票数 計 394634 的中 �� 24647（3番人気）
馬単票数 計 238947 的中 �� 10771（3番人気）
ワイド票数 計 198227 的中 �� 9383（3番人気）�� 14285（1番人気）�� 5058（8番人気）
3連複票数 計 492458 的中 ��� 16381（1番人気）
3連単票数 計 750846 的中 ��� 7101（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．1―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ フ ェ ク ト �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2012．4．1生 牝2青鹿 母 スペシャルビビー 母母 レッツファイト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 リッシンヒマワリ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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〕 カシノゼウス号・テイエムヒトンギ号・テイエムチュラオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成26年9月3日まで平地競走に出走できない。

23018 8月3日 雨 重 （26小倉2）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50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

811 スノーエンジェル 牝2芦 54 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 442 ―1：10．4 2．0�
68 ナムラカグヤヒメ 牝2鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 442 ―1：11．14 64．7�
812 グッドピアス 牝2栗 54 酒井 学杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 398 ―1：11．2クビ 21．9�
11 ツジスーパーサクラ 牝2芦 54 幸 英明辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 452 ― 〃 アタマ 8．0�
56 ゼンノウラヌス 牡2黒鹿54 和田 竜二大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 466 ― 〃 アタマ 4．6�
710 ウィッシュハピネス 牝2青鹿 54

51 ▲松若 風馬前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458 ―1：11．3� 11．9�

67 カシノランド 牡2黒鹿54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468 ― 〃 アタマ 11．0	
79 マルトクビクトリー 牝2鹿 54 畑端 省吾高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 464 ―1：11．51� 19．2

22 クリノテンホー 牡2鹿 54 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 様似 様似渡辺牧場 404 ―1：11．6	 9．8�
44 メイショウケイウン 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 赤田牧場 472 ―1：11．92 34．1�
55 シゲルヨマツリ 牝2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 馬道 繁樹 432 ―1：13．9大差 104．0

（11頭）
33 パンテーラネロ 牡2黒鹿54 浜中 俊 �ローレルレーシング 高橋 義忠 日高 森永牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，674，600円 複勝： 24，449，500円 枠連： 9，960，100円
馬連： 40，556，500円 馬単： 26，339，000円 ワイド： 19，396，400円
3連複： 45，219，300円 3連単： 80，082，200円 計： 267，677，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 1，100円 � 400円 枠 連（6－8） 920円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 8，700円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 600円 �� 7，450円

3 連 複 ��� 20，990円 3 連 単 ��� 93，490円

票 数

単勝票数 計 216746 的中 � 83906（1番人気）
複勝票数 計 244495 的中 � 58735（1番人気）� 4362（10番人気）� 13596（8番人気）
枠連票数 計 99601 的中 （6－8） 8362（5番人気）
馬連票数 計 405565 的中 �� 4540（24番人気）
馬単票数 計 263390 的中 �� 2268（29番人気）
ワイド票数 計 193964 的中 �� 2005（31番人気）�� 9009（5番人気）�� 638（45番人気）
3連複票数 計 452193 的中 ��� 1615（60番人気）
3連単票数 計 800822 的中 ��� 621（283番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．1―12．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．8―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーエンジェル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．4．1生 牝2芦 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 パンテーラネロ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。



23019 8月3日 雨 不良 （26小倉2）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

11 � シンワウォッカ 牝5鹿 55
52 ▲松若 風馬ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 500＋ 41：44．4 2．6�

44 ザ マ ン ダ 牝3青鹿52 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋20 〃 ハナ 5．0�

68 パンズラビリンス 牝3鹿 52
49 ▲岩崎 翼 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 440＋121：45．03� 25．7�

812� テラノココロ 牝5青鹿55 川須 栄彦寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 422－ 4 〃 クビ 78．4�
56 レッドフォーチュン 牝4芦 55 小牧 太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 444－101：45．1� 17．6�
57 ロ ゼ ラ ニ 牝4鹿 55 浜中 俊宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 482＋ 41：45．52� 4．9	
22 テイエムゴージャス 牝3鹿 52 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 470＋ 61：46．13� 28．5

711 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿 52

49 ▲義 英真伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 488－ 61：46．31 9．0�
45 ラ ヴ ィ ー ネ 牝3芦 52 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 444＋ 41：46．4� 11．0�
33 ウォーターフレアー 牝3黒鹿52 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 484＋ 81：46．5� 46．5
69 ヒノデポベーダ 牝6鹿 55 酒井 学久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 456± 01：47．13� 216．8�
710 マ ナ オ ラ ナ 牝3青鹿52 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424＋ 41：47．73� 11．8�
813 アトランティード 牝4黒鹿55 和田 竜二市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 484－101：47．8� 49．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，094，500円 複勝： 35，768，600円 枠連： 17，175，200円
馬連： 55，604，000円 馬単： 31，298，800円 ワイド： 27，165，400円
3連複： 69，334，000円 3連単： 111，128，500円 計： 371，569，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 190円 � 580円 枠 連（1－4） 600円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，190円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 35，710円

票 数

単勝票数 計 240945 的中 � 72437（1番人気）
複勝票数 計 357686 的中 � 88148（1番人気）� 48967（3番人気）� 11066（9番人気）
枠連票数 計 171752 的中 （1－4） 22013（4番人気）
馬連票数 計 556040 的中 �� 48935（2番人気）
馬単票数 計 312988 的中 �� 14178（3番人気）
ワイド票数 計 271654 的中 �� 22044（2番人気）�� 5557（15番人気）�� 2750（28番人気）
3連複票数 計 693340 的中 ��� 6095（28番人気）
3連単票数 計1111285 的中 ��� 2256（115番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．8―12．6―12．4―11．8―12．4―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．5―42．1―54．5―1：06．3―1：18．7―1：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．1
1
3
4，9（1，10，13）5，11，12（3，8）（2，6，7）
4（1，9）（10，13，12）（8，5，11，7）－6（3，2）

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

勝馬の
紹 介

�シンワウォッカ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 リンドシェーバー

2009．5．7生 牝5鹿 母 ビーマイプリンセス 母母 ニッポーダイリン 38戦1勝 賞金 59，190，000円
地方デビュー 2011．10．12 門別

・・・〔制裁〕 レッドフォーチュン号の騎手小牧太は，3コーナー手前での御法（左あぶみが脱げた）について戒告。

23020 8月3日 小雨 重 （26小倉2）第2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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

11 トーホウジャッカル 牡3栗 54 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 490＋ 21：48．3 13．2�
816 ラブラバード 牡4芦 57 和田 竜二 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 81：48．51� 8．4�
59 ト ル ス ト イ 牡4鹿 57 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 ハナ 3．9�
36 レッドカイザー 牡3黒鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：48．6� 12．0�
23 ダノンドリーム 牡5青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 18．4	
35 レネットグルーヴ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 436＋201：49．02� 4．2

815 ジョーウォルター 牡3鹿 54 高倉 稜上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 458＋ 41：49．1クビ 36．1�
611 ティーエスネオ 牡3芦 54 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 510＋ 8 〃 アタマ 38．9�
47 オリハルコン 牡3黒鹿54 北村 友一�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 528＋12 〃 ハナ 6．3
612 タニノタキシード 牡4黒鹿57 川須 栄彦谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 470－ 2 〃 ハナ 37．7�
510� メイショウエゾフジ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 462－ 1 〃 ハナ 22．0�
12 タイセイマジック 牡3鹿 54 川島 信二田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 478± 01：49．2� 16．4�
713 ワールドダンス 牡3栗 54 幸 英明杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 466± 01：49．62� 137．8�
48 ネオヴァリアント 牡3鹿 54 小牧 太小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 80．5�
24 ランドオザリール 牡3鹿 54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－141：51．6大差 61．8�
714 プラチナテーラー 牝4鹿 55

52 ▲義 英真中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 41：55．3大差 19．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，362，200円 複勝： 44，234，300円 枠連： 18，303，600円
馬連： 66，217，300円 馬単： 34，153，200円 ワイド： 32，625，200円
3連複： 84，818，100円 3連単： 117，833，200円 計： 425，547，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 430円 � 220円 � 160円 枠 連（1－8） 2，180円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 12，590円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，260円 �� 690円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 61，370円

票 数

単勝票数 計 273622 的中 � 16583（6番人気）
複勝票数 計 442343 的中 � 21141（7番人気）� 51572（4番人気）� 89277（1番人気）
枠連票数 計 183036 的中 （1－8） 6506（9番人気）
馬連票数 計 662173 的中 �� 9014（23番人気）
馬単票数 計 341532 的中 �� 2034（46番人気）
ワイド票数 計 326252 的中 �� 4100（25番人気）�� 6566（12番人気）�� 12580（4番人気）
3連複票数 計 848181 的中 ��� 8266（19番人気）
3連単票数 計1178332 的中 ��� 1392（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．8―49．0―1：01．1―1：13．5―1：25．5―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8
1
3
6，14（1，9）－（5，16）3，12，2（4，15）10（7，13）－11－8・（6，14）（1，9，16）（3，5，12）（2，4，15，7）10，13（11，8）

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

勝馬の
紹 介

トーホウジャッカル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．5．31 京都10着

2011．3．11生 牡3栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 4戦2勝 賞金 11，900，000円
〔発走状況〕 ランドオザリール号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 プラチナテーラー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 ウイントゥモロー号・プリンセスアスク号



23021 8月3日 小雨 重 （26小倉2）第2日 第9競走 ��
��2，000�

く に さ き

国 東 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

810 タ ブ レ ッ ト 牡4鹿 57 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530－ 22：01．8 3．4�
11 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 クビ 3．3�
33 フミノスナイパー 牡3栗 54 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 490＋142：01．9� 17．1�
55 ワクワクカンヲ 牡3鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B458－142：02．11	 9．9�
811 コアレスドラゴン 牡4鹿 57 幸 英明小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 490－142：02．41� 45．3�
67 マイネルマエストロ 牡4青鹿57 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 494－ 2 〃 クビ 4．4

79 ヴォルスング 牡3鹿 54 松山 弘平有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 22：02．5
 106．4�
44 テイコフトウショウ 牝4栗 55 国分 優作トウショウ産業	 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 490＋142：02．6
 6．8�
66 � スリーダッシュ 牡4黒鹿57 川須 栄彦永井商事	 加藤 敬二 浦河 村中牧場 462± 02：02．81	 187．6
78 ナリタスカイ 牝5黒鹿55 高倉 稜	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 418± 02：03．01
 20．3�
22 レッドクラーケン 牡4鹿 57 酒井 学 	東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 504＋122：03．74 20．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，982，900円 複勝： 40，341，200円 枠連： 12，606，800円
馬連： 74，891，800円 馬単： 42，545，200円 ワイド： 32，604，200円
3連複： 89，976，800円 3連単： 171，989，800円 計： 494，938，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 150円 � 370円 枠 連（1－8） 580円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，420円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 14，060円

票 数

単勝票数 計 299829 的中 � 69201（2番人気）
複勝票数 計 403412 的中 � 67078（2番人気）� 86993（1番人気）� 20556（7番人気）
枠連票数 計 126068 的中 （1－8） 16804（1番人気）
馬連票数 計 748918 的中 �� 76732（1番人気）
馬単票数 計 425452 的中 �� 24820（1番人気）
ワイド票数 計 326042 的中 �� 30275（2番人気）�� 5350（20番人気）�� 10758（10番人気）
3連複票数 計 899768 的中 ��� 18280（14番人気）
3連単票数 計1719898 的中 ��� 8867（43番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―13．2―12．5―12．4―12．4―12．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．4―49．6―1：02．1―1：14．5―1：26．9―1：38．9―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3
2，4（8，10）（5，11）（7，6，1）－3，9
2，4（8，10）（5，11）（7，1，3）－6，9

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

勝馬の
紹 介

タ ブ レ ッ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2012．12．15 阪神1着

2010．1．26生 牡4鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 3戦2勝 賞金 17，301，000円

23022 8月3日 小雨 不良 （26小倉2）第2日 第10競走 ��
��1，700�

ひびきなだ

響 灘 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000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 � ベルサリエーレ 牡4鹿 57 松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita 478－ 21：43．3 4．8�

611 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 512＋12 〃 アタマ 2．9�
23 メイショウソラーレ 牡4鹿 57 川田 将雅松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 496＋161：43．4	 7．6�
815 フリークエンシー 牡4黒鹿57 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 532＋101：43．61
 4．4�
510� リバータイキ 牡5栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 514± 01：44．02� 25．6�
24 タガノプリンス 牡6鹿 57 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 6 〃 アタマ 17．5�
48 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 57 浜中 俊 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B464－ 41：44．2	 12．5

816 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：44．52 19．5�
36 ケルヴィンサイド 牡3鹿 54 高倉 稜 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 512－ 61：44．6� 32．1�
47 ポメグラネイト 牡3栗 54 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 546＋ 21：44．81
 34．1
35 ジャマイカジョー 牡6黒鹿57 国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 470－ 4 〃 クビ 74．6�
12 ワキノネクサス 牝5鹿 55 国分 優作脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 454＋ 81：45．12 82．0�
11 ゴールデンジャガー 牡6鹿 57 北村 友一西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 520＋ 41：45．73� 105．9�
714 ハギノコメント 牡5鹿 57 小牧 太日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 61：45．8クビ 67．1�
713 メイショウコルノ 牡3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 526＋ 21：46．33 80．9�
612 リズミックビート 牡7栗 57 中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 520－ 61：47．79 267．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，480，500円 複勝： 62，105，200円 枠連： 26，694，500円
馬連： 121，930，900円 馬単： 58，105，300円 ワイド： 50，062，100円
3連複： 155，381，900円 3連単： 250，752，300円 計： 762，512，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 120円 � 180円 枠 連（5－6） 770円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 320円 �� 700円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 8，620円

票 数

単勝票数 計 374805 的中 � 61764（3番人気）
複勝票数 計 621052 的中 � 77043（4番人気）� 163368（1番人気）� 79506（3番人気）
枠連票数 計 266945 的中 （5－6） 26576（3番人気）
馬連票数 計1219309 的中 �� 112416（2番人気）
馬単票数 計 581053 的中 �� 23362（5番人気）
ワイド票数 計 500621 的中 �� 43240（2番人気）�� 16929（6番人気）�� 30006（3番人気）
3連複票数 計1553819 的中 ��� 70658（3番人気）
3連単票数 計2507523 的中 ��� 21069（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．8―42．4―54．5―1：06．4―1：18．7―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．9
1
3
9（11，15）（1，3，13）（8，10，14）6（4，5）16－（2，12）－7・（9，11）15（3，10，13）8（1，14）（4，5）（6，12）16－（2，7）

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

勝馬の
紹 介

�ベルサリエーレ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Native Prospector デビュー 2013．5．12 新潟10着

2010．4．12生 牡4鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier 11戦4勝 賞金 53，514，000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） 1頭 アップトゥデイト号
（非抽選馬） 3頭 タガノラルフ号・マノワール号・ミヤジマッキー号

１レース目



23023 8月3日 曇 重 （26小倉2）第2日 第11競走 ��
��1，200�

さ せ ぼ

佐世保ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

55 メイショウイザヨイ 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 524＋ 81：07．6 19．3�
812� カハラビスティー 牝5黒鹿55 藤岡 佑介備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 508＋ 6 〃 ハナ 9．5�
79 	 マイネルエテルネル 牡4栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 478＋ 8 〃 クビ 1．8�

56 レ ム ミ ラ ス 牝3鹿 52 和田 竜二�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 440＋ 41：07．7
 8．1�
67 ロードガルーダ 牡5青 57 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 502± 0 〃 ハナ 5．8�
44 メイショウハガクレ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462± 01：07．91� 33．1	
11 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 57 国分 恭介石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 B500＋ 61：08．1
 17．9

68 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506＋ 4 〃 ハナ 39．6�
811 シゲルスダチ 牡5芦 57 高倉 稜森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 434－ 41：08．31� 22．8�
22 � エーシンシャラク 牡6芦 57 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B502± 01：08．4クビ 17．5
710 ニコールバローズ 牝5黒鹿55 松山 弘平猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 466＋181：08．72 21．8�
33 フェイムロバリー 牡9鹿 57 高田 潤広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 500－ 21：09．12� 195．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，651，800円 複勝： 79，727，100円 枠連： 38，497，500円
馬連： 199，517，300円 馬単： 115，793，700円 ワイド： 70，199，800円
3連複： 255，121，500円 3連単： 551，868，300円 計： 1，365，377，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 400円 � 240円 � 110円 枠 連（5－8） 1，810円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 18，220円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 660円 �� 430円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 55，460円

票 数

単勝票数 計 546518 的中 � 22648（7番人気）
複勝票数 計 797271 的中 � 30405（9番人気）� 59661（4番人気）� 340909（1番人気）
枠連票数 計 384975 的中 （5－8） 16470（8番人気）
馬連票数 計1995173 的中 �� 19060（26番人気）
馬単票数 計1157937 的中 �� 4765（55番人気）
ワイド票数 計 701998 的中 �� 7864（29番人気）�� 27374（8番人気）�� 44990（3番人気）
3連複票数 計2551215 的中 ��� 42630（17番人気）
3連単票数 計5518683 的中 ��� 7213（174番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．7―11．1―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．6―43．7―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．0
3 5，12（1，9）（7，8）6，11，10－2，4－3 4 5，12，9，1，7（6，8）11，10－2，4＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウイザヨイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．3．10 中京11着

2009．3．19生 牝5鹿 母 シャコービクトリア 母母 ビトゥイーンタイム 21戦5勝 賞金 69，082，000円
〔制裁〕 メイショウイザヨイ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

23024 8月3日 曇 不良 （26小倉2）第2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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．1
57．1

稍重
稍重

58 � ミリアグラシア 牝4栗 55 浜中 俊杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton
C. Jones 506＋ 4 57．7 13．0�

610 ドニカナルボーイ 牡4黒鹿57 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 466＋12 58．23 7．2�
11 ス テ ー キ 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 500± 0 〃 クビ 5．8�
712� ストームジャガー 牡4鹿 57 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 504＋22 58．41	 11．8�
34 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 高倉 稜今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B482－ 8 58．5
 5．5�
22 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 和田 竜二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474－ 4 〃 ハナ 12．4�
57 クラウンカイザー 牡5黒鹿57 太宰 啓介	クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 488－ 8 〃 アタマ 41．8

813 スズカブリザード 牡8鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 508－ 8 58．71	 104．0�
46 メイショウツバクロ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 482＋10 58．8� 10．5�
814 ヒカリセット 牡3青鹿54 森 一馬	ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 458－ 2 58．9クビ 107．0
69 � ロケットダッシュ 牡4鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 492＋14 〃 アタマ 3．0�
33 レガリアシチー 牡4鹿 57 幸 英明 	友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 498＋ 6 59．21
 32．6�
711� シゲルカリン 牡5栗 57

54 ▲義 英真森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.
Herbener Jr. B488＋ 4 59．62� 78．7�

45 � チョウエンペラー 牡3栗 54 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 462＋ 81：07．4大差 120．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，010，500円 複勝： 73，593，000円 枠連： 31，880，000円
馬連： 145，083，200円 馬単： 75，141，200円 ワイド： 57，235，900円
3連複： 175，653，500円 3連単： 332，723，600円 計： 940，320，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 350円 � 210円 � 180円 枠 連（5－6） 1，380円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 10，930円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，270円 �� 580円

3 連 複 ��� 10，220円 3 連 単 ��� 75，310円

票 数

単勝票数 計 490105 的中 � 29987（8番人気）
複勝票数 計 735930 的中 � 45890（8番人気）� 92720（4番人気）� 123610（2番人気）
枠連票数 計 318800 的中 （5－6） 17822（6番人気）
馬連票数 計1450832 的中 �� 22781（24番人気）
馬単票数 計 751412 的中 �� 5153（49番人気）
ワイド票数 計 572359 的中 �� 9669（22番人気）�� 11334（18番人気）�� 26672（4番人気）
3連複票数 計1756535 的中 ��� 12887（38番人気）
3連単票数 計3327236 的中 ��� 3203（283番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―11．1―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―33．2―45．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリアグラシア �
�
父 Flashy Bull �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2012．10．21 京都2着

2010．3．31生 牝4栗 母 Ms. Cornstalk 母母 Upper Dancer 15戦3勝 賞金 30，694，000円
〔その他〕 チョウエンペラー号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 リッシンロケット号

４レース目



（26小倉2）第2日 8月3日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 172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

184，940，000円
12，440，000円
1，290，000円
16，540，000円
63，287，500円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
347，570，800円
506，159，600円
217，503，700円
903，062，700円
506，779，900円
396，415，600円
1，142，289，700円
2，028，621，200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 6，048，403，200円

総入場人員 9，450名 （有料入場人員 8，135名）
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