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23037 8月10日 小雨 良 （26小倉2）第4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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

12 オールオブユー 牝2栗 54 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 41：09．9 3．4�

48 カシノマッハ 牡2栗 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462＋ 4 〃 アタマ 60．1�
35 デンコウハシャ 牡2青鹿54 浜中 俊田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 430＋ 21：10．0� 6．8�
11 マイネルレハイム 牡2栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 440± 01：10．1� 4．6�
47 ナ ン シ ー 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 416＋ 4 〃 同着 102．2�
815 スナークエンジェル 牝2黒鹿54 高倉 稜杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 418＋ 21：10．2� 200．3	
510 ニホンピロラプター 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 434＋ 61：10．3クビ 18．5

816 クインズロンペール 牡2芦 54 和田 竜二 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 488＋ 41：10．62 13．9�
24 ソフォニスバ 牝2栗 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 栗田 博憲 新冠 コスモヴューファーム 434－ 81：10．81� 317．2�
36 ミッキーシーガル 牡2青鹿54 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 2．7
611 サイクルヒッター 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 414＋ 2 〃 クビ 162．0�
714 イ チ ゴ ッ チ 牝2鹿 54 小坂 忠士合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 428＋ 21：11．01� 171．3�
59 カシノトラダマシイ 牡2黒鹿54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 454－ 41：11．21� 358．6�
817 エイシンアトラス 牡2鹿 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 2 〃 クビ 77．4�
612 トウケイワイルド 牝2栗 54 川島 信二木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 452－ 81：11．41� 228．3�
23 ヴェリタスキング 牡2黒鹿 54

51 ▲義 英真松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 474＋141：12．03� 24．3�
713 クリノケンパイ 牝2青鹿54 藤懸 貴志栗本 博晴氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 450± 0 〃 クビ 243．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 13，046，600円 複勝： 21，261，400円 枠連： 10，626，600円
馬連： 30，833，800円 馬単： 18，279，400円 ワイド： 15，311，800円
3連複： 43，629，100円 3連単： 67，108，800円 計： 220，097，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 1，050円 � 180円 枠 連（1－4） 3，540円

馬 連 �� 9，970円 馬 単 �� 14，990円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 400円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 13，160円 3 連 単 ��� 94，840円

票 数

単勝票数 計 130466 的中 � 30241（2番人気）
複勝票数 計 212614 的中 � 54301（1番人気）� 3372（8番人気）� 31250（4番人気）
枠連票数 計 106266 的中 （1－4） 2324（10番人気）
馬連票数 計 308338 的中 �� 2395（20番人気）
馬単票数 計 182794 的中 �� 914（37番人気）
ワイド票数 計 153118 的中 �� 1336（22番人気）�� 11052（4番人気）�� 1356（21番人気）
3連複票数 計 436291 的中 ��� 2486（31番人気）
3連単票数 計 671088 的中 ��� 513（205番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．4―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．2
3 ・（2，6）3（1，5）13（8，7，16）14（10，15）9（11，12，17）4 4 ・（2，6）（1，5）3，8（10，7，13，16）（14，15）（9，11）（12，17）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オールオブユー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．20 中京2着

2012．2．10生 牝2栗 母 エ フ ロ レ ス 母母 カービーメドウ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 カシノマッハ号の騎手�島良太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・13番・16番）

23038 8月10日 小雨 重 （26小倉2）第4日 第2競走 ��1，000�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
56．9
56．9

重
重

22 ナリタモード 牝3栗 54 幸 英明�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 440－ 8 58．6 4．8�
45 ニホンピロディール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 448＋ 8 58．92 1．7�
34 メイショウルナ 牝3鹿 54 川田 将雅松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 504＋ 8 59．22 5．6�
11 ヒロノスイート 牝3鹿 54 小坂 忠士守内ひろ子氏 境 直行 浦河 �川 啓一 414－ 6 59．3� 94．9�
814 デルマモナーク 牡3栗 56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 536＋22 59．4� 52．5�
610 シゲルオワリ 牝3鹿 54 田辺 裕信森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 412＋ 4 59．6� 10．4	
58 クリノマンボオー 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二栗本 守氏 森田 直行 日高 春木 昭雄 B456＋ 21：00．02� 96．0

57 ウチノウマサイコー 牝3鹿 54 柴田 未崎畑 清介氏 田所 秀孝 浦河 赤田牧場 420－ 2 〃 ハナ 70．8�
711 ラッキーハナチャン 牝3青鹿54 藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 464 ―1：00．21� 112．2�
813 アプリカーレ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 484－ 7 〃 アタマ 19．5
46 ビバユニヴェール 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬石川 幸司氏 牧浦 充徳 新冠 ハクツ牧場 422± 01：00．3� 39．2�
33 ハギノヘヴン 牝3黒鹿54 和田 竜二安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 446＋261：01．04 172．4�
712 カリスマベガ 牝3栗 54

51 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 428－ 2 〃 ハナ 138．2�
69 バトルフェイス 牡3栗 56 �島 良太寺田 寿男氏 昆 貢 えりも エクセルマネジメント B518＋121：01．1� 23．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，481，400円 複勝： 32，573，300円 枠連： 9，604，900円
馬連： 35，372，700円 馬単： 26，591，900円 ワイド： 19，398，800円
3連複： 47，646，700円 3連単： 87，083，100円 計： 277，752，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（2－4） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 170円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 194814 的中 � 32196（2番人気）
複勝票数 計 325733 的中 � 51694（2番人気）� 154000（1番人気）� 35053（3番人気）
枠連票数 計 96049 的中 （2－4） 22139（1番人気）
馬連票数 計 353727 的中 �� 80058（1番人気）
馬単票数 計 265919 的中 �� 23035（2番人気）
ワイド票数 計 193988 的中 �� 34800（1番人気）�� 11788（4番人気）�� 21066（2番人気）
3連複票数 計 476467 的中 ��� 56922（1番人気）
3連単票数 計 870831 的中 ��� 19765（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．4―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタモード �
�
父 ナリタセンチュリー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．3．23 阪神2着

2011．4．15生 牝3栗 母 ナリタルナパーク 母母 ル ナ パ ー ク 8戦1勝 賞金 12，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 バトルムーングロウ号・メイショウミノリ号
（非抽選馬） 3頭 イタダキマス号・カネトシキフジン号・ハードモンラッシェ号

第２回 小倉競馬 第４日



23039 8月10日 小雨 重 （26小倉2）第4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

611 トリビューン 牡3鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 61：45．4 1．9�

59 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 468＋ 41：46．25 4．4�

815 スタートレイル 牡3芦 56 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 524＋101：46．41� 159．4�
48 サンライズアルブル 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬松岡 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 470＋ 41：46．61� 9．5�

23 シゲルヒタチ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 476＋ 21：46．7クビ 16．9�
713 アサカファルコン 牡3鹿 56 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 488＋ 81：46．91� 11．0	
24 ワイエムポーター 牡3栗 56 藤岡 佑介�サンライズ 高橋 義忠 日高 日西牧場 462＋ 21：47．22 92．0

36 メイショウライウン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 448＋ 81：47．3� 109．9�
11 フ ド ー シ ン 牡3黒鹿56 熊沢 重文林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 478－ 21：48．04 29．7�
12 ペールヴィサージュ 牡3鹿 56 国分 恭介�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 472＋ 61：48．1� 305．1
47 ロードスパーク 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �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 476－ 2 〃 クビ 31．7�
510	 サトノネビュラ 牝3鹿 54 小坂 忠士里見 治氏 村山 明 米 Colts Neck

Stables LLC 478＋ 11：48．2クビ 122．0�
714 ニホンピログリーン 牝3栗 54

51 ▲義 英真小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 468＋ 81：48．51
 36．1�
35 カシノシュウセイ 牡3鹿 56 小牧 太柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 三石川上牧場 518＋101：49．88 57．2�
816 メイショウオイワケ 牡3青鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 476＋ 41：50．54 10．6�
612 タイキジェダイト 牡3栗 56 藤懸 貴志�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488± 01：50．6� 234．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，672，700円 複勝： 35，345，600円 枠連： 10，970，900円
馬連： 44，169，900円 馬単： 28，062，900円 ワイド： 24，294，400円
3連複： 57，158，100円 3連単： 95，831，400円 計： 316，505，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 2，600円 枠 連（5－6） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 6，700円 �� 12，690円

3 連 複 ��� 24，210円 3 連 単 ��� 66，230円

票 数

単勝票数 計 206727 的中 � 86795（1番人気）
複勝票数 計 353456 的中 � 150649（1番人気）� 56397（2番人気）� 1533（13番人気）
枠連票数 計 109709 的中 （5－6） 22419（1番人気）
馬連票数 計 441699 的中 �� 83393（1番人気）
馬単票数 計 280629 的中 �� 32259（1番人気）
ワイド票数 計 242944 的中 �� 50860（1番人気）�� 744（46番人気）�� 391（61番人気）
3連複票数 計 571581 的中 ��� 1770（60番人気）
3連単票数 計 958314 的中 ��� 1049（180番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．7―42．9―55．6―1：08．0―1：20．6―1：33．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

トリビューン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．1．5 京都5着

2011．2．16生 牡3鹿 母 トリプルピルエット 母母 Sha Tha 8戦1勝 賞金 12，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウオイワケ号・タイキジェダイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

9月10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。
（非抽選馬） 6頭 キーアシスト号・サンライズグリーン号・セルリアンジェダイ号・ビースティ号・マイスクエアワン号・

メイショウセイウン号

23040 8月10日 小雨 良 （26小倉2）第4日 第4競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：07．1良

55 リアルブラック �5青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 508＋ 43：16．6 1．9�
22 ウインアルカディア 牡4栗 60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 504＋ 23：16．92 2．6�
44 グッドスピード 牡6栗 60 小坂 忠士�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 486－ 23：17．75 4．1�
33 � アマクサハイヤ 牡5青鹿60 難波 剛健奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 498－183：17．8� 31．9�
11 メイショウアラワシ 牡3栗 58 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 456± 03：18．43� 13．0�

（5頭）

売 得 金
単勝： 14，574，300円 複勝： 15，195，900円 枠連： 発売なし
馬連： 18，107，100円 馬単： 19，757，100円 ワイド： 5，604，600円
3連複： 19，623，500円 3連単： 101，782，400円 計： 194，644，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 110円 �� 120円 �� 130円

3 連 複 ��� 150円 3 連 単 ��� 450円

票 数

単勝票数 計 145743 的中 � 61246（1番人気）
複勝票数 計 151959 的中 � 55129（1番人気）� 51727（2番人気）
馬連票数 計 181071 的中 �� 70020（1番人気）
馬単票数 計 197571 的中 �� 44868（1番人気）
ワイド票数 計 56046 的中 �� 14940（1番人気）�� 11514（2番人気）�� 9126（3番人気）
3連複票数 計 196235 的中 ��� 95333（1番人気）
3連単票数 計1017824 的中 ��� 162739（1番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 50．7－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

�
�
5，2，4（3，1）
5－2－4，3－1

勝馬の
紹 介

リアルブラック 	


父 ロージズインメイ 	



母父 Woodman デビュー 2011．9．10 阪神11着

2009．5．1生 �5青鹿 母 ゼンノシチョウ 母母 Just Juliet 障害：20戦1勝 賞金 25，800，000円



23041 8月10日 小雨 稍重 （26小倉2）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20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
1：47．9
1：45．9

良
良

56 ダノンメジャー 牡2栗 54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480 ―1：51．3 3．5�
812 サンデーウィザード 牡2鹿 54 武 幸四郎巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 446 ―1：51．61� 8．6�
22 ブ ル ロ ー ネ 牝2黒鹿54 和田 竜二山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 460 ― 〃 ハナ 11．1�
711 グランアルマダ 牡2芦 54 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 542 ―1：51．81� 4．3�
813 ミッキーハピネス 牡2黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484 ― 〃 ハナ 10．1	
68 ブルーガーディアン 牡2黒鹿54 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 470 ―1：51．9	 31．2

45 セイカフォルテシモ 牡2鹿 54 幸 英明久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 464 ―1：52．22 89．9�
11 ヴァーサトル 牡2黒鹿54 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470 ―1：52．62	 120．4�
33 アングルゴア 牡2黒鹿54 田中 健大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 470 ―1：52．92 59．6
44 ジェイポップ 牡2鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450 ―1：53．11� 18．3�
69 シゲルユキマツリ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 出羽牧場 444 ― 〃 クビ 50．9�
710 リベルタンゴ 牝2栗 54 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 506 ―1：53．31	 3．9�
57 メイショウゲントク 牡2栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 442 ―1：54．36 26．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，569，100円 複勝： 25，083，900円 枠連： 11，582，600円
馬連： 40，136，900円 馬単： 24，681，500円 ワイド： 19，220，700円
3連複： 49，858，800円 3連単： 82，227，200円 計： 272，360，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 240円 � 250円 枠 連（5－8） 760円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 620円 �� 620円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 195691 的中 � 44455（1番人気）
複勝票数 計 250839 的中 � 47942（2番人気）� 24652（4番人気）� 23145（6番人気）
枠連票数 計 115826 的中 （5－8） 11685（3番人気）
馬連票数 計 401369 的中 �� 20879（4番人気）
馬単票数 計 246815 的中 �� 7557（7番人気）
ワイド票数 計 192207 的中 �� 8153（4番人気）�� 8068（5番人気）�� 4106（13番人気）
3連複票数 計 498588 的中 ��� 8404（12番人気）
3連単票数 計 822272 的中 ��� 3277（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．7―50．6―1：03．3―1：15．7―1：28．0―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
5（2，10，11）6（7，8，12）13－9，3，4，1
5（10，11）（2，6）（1，7，8，12）13（3，4）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour 初出走

2012．1．28生 牡2栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23042 8月10日 小雨 稍重 （26小倉2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

35 デイドリーム 牝2栗 54 国分 恭介三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 470 ―1：10．0 8．3�
59 ココロナルハ 牝2黒鹿54 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 436 ―1：10．42� 30．9�
48 フィールドスラッピ 牝2鹿 54 武 幸四郎 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 428 ―1：10．93 16．0�
47 ゲ ッ ト ミ ー 牝2栗 54 幸 英明薪浦 州平氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 458 ―1：11．21� 7．5�
11 マイティティー 牝2鹿 54 田辺 裕信五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472 ―1：11．41� 4．5�
713 アイファーハート 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 420 ―1：11．5� 22．6	
816 ミオイナンクル 牝2鹿 54 和田 竜二大西美生子氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 424 ―1：11．92� 7．0

510 ヒミノナデシコ 牝2栗 54 酒井 学佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 454 ― 〃 クビ 82．5�
36 ホーリーシュラウド 牝2黒鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 460 ―1：12．0クビ 5．9�
23 ワキノビクトリー 牝2芦 54

51 ▲岩崎 翼脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 458 ―1：12．21� 58．1
24 テイエムジャガー 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 416 ― 〃 クビ 154．6�
714 ブラウンゼファー 牝2栗 54 浜中 俊キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 金石牧場 406 ―1：12．41� 5．2�
12 キラメキオトメ 牝2青鹿 54

51 ▲松若 風馬�イクタ 作田 誠二 日高 長谷川 一男 426 ― 〃 アタマ 98．3�
612 シゲルウチワマツリ 牝2鹿 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 宝寄山 忠則 448 ―1：12．5クビ 122．2�
611 ハタノシュヴァリエ 牝2青鹿54 �島 良太 �グッドラック・ファーム 昆 貢 浦河 中神牧場 428 ― 〃 クビ 12．8�
815 テイエムトナカイ 牝2栗 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 436 ―1：12．71� 117．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，197，700円 複勝： 27，596，800円 枠連： 13，725，800円
馬連： 41，926，700円 馬単： 22，474，400円 ワイド： 20，970，900円
3連複： 53，078，100円 3連単： 71，670，000円 計： 270，640，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 400円 � 880円 � 600円 枠 連（3－5） 4，690円

馬 連 �� 20，210円 馬 単 �� 27，180円

ワ イ ド �� 4，930円 �� 2，130円 �� 5，780円

3 連 複 ��� 64，720円 3 連 単 ��� 405，940円

票 数

単勝票数 計 191977 的中 � 18468（6番人気）
複勝票数 計 275968 的中 � 19238（7番人気）� 7817（10番人気）� 12033（8番人気）
枠連票数 計 137258 的中 （3－5） 2265（19番人気）
馬連票数 計 419267 的中 �� 1607（43番人気）
馬単票数 計 224744 的中 �� 620（77番人気）
ワイド票数 計 209709 的中 �� 1090（43番人気）�� 2578（28番人気）�� 928（46番人気）
3連複票数 計 530781 的中 ��� 615（149番人気）
3連単票数 計 716700 的中 ��� 128（894番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デイドリーム �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2012．3．13生 牝2栗 母 シルクヴィーナス 母母 シルクフレアー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



23043 8月10日 小雨 稍重 （26小倉2）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

48 ピエールドリュヌ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 470± 02：01．3 5．5�

35 ハイプレッシャー 牡3黒鹿 56
53 ▲松若 風馬�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 42：01．4� 3．7�
47 サンライズジャパン 牡3鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 516－ 2 〃 ハナ 21．0�
59 グレートアイランド 牡3鹿 56 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＋122：01．61� 2．8�
816 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438＋ 42：02．02� 14．6�
11 エイユーチャキーラ 牝3鹿 54 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 410± 02：02．1� 27．7	
24 スマイルユニバンス 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446－ 62：02．52� 112．9

818 キュークッキング 牝3黒鹿54 熊沢 重文栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 474＋ 62：03．03 14．3�
817 トウケイアロー 牡3鹿 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 474＋ 62：03．1� 10．6�
715 ライブリアヴニール 牡3栗 56 小坂 忠士加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 468－ 8 〃 クビ 324．1
713 トウカイバランス 牡3黒鹿56 和田 竜二内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 444＋ 42：03．31� 92．4�
23 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 �島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 456－ 22：03．4� 15．6�
714 プレシャスフェリス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志�宮内牧場 羽月 友彦 浦河 宮内牧場 502－102：03．61 229．0�
510 カレンクリスティー 牝3鹿 54 藤岡 佑介鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 524＋ 22：04．87 94．7�
12 メイショウフクジュ 牡3鹿 56 田辺 裕信松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 508 ―2：05．01� 66．1�
36 サトノブレゲ 牡3鹿 56 酒井 学里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 500＋ 22：05．21� 238．4�
612 アドミッション 	3鹿 56 岡田 祥嗣有限会社シルク飯田 雄三 日高 滝本 健二 548＋ 62：05．62� 89．0�
611 スリースラッガー 牡3栗 56 高倉 稜永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 474± 02：07．210 134．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，108，700円 複勝： 30，841，600円 枠連： 17，311，800円
馬連： 51，251，600円 馬単： 27，666，500円 ワイド： 25，940，300円
3連複： 66，607，700円 3連単： 100，009，100円 計： 343，737，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 160円 � 380円 枠 連（3－4） 770円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，360円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 21，570円

票 数

単勝票数 計 241087 的中 � 34549（3番人気）
複勝票数 計 308416 的中 � 52099（3番人気）� 56960（2番人気）� 16106（7番人気）
枠連票数 計 173118 的中 （3－4） 17312（1番人気）
馬連票数 計 512516 的中 �� 44587（2番人気）
馬単票数 計 276665 的中 �� 10907（5番人気）
ワイド票数 計 259403 的中 �� 21321（1番人気）�� 4574（18番人気）�� 5346（14番人気）
3連複票数 計 666077 的中 ��� 10699（13番人気）
3連単票数 計1000091 的中 ��� 3361（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―13．2―12．2―12．1―12．3―12．2―11．9―12．2

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―48．4―1：00．6―1：12．7―1：25．0―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．3
1
3

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

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

ピエールドリュヌ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．2．23 小倉2着

2011．6．10生 牝3黒鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー 5戦1勝 賞金 8，960，000円
〔その他〕 スリースラッガー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールデンクロス号
（非抽選馬） 4頭 オースミウルフ号・スズカビスタ号・ハルハル号・プリムヴェール号

23044 8月10日 小雨 重 （26小倉2）第4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 7，300，000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

611 キャニオンバレー 牝4青鹿55 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 508＋ 21：44．1 16．4�
35 � エアマデレーン 牝4青鹿55 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 460－ 61：45．05 9．7�
59 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 田辺 裕信北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 492± 01：45．1クビ 10．0�
22 トゥザレジェンド 牝4栗 55 幸 英明 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 530＋14 〃 クビ 4．0�
34 トーワフォーエバー 牝4芦 55 小牧 太齋藤 すゞ 氏 角田 晃一 浦河 猿橋 義昭 478＋ 21：45．2クビ 35．4	
11 ナムラキッス 牝3黒鹿52 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 458＋ 6 〃 クビ 12．7

47 クリノアマダブラム 牝4栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 444＋ 6 〃 アタマ 28．3�
58 ディオーサシチー 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 468＋ 21：45．3クビ 25．9�
23 オールウェイズラブ 牝4鹿 55 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋241：45．62 140．4
815 イ イ チ ョ 牝3黒鹿 52

49 ▲松若 風馬幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 440＋ 41：46．34 103．0�
610 レッドメイヴ 牝3鹿 52 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464＋ 81：46．83 2．0�
46 ナムラユキヒメ 牝3栗 52 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 414＋ 61：47．12 142．8�
712 ワンダーテルヌーラ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 464＋101：47．2� 42．6�
814 カシノソラーレ 牝4栗 55 柴田 未崎柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 494＋ 71：47．41 231．6�
713 ララエクレリゼ 牝3黒鹿52 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 454－ 21：47．5� 84．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，935，500円 複勝： 40，316，100円 枠連： 14，716，000円
馬連： 60，894，200円 馬単： 34，007，700円 ワイド： 31，782，000円
3連複： 76，597，200円 3連単： 121，936，900円 計： 410，185，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 390円 � 230円 � 280円 枠 連（3－6） 700円

馬 連 �� 5，810円 馬 単 �� 14，320円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，770円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 105，620円

票 数

単勝票数 計 299355 的中 � 14600（6番人気）
複勝票数 計 403161 的中 � 24678（6番人気）� 50495（3番人気）� 37491（4番人気）
枠連票数 計 147160 的中 （3－6） 16236（2番人気）
馬連票数 計 608942 的中 �� 8121（19番人気）
馬単票数 計 340077 的中 �� 1780（44番人気）
ワイド票数 計 317820 的中 �� 5384（17番人気）�� 4572（19番人気）�� 7226（10番人気）
3連複票数 計 765972 的中 ��� 4210（44番人気）
3連単票数 計1219369 的中 ��� 837（305番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．1―41．8―54．4―1：06．8―1：19．2―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャニオンバレー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．21 京都5着

2010．3．8生 牝4青鹿 母 ピサノキャニオン 母母 オーパスワン 13戦2勝 賞金 18，010，000円



23045 8月10日 雨 稍重 （26小倉2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

あ だ ち や ま

足 立 山 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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 マトリックスコード 牡4栗 57 幸 英明 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 524－ 61：49．3 2．4�
55 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 502＋ 61：49．51� 3．1�
11 プリンセスアスク 牝3青鹿52 岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 452± 0 〃 クビ 7．6�
33 ノアオーカン 牡4黒鹿57 小牧 太杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 478＋ 41：49．71� 23．9�
44 ヴィルジニア 牝4鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 クビ 3．9	
66 ディレットリーチェ 牝4栗 55 国分 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 518＋121：49．8	 16．9

88 プリンスダム 牡3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B488＋141：50．01	 51．7�
77 メイショウオオゼキ 
4鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B478－101：50．42	 59．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，953，000円 複勝： 26，636，400円 枠連： 発売なし
馬連： 58，394，000円 馬単： 38，913，800円 ワイド： 22，641，500円
3連複： 64，238，700円 3連単： 176，946，100円 計： 415，723，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 279530 的中 � 91392（1番人気）
複勝票数 計 266364 的中 � 75985（1番人気）� 57853（2番人気）� 35020（4番人気）
馬連票数 計 583940 的中 �� 118687（1番人気）
馬単票数 計 389138 的中 �� 41175（1番人気）
ワイド票数 計 226415 的中 �� 38831（1番人気）�� 16728（4番人気）�� 13707（6番人気）
3連複票数 計 642387 的中 ��� 59192（2番人気）
3連単票数 計1769461 的中 ��� 46933（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．4―49．0―1：01．6―1：14．0―1：25．9―1：37．3

コーナー
通過順位

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

2
4
1－2，6，4＝3，7－5，8
1，2，6（4，5）－（8，3）7

勝馬の
紹 介

マトリックスコード 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．2．24 阪神1着

2010．2．19生 牡4栗 母 シークレットコード 母母 マジックコード 6戦2勝 賞金 23，863，000円

23046 8月10日 雨 稍重 （26小倉2）第4日 第10競走
玄界灘の風雲児

��
��1，200�メイショウカイドウカップ

発走15時00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

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

811 ゴールデンムーン 牝5栗 55 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 468± 01：09．1 10．6�
78 キンシノキセキ 牡3鹿 54 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 6 〃 クビ 3．5�
79 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 小坂 忠士亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 488＋ 81：09．2� 12．1�
67 アドマイヤクーガー 牡6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 466－ 41：09．62	 11．2�
11 デンコウデア 牝5黒鹿55 武 幸四郎田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 478＋ 61：09．7クビ 24．1�
55 ヒカリトリトン 牡6鹿 57 酒井 学�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 508＋14 〃 クビ 63．3	
66 アイビーフォールド 牡7鹿 57 松山 弘平 
キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 474± 01：09．91
 84．0�
810 ラーストチカ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 452＋121：10．11
 14．0�
44 � シルクバーニッシュ 牡5鹿 57 和田 竜二有限会社シルク中内田充正 平取 坂東牧場 478＋ 21：10．41� 3．7
33 � アグネスピンキー 牝6鹿 55 国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 436± 01：10．72 92．5�
22 ラインスピリット 牡3黒鹿54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 426＋ 41：11．23 3．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，365，700円 複勝： 41，585，500円 枠連： 18，162，900円
馬連： 97，455，600円 馬単： 52，705，000円 ワイド： 38，138，500円
3連複： 112，730，400円 3連単： 217，295，000円 計： 608，438，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 270円 � 150円 � 230円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，250円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 27，480円

票 数

単勝票数 計 303657 的中 � 22877（4番人気）
複勝票数 計 415855 的中 � 35063（5番人気）� 84362（1番人気）� 43543（4番人気）
枠連票数 計 181629 的中 （7－8） 19664（3番人気）
馬連票数 計 974556 的中 �� 39349（7番人気）
馬単票数 計 527050 的中 �� 9035（18番人気）
ワイド票数 計 381385 的中 �� 13473（7番人気）�� 7434（18番人気）�� 22653（4番人気）
3連複票数 計1127304 的中 ��� 22295（15番人気）
3連単票数 計2172950 的中 ��� 5732（98番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2011．8．13 小倉1着

2009．3．30生 牝5栗 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー 24戦4勝 賞金 74，953，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※デンコウデア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



23047 8月10日 雨 稍重 （26小倉2）第4日 第11競走
JRA60周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第50回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，25．8．3以降26．8．3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

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

69 サトノノブレス 牡4黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 510＋ 21：59．8 4．9�
813 マーティンボロ 牡5青鹿56 藤岡 佑介吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446± 02：00．11� 9．9�
11 メイショウナルト 	6鹿 57．5 田辺 裕信松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 448± 02：00．41� 4．3�
610 ニューダイナスティ 牡5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 42：00．5
 7．2�
711 ローゼンケーニッヒ 牡5黒鹿52 武 幸四郎 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 464± 02：01．03 34．9�
814 ラストインパクト 牡4青鹿57 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 494＋ 22：01．21
 3．6	
712 ダ コ ー ル 牡6鹿 56 松山 弘平
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 474＋ 2 〃 アタマ 9．4�
22 マ デ イ ラ 牡5栗 54 高倉 稜 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 484－122：01．3� 85．0�
57 タガノグーフォ 	5黒鹿53 小牧 太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 486＋102：01．4� 15．8
58 ボ レ ア ス 牡6鹿 53 国分 恭介金子真人ホール

ディングス
 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470± 02：01．61� 140．1�
34 オートドラゴン 牡10栗 51 畑端 省吾大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 502－ 22：02．13 221．4�
33 タムロスカイ 牡7栗 55 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 484± 0 〃 ハナ 50．2�
45 ミキノバンジョー 牡7鹿 55 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 528＋122：02．2クビ 17．6�
46 カネトシディオス 牡7黒鹿53 中井 裕二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 464＋ 62：02．52 158．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 110，816，100円 複勝： 155，198，100円 枠連： 75，330，600円
馬連： 515，299，700円 馬単： 187，949，500円 ワイド： 155，048，100円
3連複： 653，817，500円 3連単： 1，232，082，300円 計： 3，085，541，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 280円 � 190円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 930円 �� 570円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 26，460円

票 数

単勝票数 計1108161 的中 � 179201（3番人気）
複勝票数 計1551981 的中 � 237341（2番人気）� 127196（6番人気）� 227063（3番人気）
枠連票数 計 753306 的中 （6－8） 145510（1番人気）
馬連票数 計5152997 的中 �� 159838（11番人気）
馬単票数 計1879495 的中 �� 32794（19番人気）
ワイド票数 計1550481 的中 �� 42299（11番人気）�� 72487（3番人気）�� 33996（16番人気）
3連複票数 計6538175 的中 ��� 105353（15番人気）
3連単票数 計12320823 的中 ��� 33754（87番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―12．8―12．5―11．9―12．1―12．0―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．7―47．5―1：00．0―1：11．9―1：24．0―1：36．0―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノノブレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．8．18 新潟1着

2010．3．18生 牡4黒鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 13戦4勝 賞金 215，232，000円
〔制裁〕 ニューダイナスティ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

23048 8月10日 雨 重 （26小倉2）第4日 第12競走 ��
��1，700�

い ぶ す き

指 宿 特 別
発走16時15分 （ダート・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

36 � エルフショット 	4青鹿57 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 456－ 41：43．0 38．6�

12 
 エーシンエポナ 牝4鹿 55 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

484－ 6 〃 クビ 7．4�
59 フォローハート 牝3黒鹿52 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 466＋ 81：43．1クビ 3．2�
35 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 462± 01：43．52� 8．4�
11 シャトーウインド 牡4黒鹿57 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 468＋ 81：43．6� 46．6�
713 マジカルツアー 牡5栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 466－ 21：44．02� 9．0	
815
 シゲルスターキング 牡5鹿 57 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 石橋 守 米 La Pasion

America 502－ 4 〃 クビ 135．3

611 プリンシペアスール 牡5鹿 57 島 良太吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474± 01：44．1クビ 89．8�
510 ナムララオウ 牡4栗 57 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 496－ 41：44．42 23．4�
714
 ティズトレメンダス 牝4鹿 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Morgan’s

Ford Farm 506＋ 21：44．5クビ 24．3
612� タンスチョキン 牝4鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 474－ 2 〃 クビ 23．9�
24 サトノアビリティ 牡4栗 57 浜中 俊里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 512＋ 41：44．6� 3．6�
816 バイオレットアロー 牡4鹿 57 義 英真池田 實氏 目野 哲也 新ひだか 山口 忠彦 456＋ 11：44．7クビ 35．9�
23 ハワイアンソルト 牡5芦 57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－ 21：44．91� 51．3�
47 メイショウソレイユ 牡4鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 460＋ 21：45．75 17．7�
48 
� ブ ラ ゾ ン 牡4芦 57 岩崎 翼前田 幸治氏 森田 直行 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 468＋ 21：46．01� 237．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，329，300円 複勝： 65，774，000円 枠連： 28，607，200円
馬連： 134，894，100円 馬単： 65，813，600円 ワイド： 60，111，100円
3連複： 180，698，600円 3連単： 308，926，100円 計： 892，154，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，860円 複 勝 � 610円 � 250円 � 170円 枠 連（1－3） 2，370円

馬 連 �� 12，260円 馬 単 �� 33，010円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 1，850円 �� 560円

3 連 複 ��� 13，130円 3 連 単 ��� 124，290円

票 数

単勝票数 計 473293 的中 � 9789（11番人気）
複勝票数 計 657740 的中 � 22068（10番人気）� 68061（3番人気）� 121115（2番人気）
枠連票数 計 286072 的中 （1－3） 9332（9番人気）
馬連票数 計1348941 的中 �� 8525（36番人気）
馬単票数 計 658136 的中 �� 1495（94番人気）
ワイド票数 計 601111 的中 �� 4635（35番人気）�� 8110（20番人気）�� 29688（3番人気）
3連複票数 計1806986 的中 ��� 10321（35番人気）
3連単票数 計3089261 的中 ��� 1802（370番人気）

ハロンタイム 6．8―10．7―11．7―12．7―12．4―12．1―12．0―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．2―41．9―54．3―1：06．4―1：18．4―1：30．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エルフショット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タマモクロス

2010．3．31生 	4青鹿 母 スウィートエルフ 母母 ダンシングエルフ 14戦1勝 賞金 19，459，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦1勝］

※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 マークスマン号

４レース目



（26小倉2）第4日 8月10日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 163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

231，800，000円
9，560，000円
2，100，000円
19，690，000円
61，356，500円
4，767，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
377，050，100円
517，408，600円
210，639，300円
1，128，736，300円
546，903，300円
438，462，700円
1，425，684，400円
2，662，898，400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 7，307，783，100円

総入場人員 14，990名 （有料入場人員 13，381名）
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