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23025 8月9日 曇 稍重 （26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05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

11 ヒマラヤテンカ 牝2青 54
51 ▲岩崎 翼辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 458＋ 81：10．3 7．7�

77 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 464－ 61：10．51� 1．2�
810 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 486－ 61：10．6クビ 16．6�
78 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 412－10 〃 クビ 15．6�
66 サワヤカオリュウ 牝2鹿 54 藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 鹿児島 神野 生男 376－ 21：10．92 66．3�
44 テイエムクロウサギ 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 428－101：11．0� 24．9	
55 カシノタンバリン 牝2栗 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 424－ 41：11．1クビ 118．9

89 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 480－161：11．31� 9．8�
33 カシノリコーダー 牝2鹿 54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 412± 01：11．51� 179．0�
22 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 436－ 61：11．6� 27．5
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売 得 金
単勝： 19，409，000円 複勝： 66，670，200円 枠連： 7，649，600円
馬連： 27，714，700円 馬単： 25，699，400円 ワイド： 19，089，800円
3連複： 35，580，300円 3連単： 91，458，400円 計： 293，271，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 110円 � 240円 枠 連（1－7） 830円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，110円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 計 194090 的中 � 19927（2番人気）
複勝票数 計 666702 的中 � 19175（4番人気）� 523056（1番人気）� 17265（5番人気）
枠連票数 計 76496 的中 （1－7） 7128（3番人気）
馬連票数 計 277147 的中 �� 26815（4番人気）
馬単票数 計 256994 的中 �� 7825（9番人気）
ワイド票数 計 190898 的中 �� 14153（4番人気）�� 2018（17番人気）�� 15206（3番人気）
3連複票数 計 355803 的中 ��� 12038（11番人気）
3連単票数 計 914584 的中 ��� 3924（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒマラヤテンカ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．7．12 福島8着

2012．3．27生 牝2青 母 ニシノココロ 母母 ニシノボナリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

23026 8月9日 曇 稍重 （26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35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
1：45．9

良
良

811 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡2黒鹿54 小牧 太 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 404± 01：48．9 35．0�
67 ウインアーマー 牡2栗 54 川田 将雅�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 430－101：49．0� 3．6�
11 ニシノクラレット 牝2栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 438－ 41：49．1� 5．3�
44 ピースオブジャパン 牡2栗 54 国分 優作小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 466－ 61：49．63 3．4�
68 シュバリエブラン 牡2芦 54 浜中 俊 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 17．4�
22 デザフィーオ 牡2黒鹿54 太宰 啓介今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：49．92 37．8	
79 マツリダアンバター 牡2黒鹿54 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 446－ 21：50．0クビ 122．5

710 コウエイイプシロン 牡2栗 54 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 478± 01：50．1� 40．4�
33 テイエムトラネコ 牡2芦 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 454－ 61：51．05 69．2�
55 � シゲルエベッサン 牡2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 476＋ 41：51．95 43．4
56 アイファーサラオー 牡2鹿 54 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 476－ 21：52．75 17．0�
812 アングライフェン 牡2鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 21：53．55 3．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，838，300円 複勝： 22，469，800円 枠連： 6，425，400円
馬連： 29，739，200円 馬単： 18，879，500円 ワイド： 14，396，000円
3連複： 37，647，600円 3連単： 61，531，900円 計： 206，927，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，500円 複 勝 � 850円 � 150円 � 180円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 8，590円 馬 単 �� 22，690円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 2，970円 �� 410円

3 連 複 ��� 13，050円 3 連 単 ��� 128，930円

票 数

単勝票数 計 158383 的中 � 3610（7番人気）
複勝票数 計 224698 的中 � 4694（10番人気）� 49010（1番人気）� 35018（4番人気）
枠連票数 計 64254 的中 （6－8） 9678（1番人気）
馬連票数 計 297392 的中 �� 2680（26番人気）
馬単票数 計 188795 的中 �� 624（64番人気）
ワイド票数 計 143960 的中 �� 1308（28番人気）�� 1171（30番人気）�� 10003（5番人気）
3連複票数 計 376476 的中 ��� 2162（44番人気）
3連単票数 計 615319 的中 ��� 346（324番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．3―11．4―12．0―12．1―12．5―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．0―47．4―59．4―1：11．5―1：24．0―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ ヒ ョ ウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．7．20 中京8着

2012．2．27生 牡2黒鹿 母 アスピリンスノー 母母 スキーパラダイス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アングライフェン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月9日まで平地競

走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第３日



23027 8月9日 曇 重 （26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05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

611 バーンアウル 牝3鹿 54 浜中 俊 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 444－ 21：45．2 6．1�

11 クレアドール 牝3青鹿 54
51 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466－121：45．62� 3．6�

47 フォールスクリーク 牝3黒鹿54 藤岡 佑介下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 462± 01：45．7� 10．9�
36 ストライキングアイ 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋161：46．12� 3．9	
48 サンレイフレンチ 牝3栗 54 北村 友一永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 410－ 21：46．31� 7．6

510 スリーキーパー 牝3栗 54 川須 栄彦永井商事� 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 438－101：46．4� 97．7�
713 シゲルサヌキ 牝3栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 406± 01：46．5� 18．5�
59 レッドロザリー 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 488－ 61：46．6� 44．3
612 ショウナンバレッタ 牝3鹿 54 和田 竜二�湘南 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524± 01：47．13 9．9�
35 チュウワアピール 牝3青鹿54 幸 英明中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B492± 01：47．2� 13．1�
24 ピアノコンクール 牝3栗 54 酒井 学�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 454－101：47．73 35．3�
816 リーブイットゥミー 牝3黒鹿54 小牧 太鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 446＋16 〃 クビ 119．3�
12 スターアクトレス 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼太田 美實氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 438－121：49．08 68．6�
23 ネ ビ ュ ラ 牝3鹿 54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋101：49．42� 120．3�
714 ソネットライター 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣 �グリーンファーム角田 晃一 千歳 社台ファーム 422＋ 41：50．46 153．3�
815 ファーマオリーブ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中西 功氏 高橋 義忠 青森 山内牧場 452＋121：53．6大差 228．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，087，100円 複勝： 31，770，200円 枠連： 9，846，000円
馬連： 32，669，800円 馬単： 20，221，400円 ワイド： 18，519，900円
3連複： 45，840，700円 3連単： 64，524，200円 計： 239，479，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 170円 � 240円 枠 連（1－6） 660円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，000円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 18，370円

票 数

単勝票数 計 160871 的中 � 20950（3番人気）
複勝票数 計 317702 的中 � 49424（3番人気）� 53788（2番人気）� 29824（5番人気）
枠連票数 計 98460 的中 （1－6） 11457（3番人気）
馬連票数 計 326698 的中 �� 23492（2番人気）
馬単票数 計 202214 的中 �� 5819（5番人気）
ワイド票数 計 185199 的中 �� 12582（3番人気）�� 4511（12番人気）�� 5983（11番人気）
3連複票数 計 458407 的中 ��� 9988（10番人気）
3連単票数 計 645242 的中 ��� 2546（57番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．7―12．4―12．2―12．4―12．9―13．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．5―41．9―54．1―1：06．5―1：19．4―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3

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

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

バーンアウル �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．25 小倉13着

2011．2．7生 牝3鹿 母 チ ェ ル ビ ム 母母 カーリーエンジェル 12戦1勝 賞金 14，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソネットライター号・ファーマオリーブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

9月9日まで平地競走に出走できない。

23028 8月9日 曇 稍重 （26小倉2）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：43．9

良
良

24 インターンシップ 牡3鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 450± 01：49．2 2．5�
816 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 川須 栄彦吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 434－ 61：49．3� 21．7�
714 プレスアテンション 牡3栗 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 8 〃 アタマ 14．4�
23 ロコモーション 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－ 81：49．4クビ 11．2�

48 エクストレミティー 牡3鹿 56 幸 英明 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 ハナ 4．4�
35 エーデルグランツ 牡3青鹿56 川田 将雅 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 4．8

36 ダノンサイクロン 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：49．71� 44．4�
11 ディスクレーション 牝3栗 54 酒井 学�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410± 0 〃 クビ 72．0�
611 ファンタスマゴリア 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462－ 61：49．8� 19．1
612 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56 国分 恭介サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 448－ 2 〃 ハナ 171．6�
510 キネオソレイユ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 442＋ 2 〃 アタマ 17．8�
713 マスカレードマスク 牝3栗 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 416－141：49．9� 76．3�

815 ユウキファイター 牡3鹿 56 小牧 太ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 440－ 21：50．53� 61．6�
47 ジョーエクスカリバ 牡3鹿 56 藤懸 貴志上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 498－121：50．92� 183．1�
12 ダノンブレイブ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二�ダノックス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 538± 01：51．32� 34．9�
59 タ ウ ト ナ 	3鹿 56 太宰 啓介	ターフ・スポート飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 440－261：51．51
 97．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，356，400円 複勝： 28，103，400円 枠連： 9，322，600円
馬連： 35，060，500円 馬単： 22，358，100円 ワイド： 19，892，900円
3連複： 45，411，500円 3連単： 68，921，700円 計： 249，427，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 460円 � 410円 枠 連（2－8） 1，660円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 840円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 10，070円 3 連 単 ��� 48，890円

票 数

単勝票数 計 203564 的中 � 63361（1番人気）
複勝票数 計 281034 的中 � 71125（1番人気）� 12648（8番人気）� 14731（6番人気）
枠連票数 計 93226 的中 （2－8） 4331（6番人気）
馬連票数 計 350605 的中 �� 8967（10番人気）
馬単票数 計 223581 的中 �� 3507（15番人気）
ワイド票数 計 198929 的中 �� 4216（12番人気）�� 6283（6番人気）�� 1929（25番人気）
3連複票数 計 454115 的中 ��� 3382（28番人気）
3連単票数 計 689217 的中 ��� 1022（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．1―48．6―1：01．1―1：13．7―1：25．9―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5
1
3
9，16，1（3，4）（5，10）2，13（6，8，14）11（7，15，12）
9，16（1，5，3）4（2，8，10，13）（6，11，14）（7，15，12）

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

勝馬の
紹 介

インターンシップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．2．16 京都2着

2011．2．11生 牡3鹿 母 カーニバルソング 母母 カ ル ニ オ ラ 6戦1勝 賞金 12，010，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 オブラディオブラダ号



23029 8月9日 曇 稍重 （26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25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

810 タムロダイチ 牡2鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 498 ―1：10．7 6．5�
66 オウケンチョコ 牝2鹿 54 北村 友一福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 474 ―1：10．91� 3．9�
77 ダイメイコンドル 牡2黒鹿54 幸 英明宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 498 ― 〃 クビ 2．5�
55 カシノサクセス 牡2黒鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 458 ―1：11．64 33．9�
78 ミュトスレディ 牝2鹿 54 藤岡 佑介小村アセットM� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 464 ― 〃 ハナ 4．6�
11 マロンマロン 牝2栗 54 高倉 稜藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―1：12．13 36．5	
44 トップゴーオン 牡2鹿 54 浜中 俊
コオロ 坂口 正則 日高 庄野牧場 472 ―1：12．2� 10．6�
33 ニホンピロビーム 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 440 ―1：12．94 17．8�
22 チョッコリタマイレ 牡2鹿 54 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 460 ― 〃 クビ 51．1
89 シゲルシャンシャン 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 日高 千葉飯田牧場 446 ―1：14．17 112．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，029，000円 複勝： 18，658，700円 枠連： 6，695，500円
馬連： 27，414，900円 馬単： 19，670，000円 ワイド： 13，425，100円
3連複： 31，710，000円 3連単： 63，762，900円 計： 197，366，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 150円 � 120円 枠 連（6－8） 1，490円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 410円 �� 290円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 8，310円

票 数

単勝票数 計 160290 的中 � 19459（4番人気）
複勝票数 計 186587 的中 � 23383（4番人気）� 29449（3番人気）� 52867（1番人気）
枠連票数 計 66955 的中 （6－8） 3462（6番人気）
馬連票数 計 274149 的中 �� 15942（6番人気）
馬単票数 計 196700 的中 �� 5054（13番人気）
ワイド票数 計 134251 的中 �� 7585（5番人気）�� 11769（3番人気）�� 14752（2番人気）
3連複票数 計 317100 的中 ��� 22099（3番人気）
3連単票数 計 637629 的中 ��� 5558（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．2―12．2―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―36．2―48．4―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タムロダイチ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2012．2．16生 牡2鹿 母 ソフィアルージュ 母母 ビツキーロイヤル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23030 8月9日 曇 重 （26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55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

35 メイショウシシマル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 484＋121：45．1 3．0�
814 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B444＋ 2 〃 クビ 13．1�
11 ランドスター 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492＋ 61：45．95 11．6�
610 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 434－ 61：46．0� 39．7�
611 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 438－ 61：46．21� 116．8�
47 エスケイキング 牡3青鹿56 川須 栄彦廣嶋 誠二氏 友道 康夫 浦河 中神牧場 486＋ 2 〃 クビ 5．5�
22 ヒラボクヒーロー 牡3鹿 56 武 幸四郎	平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 454－ 81：46．41 90．2

815 カシマフェニックス �3鹿 56 和田 竜二鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 492＋ 4 〃 アタマ 12．7�
713 グレイトハスラー 牡3栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 468＋ 21：46．5	 17．7�
59 ウォーターバンクス 牡3黒鹿56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 白老 習志野牧場 444－ 41：46．92� 256．9
58 レッドフォース 牡3栗 56 川田 将雅 	東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 460＋ 21：47．53� 6．9�
46 シ ゲ ル イ ヨ 牡3黒鹿56 国分 優作森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 516－141：47．81	 83．5�
23 ダイシンロッソ 牡3栗 56 国分 恭介大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－161：48．01� 148．2�
712 アイファーソーニョ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 472＋ 21：48．42� 113．6�
34 キミニヒトメボレ 牝3栗 54 小牧 太 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 450－10 〃 アタマ 4．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，397，200円 複勝： 34，346，300円 枠連： 10，728，500円
馬連： 41，868，600円 馬単： 22，046，200円 ワイド： 20，474，800円
3連複： 50，019，200円 3連単： 75，881，700円 計： 274，762，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 260円 � 380円 枠 連（3－8） 610円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 630円 �� 940円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 33，100円

票 数

単勝票数 計 193972 的中 � 51403（1番人気）
複勝票数 計 343463 的中 � 83777（1番人気）� 30818（5番人気）� 18502（8番人気）
枠連票数 計 107285 的中 （3－8） 13547（2番人気）
馬連票数 計 418686 的中 �� 17911（7番人気）
馬単票数 計 220462 的中 �� 5589（10番人気）
ワイド票数 計 204748 的中 �� 8676（6番人気）�� 5596（11番人気）�� 2427（25番人気）
3連複票数 計 500192 的中 ��� 4656（30番人気）
3連単票数 計 758817 的中 ��� 1662（115番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．2―12．5―12．5―12．4―12．7―12．7―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―30．0―42．5―55．0―1：07．4―1：20．1―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウシシマル �
�
父 ノボジャック �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．11．9 京都10着

2011．5．31生 牡3鹿 母 メイショウチュラ 母母 アッファビリティー 13戦1勝 賞金 12，200，000円
※出走取消馬 タガノホーネット号（疾病〔右寛跛行〕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。
（非抽選馬） 2頭 ニホンピロレディー号・ネオヴィータローザ号



23031 8月9日 曇 稍重 （26小倉2）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611 ベルリネッタ 牡3鹿 56 和田 竜二大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 446± 01：08．8 7．6�
12 ラグジャリーシス 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬下河辺隆行氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 448＋ 41：09．12 98．6�
612 グッドイヴニング 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：09．31� 1．7�
817 ルールビクトリア 牝3栗 54 北村 友一儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 468± 01：09．51� 8．3�
23 グッドウェーブ 牡3栗 56 国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 440－ 61：09．6� 9．6�
35 スズカコンクパール 牝3栗 54 柴田 未崎永井商事� 森田 直行 様似 様似共栄牧場 426＋ 21：09．7� 63．3	
47 メイショウエフワン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 460－ 4 〃 クビ 11．3

36 ベストゴール 牝3鹿 54 高倉 稜岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド B404＋ 41：10．33� 77．4�
24 ビービーゲラン 牝3鹿 54 幸 英明�坂東牧場 吉村 圭司 日高 白井牧場 480－161：10．83 14．1
11 ゴールデンロッド 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 4 〃 クビ 23．4�
48 キクノソレイユ 牡3鹿 56 川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 444＋ 21：10．9クビ 195．8�
715 ニホンピロフローラ 牝3栗 54 国分 恭介小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 468＋ 21：11．0� 107．1�
714 ナムラユリア 牝3青 54

51 ▲義 英真奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 いとう牧場 482＋32 〃 クビ 117．3�
816 シャイニードルチェ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 444＋ 41：11．42� 326．4�
713 コンゴウサクラ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 桜井牧場 430－ 8 〃 クビ 137．0�
510 カシノチャンプ 牝3鹿 54 藤懸 貴志柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 436－101：11．5� 301．0�
818 ピアッジーネ 牝3栗 54 藤岡 佑介水上 行雄氏 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 418－ 2 〃 ハナ 76．1�
59 ケイティーズスター 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：11．71� 20．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，299，600円 複勝： 35，122，900円 枠連： 12，559，800円
馬連： 51，133，300円 馬単： 32，305，500円 ワイド： 25，568，100円
3連複： 62，310，300円 3連単： 101，600，100円 計： 341，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 170円 � 1，560円 � 110円 枠 連（1－6） 1，370円

馬 連 �� 37，920円 馬 単 �� 69，820円

ワ イ ド �� 9，250円 �� 330円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 17，880円 3 連 単 ��� 223，890円

票 数

単勝票数 計 212996 的中 � 22215（2番人気）
複勝票数 計 351229 的中 � 50022（2番人気）� 3117（12番人気）� 124517（1番人気）
枠連票数 計 125598 的中 （1－6） 7089（5番人気）
馬連票数 計 511333 的中 �� 1045（56番人気）
馬単票数 計 323055 的中 �� 347（100番人気）
ワイド票数 計 255681 的中 �� 648（52番人気）�� 22922（2番人気）�� 1972（31番人気）
3連複票数 計 623103 的中 ��� 2613（48番人気）
3連単票数 計1016001 的中 ��� 329（496番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．0―11．7―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．1―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルリネッタ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2013．10．19 京都6着

2011．4．28生 牡3鹿 母 エミネントプリティ 母母 ミラクルウィッチ 11戦1勝 賞金 10，005，000円

23032 8月9日 曇 重 （26小倉2）第3日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713 レッドサクセサー 牡4青鹿57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 534＋ 21：44．1 6．9�
47 ガ ン ジ ー 牡3栗 54 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 484＋ 41：44．84 13．6�
46 カノヤプレジデント �4鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 472－ 41：45．01� 153．8�
35 ネオジェネシス 牡3鹿 54 浜中 俊有限会社シルク大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 8 〃 ハナ 10．5�
22 スズカキングダム 牡5鹿 57 武 幸四郎永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 506＋10 〃 クビ 15．4�
34 キーブランド 牡5鹿 57 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 522＋ 21：45．31� 61．1	
610 デ モ ニ オ 牡3青 54 川田 将雅 
サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 1．5�
712 ゼンノスサノヲ 牡3栗 54 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 468± 0 〃 ハナ 63．9�
59 スタンドバイミー 牡5鹿 57 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 460± 01：45．51	 69．7
611 マルイチワンダー 牡4栗 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 438± 01：45．71� 21．3�
23 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 54

51 ▲松若 風馬有限会社シルク石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 41：45．8	 35．3�

11 ブリスコーラ 牡5鹿 57 北村 友一山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 516＋ 41：46．01	 25．8�
814 バンブーデルピエロ 牡4鹿 57 和田 竜二
バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 492＋ 21：47．59 19．1�
58 シゲルワカサ 牡3黒鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 目野 哲也 新ひだか 石川 栄一 458± 01：47．82 210．8�
815 メイショウゼロセン 牡3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 494＋121：51．1大差 44．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，438，600円 複勝： 60，352，100円 枠連： 13，367，500円
馬連： 51，017，000円 馬単： 34，567，600円 ワイド： 28，232，300円
3連複： 67，691，100円 3連単： 119，520，500円 計： 405，186，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 300円 � 470円 � 4，660円 枠 連（4－7） 4，960円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 9，540円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 6，390円 �� 15，110円

3 連 複 ��� 113，570円 3 連 単 ��� 424，760円

票 数

単勝票数 計 304386 的中 � 35146（2番人気）
複勝票数 計 603521 的中 � 60627（2番人気）� 34330（3番人気）� 2938（14番人気）
枠連票数 計 133675 的中 （4－7） 2086（13番人気）
馬連票数 計 510170 的中 �� 7804（16番人気）
馬単票数 計 345676 的中 �� 2716（25番人気）
ワイド票数 計 282323 的中 �� 5893（12番人気）�� 1124（52番人気）�� 472（79番人気）
3連複票数 計 676911 的中 ��� 447（183番人気）
3連単票数 計1195205 的中 ��� 204（765番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．3―28．6―41．0―53．4―1：06．0―1：18．9―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサクセサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Westminster デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．4生 牡4青鹿 母 オールザチャット 母母 Rory’s Helen 16戦3勝 賞金 33，982，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウゼロセン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月9日まで平地

競走に出走できない。



23033 8月9日 曇 稍重 （26小倉2）第3日 第9競走 ��2，000�
と い み さ き

都 井 岬 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

66 クロニクルスカイ 牡3鹿 54 和田 竜二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 508－102：00．4 6．2�

33 マハロチケット 牡3鹿 54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 462＋ 62：00．5� 4．4�

44 サダムダイジョウブ 牡4青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 4 〃 クビ 2．8�

22 ウルパラクア 牡3鹿 54 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 444－ 22：00．71 6．5�

77 ニホンピロマイティ 牡4黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 454＋ 82：00．8� 59．2�
88 ウイントゥモロー 牡3黒鹿54 国分 恭介�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 498＋ 62：00．9� 3．5	
55 フェイマスエンド 牡3栗 54 川須 栄彦有限会社シルク�島 一歩 新冠 中村農場 464－102：01．11	 23．5

11 サンライズレーヴ 牡3栗 54 義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460＋ 42：01．63 45．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 22，363，000円 複勝： 22，448，600円 枠連： 発売なし
馬連： 49，818，400円 馬単： 29，193，100円 ワイド： 17，133，100円
3連複： 46，608，000円 3連単： 130，600，500円 計： 318，164，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 140円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 420円 �� 300円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 7，210円

票 数

単勝票数 計 223630 的中 � 28563（4番人気）
複勝票数 計 224486 的中 � 34338（4番人気）� 40052（3番人気）� 53756（1番人気）
馬連票数 計 498184 的中 �� 30858（8番人気）
馬単票数 計 291931 的中 �� 9338（17番人気）
ワイド票数 計 171331 的中 �� 9533（9番人気）�� 14932（3番人気）�� 17792（2番人気）
3連複票数 計 466080 的中 ��� 34624（4番人気）
3連単票数 計1306005 的中 ��� 13126（30番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．3―12．4―12．6―12．5―12．1―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．9―47．2―59．6―1：12．2―1：24．7―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3
8－6（4，3）－1－2－7－5
8，6（4，3）－（1，2）7－5

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

勝馬の
紹 介

クロニクルスカイ �

父 マンハッタンカフェ �


母父 ノーザンテースト デビュー 2013．11．17 東京6着

2011．4．28生 牡3鹿 母 エレガントフライ 母母 アンカースティーム 9戦2勝 賞金 14，817，000円

23034 8月9日 曇 稍重 （26小倉2）第3日 第10競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

712 キタサンエピソード 牡5栗 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 492－101：08．6 4．7�
35 ジェネシスロック 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：08．92 3．4�
610 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿54 北村 友一�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 434－ 41：09．0クビ 7．1�
58 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 武 幸四郎土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 500－ 2 〃 クビ 13．5�
59 ドラゴンサクラ 牝4青鹿55 中井 裕二大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 4 〃 アタマ 22．4�
23 ジャストザブレイン 牡5鹿 57 国分 優作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 464＋16 〃 ハナ 33．4	
34 インヴォーク 牝3栗 52 和田 竜二
アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 420－ 41：09．1クビ 10．0�
47 ワキノコクリュウ 牡3青鹿54 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 524＋ 21：09．2� 5．1�
611 ワンダフルワールド 牡3栗 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 486－12 〃 アタマ 40．6
713 アグネスキング 牡3黒鹿54 川須 栄彦渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508＋ 81：09．41	 18．7�
11 エーティーガンダム 牡6栗 57 太宰 啓介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 472－ 21：09．61
 82．1�
46 � ドントタッチミー 牡4鹿 57 幸 英明山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 448＋ 8 〃 クビ 49．0�
22 ラフィネシチー 牝3青鹿52 酒井 学 
友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 444－ 6 〃 ハナ 54．4�
815� サンライズウォー 牡4鹿 57 国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋101：09．81	 33．3�
814 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 藤懸 貴志澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 476± 01：10．22
 111．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，080，700円 複勝： 44，202，000円 枠連： 19，503，400円
馬連： 87，699，200円 馬単： 44，603，600円 ワイド： 37，497，200円
3連複： 106，289，700円 3連単： 174，284，900円 計： 543，160，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 150円 � 210円 枠 連（3－7） 580円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 350円 �� 570円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 7，650円

票 数

単勝票数 計 290807 的中 � 49353（2番人気）
複勝票数 計 442020 的中 � 78729（2番人気）� 80643（1番人気）� 45315（4番人気）
枠連票数 計 195034 的中 （3－7） 25924（1番人気）
馬連票数 計 876992 的中 �� 76444（1番人気）
馬単票数 計 446036 的中 �� 20562（1番人気）
ワイド票数 計 374972 的中 �� 29227（1番人気）�� 16099（5番人気）�� 17041（4番人気）
3連複票数 計1062897 的中 ��� 45653（2番人気）
3連単票数 計1742849 的中 ��� 16507（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンエピソード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2012．2．19 京都3着

2009．4．5生 牡5栗 母 キタサンメッセージ 母母 グリーンベリー 25戦3勝 賞金 53，108，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



23035 8月9日 曇 稍重 （26小倉2）第3日 第11競走 ��
��2，000�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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

89 サトノアラジン 牡3鹿 54 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：58．9 1．6�
11 バッドボーイ 牡4鹿 57 和田 竜二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502＋ 41：59．43 3．9�
66 カ ナ ロ ア 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 464＋101：59．5� 5．2�
77 メイショウブシン 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 462＋ 41：59．6	 17．8�
22 シュピッツェ 牝5鹿 55 中井 裕二吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 478＋ 21：59．92 49．7�
44 
 エーシンマックス 牡4栗 57 酒井 学�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 512＋122：00．0クビ 12．4	
55 リングネブラ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：00．1	 25．7

88 アップトゥデイト 牡4芦 57 小牧 太今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514± 02：00．41� 82．0�
33 サンライズマルス 牡6栗 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋16 〃 クビ 87．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 53，171，800円 複勝： 84，845，800円 枠連： 23，812，800円
馬連： 129，546，000円 馬単： 88，507，100円 ワイド： 47，943，600円
3連複： 151，438，500円 3連単： 461，191，200円 計： 1，040，456，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（1－8） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 140円 �� 170円 �� 220円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，120円

票 数

単勝票数 計 531718 的中 � 250627（1番人気）
複勝票数 計 848458 的中 � 493500（1番人気）� 117437（2番人気）� 87036（3番人気）
枠連票数 計 238128 的中 （1－8） 58262（1番人気）
馬連票数 計1295460 的中 �� 305122（1番人気）
馬単票数 計 885071 的中 �� 144192（1番人気）
ワイド票数 計 479436 的中 �� 94914（1番人気）�� 73028（2番人気）�� 46975（3番人気）
3連複票数 計1514385 的中 ��� 291283（1番人気）
3連単票数 計4611912 的中 ��� 298187（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．2―47．7―59．7―1：11．7―1：23．7―1：35．4―1：47．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアラジン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．8．10 新潟1着

2011．2．16生 牡3鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 7戦3勝 賞金 56，802，000円

23036 8月9日 曇 重 （26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 7，300，000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

11 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 55
52 ▲義 英真 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478－ 2 56．9レコード 1．4�

78 ア サ ケ ゴ マ 牝4芦 55 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 480＋10 57．85 17．9�
77 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± 0 57．9� 6．3�
44 リッシンロケット 牡4芦 57 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 456－ 8 58．0クビ 13．9�
55 スマートアレンジ 牝4鹿 55 酒井 学深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482＋16 〃 クビ 11．2	
66 デンコウリョウ �6芦 57

54 ▲岩崎 翼田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 472－ 8 58．42� 16．5

33 	 マルモグリフィス 牝5鹿 55 国分 恭介まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 468＋ 6 59．03� 168．7�
810 カシノチョッパー 牡5黒鹿57 
島 良太柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 464－ 8 〃 クビ 95．0�
89 アーネストミノル 牡3鹿 54 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448＋161：00．49 11．9
22 メイショウアルファ 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 452± 01：02．7大差 25．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，785，500円 複勝： 47，845，800円 枠連： 15，045，000円
馬連： 66，198，100円 馬単： 51，579，400円 ワイド： 29，158，200円
3連複： 77，274，000円 3連単： 224，451，500円 計： 543，337，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 300円 � 150円 枠 連（1－7） 370円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 530円 �� 220円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 6，450円

票 数

単勝票数 計 317855 的中 � 172470（1番人気）
複勝票数 計 478458 的中 � 272953（1番人気）� 16455（7番人気）� 48830（2番人気）
枠連票数 計 150450 的中 （1－7） 30974（1番人気）
馬連票数 計 661981 的中 �� 42111（6番人気）
馬単票数 計 515794 的中 �� 25454（6番人気）
ワイド票数 計 291582 的中 �� 13132（6番人気）�� 40988（1番人気）�� 5839（14番人気）
3連複票数 計 772740 的中 ��� 30121（8番人気）
3連単票数 計2244515 的中 ��� 25219（22番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―34．0―45．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．3
3 1（7，8）（4，5）9，6，10－3－2 4 1（7，8）4，5，6，10，9，3＝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4鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck 7戦3勝 賞金 23，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 メイショウアルファ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



（26小倉2）第3日 8月9日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 154頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

161，130，000円
2，080，000円
10，120，000円
1，070，000円
14，200，000円
56，587，500円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
295，256，200円
496，835，800円
134，956，100円
629，879，700円
409，630，900円
291，331，000円
757，820，900円
1，637，729，500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 4，653，440，100円

総入場人員 5，840名 （有料入場人員 4，924名）
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