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23061 8月17日 曇 良 （26小倉2）第6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

713 ブラッククローバー 牡2黒鹿54 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 468＋ 41：08．6 5．8�
23 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± 0 〃 クビ 6．1�
510 タイセイメテオ 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 452＋ 81：08．81� 31．5�
612� セイウンデライラ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &
Thorne,Inc. 488＋ 61：08．9	 28．0�

12 ラッフォルツァート 牝2鹿 54 酒井 学 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 ハナ 5．4�

24 ハルマッタン 牝2鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 472± 01：09．11� 2．4	
715 ツジスーパーサクラ 牝2芦 54 小牧 太辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 446－ 61：09．31
 21．4

47 エレディータ 牝2鹿 54 藤岡 佑介有限会社シルク藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：09．51� 22．7�
611 ゼンノウラヌス 牡2黒鹿54 幸 英明大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 470＋ 41：09．6
 59．9�
35 モントルルシュマン 牡2鹿 54 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 438－ 6 〃 ハナ 119．2
714 ウインジラソーレ 牡2黒鹿54 国分 恭介�ウイン 梅田 智之 日高 野島牧場 444＋101：09．91	 177．1�
11 ウインバニラスカイ 牝2芦 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 456＋101：10．53
 22．5�
817 リバイブビート 牡2栗 54 高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 隆栄牧場 456± 0 〃 クビ 357．4�
59 シゲルオミズトリ 牝2栗 54 熊沢 重文森中 蕃氏 武田 博 新冠 村上牧場 384＋ 21：10．6	 453．5�
816 ヒデノプラチナ 牡2鹿 54 �島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 404＋ 41：10．91	 88．0�
48 ロープアドープ 牡2青鹿54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 468＋ 2 〃 アタマ 47．4�
36 シゲルサクラマツリ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣森中 蕃氏 武田 博 浦河 市川牧場 454＋141：11．85 304．0�
818 ニホンピロヘーラー 牝2鹿 54

51 ▲義 英真小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 486＋ 21：12．75 18．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，864，700円 複勝： 32，682，600円 枠連： 12，751，900円
馬連： 42，131，400円 馬単： 24，995，300円 ワイド： 23，474，400円
3連複： 59，716，600円 3連単： 85，513，200円 計： 302，130，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 200円 � 660円 枠 連（2－7） 480円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，310円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 45，220円

票 数

単勝票数 計 208647 的中 � 28463（3番人気）
複勝票数 計 326826 的中 � 56986（2番人気）� 44641（4番人気）� 9810（10番人気）
枠連票数 計 127519 的中 （2－7） 20508（2番人気）
馬連票数 計 421314 的中 �� 24458（4番人気）
馬単票数 計 249953 的中 �� 6807（9番人気）
ワイド票数 計 234744 的中 �� 14914（4番人気）�� 2483（26番人気）�� 2478（27番人気）
3連複票数 計 597166 的中 ��� 4547（32番人気）
3連単票数 計 855132 的中 ��� 1371（125番人気）

ハロンタイム 11．5―10．0―10．8―12．1―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．5―32．3―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラッククローバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．12 中京5着

2012．4．9生 牡2黒鹿 母 パリスセイリュウ 母母 ローランロード 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 シゲルサクラマツリ号は，発走直後に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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロヘーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アイファーコジーン号・カシノトラダマシイ号・カシノランド号・マルトクビクトリー号・ワンダーグロワール号

23062 8月17日 曇 良 （26小倉2）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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

58 グァンチャーレ 牡2青鹿 54
51 ▲義 英真松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 440＋ 21：49．7 4．9�

610 ウインソワレ 牝2鹿 54 川島 信二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 446－10 〃 クビ 2．4�
713 タガノレグルス 牡2鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 21：49．8クビ 10．5�
712 セルリアンコスモ 牡2鹿 54 和田 竜二�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 506＋121：50．01� 44．2�
46 アイオシルケン 牡2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 444＋ 21：50．21� 169．5	
35 ハギノナトゥーラ 牝2鹿 54 浜中 俊日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：50．94 15．9

611 クラウンフレイム 牡2鹿 54 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 490± 01：51．0クビ 226．0�
815 エイシンシャルル 牡2栃栗 54

51 ▲松若 風馬�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 466± 01：51．1� 9．3�
59 ダンツホーネット 牡2芦 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 460－ 41：51．31� 23．8
47 カ ラ ト ラ バ 牡2栗 54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 81：51．51� 43．2�
22 イエローラベンダー 牝2鹿 54 酒井 学飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：51．71� 182．2�
34 セイセイセイ 牡2鹿 54 	島 良太薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 438＋ 4 〃 クビ 299．5�
814 シゲルカゼノボン 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 馬道 繁樹 498＋141：52．23 6．5�
23 ミ コ ラ ソ ン 牡2鹿 54 武 幸四郎松島 正昭氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：52．73 8．4�
11 シゲルワッショイ 牡2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 450－ 21：53．97 195．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，436，300円 複勝： 26，693，700円 枠連： 10，409，400円
馬連： 36，423，500円 馬単： 22，405，200円 ワイド： 19，529，800円
3連複： 48，987，300円 3連単： 70，730，700円 計： 254，615，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 130円 � 220円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 270円 �� 710円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 194363 的中 � 31562（2番人気）
複勝票数 計 266937 的中 � 46272（2番人気）� 68022（1番人気）� 24315（5番人気）
枠連票数 計 104094 的中 （5－6） 13292（2番人気）
馬連票数 計 364235 的中 �� 43870（1番人気）
馬単票数 計 224052 的中 �� 11778（3番人気）
ワイド票数 計 195298 的中 �� 20917（1番人気）�� 6458（9番人気）�� 7737（5番人気）
3連複票数 計 489873 的中 ��� 17058（4番人気）
3連単票数 計 707307 的中 ��� 5301（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．6―13．1―12．4―11．9―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．7―49．8―1：02．2―1：14．1―1：26．0―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グァンチャーレ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2014．7．26 中京5着

2012．2．27生 牡2青鹿 母 チュウオーサーヤ 母母 サンライトブルボン 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 エイシンシャルル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ウインソワレ号の騎手川島信二は，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50，000円。（被害馬：13番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エイシンシャルル号は，平成26年8月18日から平成26年9月7日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルワッショイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17日まで平地

競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第６日



23063 8月17日 曇 重 （26小倉2）第6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

714 メイショウヒコボシ 牡3鹿 56
55 ☆中井 裕二松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 518－ 41：45．1 39．6�

47 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 450－ 2 〃 クビ 8．3�
612 フ ク イ ル 牡3鹿 56 佐久間寛志副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 438＋ 81：45．52� 126．0�
24 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 川島 信二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 494－ 2 〃 クビ 10．4�
48 タマモホルン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 484＋ 81：45．6� 3．5�
713 メイショウボンロク 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 476－ 4 〃 アタマ 16．2	
12 ワイレアタヤス 牡3鹿 56 小牧 太横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 516＋ 21：46．13 15．5

611 トゥルースカイ 牡3鹿 56 和田 竜二宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 478＋ 61：46．31� 11．2�
59 バイスブルー 牡3栗 56 藤岡 佑介 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 490－ 61：46．4� 6．8�
11 トーコープラネット 牡3栗 56 酒井 学森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 442－101：46．5クビ 53．1
23 マイネルプレセンテ 牡3鹿 56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 81：48．09 152．7�
816 ス プ ル ス �3栗 56

53 ▲松若 風馬水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 444－ 2 〃 クビ 5．1�
510 レッドジュベール 牡3鹿 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 490－ 61：48．32 18．7�
36 メイショウモウトク 牡3鹿 56 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：48．4クビ 222．5�
35 ホウルスカイ �3黒鹿56 柴田 未崎�フォーレスト 宮 徹 日高 シンボリ牧場 B482－ 41：49．46 269．0�
815 ビーイノベイティブ 牡3鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 560＋32 （競走中止） 13．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，000，300円 複勝： 31，022，800円 枠連： 14，501，300円
馬連： 42，173，000円 馬単： 23，682，500円 ワイド： 23，649，300円
3連複： 60，258，600円 3連単： 77，295，900円 計： 291，583，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，960円 複 勝 � 940円 � 230円 � 3，140円 枠 連（4－7） 1，560円

馬 連 �� 16，760円 馬 単 �� 35，880円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 30，670円 �� 15，030円

3 連 複 ��� 636，530円 3 連 単 ��� 2，668，540円

票 数

単勝票数 計 190003 的中 � 3835（11番人気）
複勝票数 計 310228 的中 � 7844（11番人気）� 44665（3番人気）� 2223（13番人気）
枠連票数 計 145013 的中 （4－7） 7173（5番人気）
馬連票数 計 421730 的中 �� 1949（50番人気）
馬単票数 計 236825 的中 �� 495（103番人気）
ワイド票数 計 236493 的中 �� 1382（49番人気）�� 198（97番人気）�� 405（72番人気）
3連複票数 計 602586 的中 ��� 71（402番人気）
3連単票数 計 772959 的中 ��� 21（2110番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．1―54．7―1：06．8―1：19．0―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒコボシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Green Desert デビュー 2013．9．17 阪神4着

2011．4．18生 牡3鹿 母 フォーフリーダムス 母母 Shining Eyes 8戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走中止〕 ビーイノベイティブ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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） 4頭 スズカレビン号・ビースティ号・ピースマーク号・メイショウセイウン号
（非抽選馬） 1頭 キーアシスト号

23064 8月17日 曇 良 （26小倉2）第6日 第4競走 ��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

59 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �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 402＋ 22：01．7 2．9�

36 ディパーテッド 牝3青鹿 54
51 ▲松若 風馬市川 義美氏 今野 貞一 新ひだか フジワラフアーム 442－ 22：01．8� 5．2�

12 ディアフレンド 牝3栗 54 浜中 俊有限会社シルク千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：01．9クビ 9．9�
713 フェミニンドレス 牝3栗 54 幸 英明村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 444－ 22：02．11� 9．5�
24 トーワクリステル 牝3鹿 54 藤岡 佑介齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 446－ 42：02．31� 16．0�
612 バターカップ 牝3鹿 54 川田 将雅泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 幌村牧場 428＋ 62：02．62 22．9	
714 デンコウガイア 牝3鹿 54 松山 弘平田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 448－122：02．7� 41．3

510 ジョウノソフィア 牝3鹿 54 藤懸 貴志小川 義勝氏 平田 修 日高 三城牧場 488 ― 〃 アタマ 33．3�
611 ワンダーベレーザ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真山本 信行氏 今野 貞一 浦河 永田 克之 404＋ 42：02．91� 20．7�
35 ウィステリアメジロ 牝3黒鹿54 酒井 学大迫 基弘氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 82：03．0� 5．1
816 エミネントフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート庄野 靖志 浦河 中島牧場 442－ 4 〃 ハナ 77．2�
48 メイショウホタル 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 454－122：03．1� 35．3�
11 ア ル ー シ ュ 牝3芦 54 高倉 稜有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 460－122：03．2� 44．1�
817 クレスコポッケ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 412＋ 42：03．41 182．2�
47 マグナカルタ 牝3黒鹿54 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 82：03．5� 84．5�
23 ニュープロローグ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 羽月 友彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋102：03．6� 55．6�
715 アグネスカクシン 牝3鹿 54 	島 良太渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 420＋14 〃 ハナ 299．9�
818 ホワイトブルグ 牝3芦 54 荻野 琢真�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 432－ 82：03．7� 213．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，158，300円 複勝： 30，963，300円 枠連： 16，755，000円
馬連： 43，807，500円 馬単： 24，263，300円 ワイド： 25，064，700円
3連複： 59，244，000円 3連単： 81，134，400円 計： 300，390，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 240円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 450円 �� 640円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 13，630円

票 数

単勝票数 計 191583 的中 � 52585（1番人気）
複勝票数 計 309633 的中 � 65437（1番人気）� 48187（2番人気）� 26578（5番人気）
枠連票数 計 167550 的中 （3－5） 34162（1番人気）
馬連票数 計 438075 的中 �� 31394（2番人気）
馬単票数 計 242633 的中 �� 8937（3番人気）
ワイド票数 計 250647 的中 �� 15144（2番人気）�� 10021（5番人気）�� 4842（14番人気）
3連複票数 計 592440 的中 ��� 12664（6番人気）
3連単票数 計 811344 的中 ��� 4315（18番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―13．3―12．6―12．1―12．0―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．0―49．3―1：01．9―1：14．0―1：26．0―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3
2，9，1（3，6）（4，5，10）8（7，12）11（16，18，13）17，15－14・（9，13）2（1，6）（4，3，10）（5，11）12（7，8）16（17，15）18－14

2
4

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

マイネボニータ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2013．10．13 京都3着

2011．4．18生 牝3栗 母 マイネシャリマー 母母 オールフォーゲラン 14戦1勝 賞金 15，780，000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 シゲルオウミ号



23065 8月17日 曇 良 （26小倉2）第6日 第5競走 ��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

88 リッパーザウィン 牡2栗 54 小牧 太�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 490 ―1：10．3 6．9�

33 シゲルアオイマツリ 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 452 ― 〃 クビ 5．4�
11 ハマノマーキュリー 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 420 ―1：10．83 38．7�
77 クリノスーアンコー 牡2青鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 476 ―1：11．33 9．2�
89 イ チ ザ ラ ブ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 412 ― 〃 クビ 14．7�
44 メイショウカンベエ 牡2鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 438 ―1：11．4� 1．6	
55 カシノリクノオウ 牡2青鹿54 柴田 未崎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 458 ―1：11．93 79．1

66 クリノコクシムソウ 牡2芦 54 藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 日高 中前牧場 490 ―1：12．96 24．3�
22 トップオブザツリー 牡2栗 54 川須 栄彦�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 448 ― 〃 アタマ 19．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，488，700円 複勝： 33，681，000円 枠連： 7，421，700円
馬連： 34，727，600円 馬単： 29，448，400円 ワイド： 17，563，200円
3連複： 42，567，700円 3連単： 105，054，800円 計： 292，953，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 250円 � 1，230円 枠 連（3－8） 1，250円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，020円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 14，700円 3 連 単 ��� 83，240円

票 数

単勝票数 計 224887 的中 � 26039（3番人気）
複勝票数 計 336810 的中 � 34759（3番人気）� 39621（2番人気）� 5912（8番人気）
枠連票数 計 74217 的中 （3－8） 4574（4番人気）
馬連票数 計 347276 的中 �� 15284（6番人気）
馬単票数 計 294484 的中 �� 5284（15番人気）
ワイド票数 計 175632 的中 �� 8469（7番人気）�� 1433（26番人気）�� 2104（22番人気）
3連複票数 計 425677 的中 ��� 2171（42番人気）
3連単票数 計1050548 的中 ��� 915（196番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．6―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．5
3 7（1，8）（3，9）（2，5，4）＝6 4 ・（7，8）（1，3，9）（5，4）2＝6
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

リッパーザウィン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2012．4．29生 牡2栗 母 シャトルシャロン 母母 オースミシャロン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23066 8月17日 曇 良 （26小倉2）第6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
1：43．9

良
良

36 ビオラフォーエバー 牡3栗 56 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 478＋101：48．4 7．5�
714 テーオービックバン 牡3栗 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 81：48．5� 4．0�
510 ノ ー ビ リ ス 牝3青鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ―1：49．56 28．8�
713 ファーマティアラ 牝3鹿 54 酒井 学中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 444＋ 6 〃 クビ 313．8�
611 ビブラビブレ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 422－ 21：49．71� 17．2	
59 グレンガイル 牡3鹿 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 474－101：49．8クビ 30．5

47 ペプチドムーン 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 458－121：49．9� 71．6�
24 ユニコーンバローズ 牡3青鹿56 松山 弘平猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 2 〃 ハナ 9．0�
35 ラガーギアチェンジ 牡3青鹿56 川田 将雅奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 470＋ 21：50．11� 2．2
612 ウイングパラダイス 牝3鹿 54 大下 智 �ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：50．41� 58．7�
816 アカイスイセイ 牡3鹿 56 小牧 太�野 智博氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 432－ 21：50．5� 19．5�
815 キクノユニゾン 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 B448－ 61：50．6� 34．0�
48 ドリームジュエリー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真セゾンレースホース� 中村 均 大樹 大樹ファーム 414－161：50．81� 59．1�
12 ゼンノブローアップ 牡3青鹿56 川島 信二大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 446－141：50．9� 95．2�
23 フ ア ヒ キ リ 牡3黒鹿56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 468＋ 41：51．0� 23．7�
11 アメノチハレ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 454＋ 8 〃 アタマ 265．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，147，400円 複勝： 35，396，100円 枠連： 16，006，900円
馬連： 53，125，100円 馬単： 30，059，700円 ワイド： 26，391，200円
3連複： 69，683，200円 3連単： 100，886，700円 計： 356，696，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 160円 � 680円 枠 連（3－7） 380円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，840円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 55，360円

票 数

単勝票数 計 251474 的中 � 26817（3番人気）
複勝票数 計 353961 的中 � 44647（3番人気）� 70270（2番人気）� 10172（9番人気）
枠連票数 計 160069 的中 （3－7） 32167（1番人気）
馬連票数 計 531251 的中 �� 32626（4番人気）
馬単票数 計 300597 的中 �� 7310（8番人気）
ワイド票数 計 263912 的中 �� 13130（4番人気）�� 2285（29番人気）�� 3647（21番人気）
3連複票数 計 696832 的中 ��� 4614（33番人気）
3連単票数 計1008867 的中 ��� 1321（161番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．2―12．7―12．4―12．2―11．5―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．0―49．7―1：02．1―1：14．3―1：25．8―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．1
1
3
6，11（3，14）5，13，4，15（1，16）－10（2，7）9，12，8
6（11，14，16，9）（3，5，13）（1，10）（4，15，12）2，7，8

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

勝馬の
紹 介

ビオラフォーエバー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Entrepreneur デビュー 2013．9．1 小倉6着

2011．3．10生 牡3栗 母 ミッドキャップ 母母 Tis Juliet 8戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 グレンガイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 バレーナボス号



23067 8月17日 曇 稍重 （26小倉2）第6日 第7競走 ��
��1，000�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 7，300，000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
56．9
56．9

重
重

69 アイムユアドリーム 牝3栗 52 松山 弘平ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 450＋ 4 58．7 6．0�
57 レゼトワール 牝4鹿 55 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 492＋14 〃 クビ 4．6�
813� スリーエスペラント 牡4栗 57 酒井 学永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 498＋14 58．8クビ 33．7�
711 ヒカリセット 牡3青鹿54 高倉 稜�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 2 〃 ハナ 60．4�
33 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 幸 英明横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 486－ 6 〃 ハナ 8．0�
46 キネオキャノン 牡3鹿 54

51 ▲岩崎 翼吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 484＋18 〃 ハナ 17．1	
58 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474＋24 58．9クビ 10．2

712 デアリングプライド 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 ハナ 3．7�
34 	 エクセレンフレール 牡4鹿 57 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 504－ 2 59．11
 31．0
11 カゼニタツライオン 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 518± 0 59．2クビ 8．6�
45 クインズパール 牡3鹿 54 藤懸 貴志 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 B534－ 2 59．52 9．6�
814 ヴァルナビット 牡5栗 57 国分 恭介田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 480－ 8 59．71� 113．3�
610� ピンクストーン 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 三嶋牧場 458－ 2 〃 ハナ 69．1�
（13頭）

22 テイエムヒーロー 牡4鹿 57
54 ▲義 英真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 482－18 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，258，000円 複勝： 29，591，000円 枠連： 12，260，200円
馬連： 47，544，900円 馬単： 24，638，000円 ワイド： 23，896，000円
3連複： 54，822，800円 3連単： 76，663，200円 計： 291，674，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 180円 � 720円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，070円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 15，170円 3 連 単 ��� 78，610円

票 数

単勝票数 差引計 222580（返還計 19995） 的中 � 29479（3番人気）
複勝票数 差引計 295910（返還計 19859） 的中 � 41144（3番人気）� 48452（2番人気）� 8237（10番人気）
枠連票数 差引計 122602（返還計 17985） 的中 （5－6） 10837（3番人気）
馬連票数 差引計 475449（返還計 90839） 的中 �� 26012（3番人気）
馬単票数 差引計 246380（返還計 46572） 的中 �� 5775（8番人気）
ワイド票数 差引計 238960（返還計 41900） 的中 �� 12150（3番人気）�� 1917（35番人気）�� 2219（32番人気）
3連複票数 差引計 548228（返還計159162） 的中 ��� 2710（52番人気）
3連単票数 差引計 766632（返還計220475） 的中 ��� 707（278番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―34．1―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F36．2
3 ・（4，5，6）9（1，7，8）10，12，3，13（11，14） 4 ・（4，5，6）（1，7，9）（12，8）3，10，13，11，14

勝馬の
紹 介

アイムユアドリーム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．3．16 中京1着

2011．2．13生 牝3栗 母 ビオンドパンテーラ 母母 ラ プ ー マ 5戦2勝 賞金 13，020，000円
〔競走除外〕 テイエムヒーロー号は，馬場入場時に放馬。疾病〔外傷性鼻出血及び左眼瞼部挫創〕を発症したため競走除外。

23068 8月17日 曇 稍重 （26小倉2）第6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）

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

48 メイショウワコン 牡3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 500＋101：43．3 7．2�
23 キタサンウンゲツ 牡3鹿 54

51 ▲岩崎 翼�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 504＋ 4 〃 クビ 5．4�
612 キングズガード 牡3鹿 54 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 444＋121：43．72� 2．6�
11 サンライズワールド �4栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 444－ 21：43．8クビ 11．1�
611� ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 高倉 稜山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 464＋ 61：44．65 15．3�
24 グロシュラライト 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 446± 01：45．02� 125．4	
714 アスターフレンチ 牡4栗 57 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 498＋ 8 〃 クビ 34．2

816 マークスマン �4鹿 57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 41：45．21	 18．9�
815 ウェーブオーキッド �4青 57 藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 8 〃 アタマ 126．0�
47 デンコウリキ 牡4黒鹿 57

54 ▲松若 風馬田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 506＋ 81：45．52 6．4
59 ミッキーバルーン 牡5栗 57 幸 英明野田みづき氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 496＋10 〃 アタマ 138．2�
12 ウインクルミラクル 牝3鹿 52

49 ▲義 英真塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 480＋ 81：45．6クビ 27．4�
510� クリノロッキー 牡4栗 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 21：45．92 107．7�
713 パープルパルピナ 牡3鹿 54 酒井 学中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 466± 01：46．0クビ 31．9�
36 キングオブタイム 牡3黒鹿54 小牧 太有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 504＋121：46．21	 18．7�
35 � ワンダーパラジーノ 牡4栗 57 大下 智山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 474± 01：46．3クビ 271．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，149，700円 複勝： 39，096，700円 枠連： 19，896，000円
馬連： 67，042，200円 馬単： 36，149，400円 ワイド： 33，821，700円
3連複： 86，384，800円 3連単： 124，283，700円 計： 436，824，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 160円 � 140円 枠 連（2－4） 970円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 620円 �� 470円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 11，740円

票 数

単勝票数 計 301497 的中 � 33168（4番人気）
複勝票数 計 390967 的中 � 35959（5番人気）� 66466（2番人気）� 87032（1番人気）
枠連票数 計 198960 的中 （2－4） 15782（4番人気）
馬連票数 計 670422 的中 �� 34108（3番人気）
馬単票数 計 361494 的中 �� 8253（9番人気）
ワイド票数 計 338217 的中 �� 13179（5番人気）�� 18320（2番人気）�� 28322（1番人気）
3連複票数 計 863848 的中 ��� 37884（1番人気）
3連単票数 計1242837 的中 ��� 7673（15番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．8―12．4―12．2―12．1―12．4―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．6―42．0―54．2―1：06．3―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4F49．1―3F37．0
1
3
4，8（3，13）（1，7）2（12，6）（14，15）－16，9，11－（5，10）・（4，8）（3，13）1（12，7，14）－（15，2，6）（9，16，11）＝10－5

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

勝馬の
紹 介

メイショウワコン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．21 阪神1着

2011．5．21生 牡3栗 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 4戦2勝 賞金 16，100，000円
〔制裁〕 キタサンウンゲツ号の騎手岩崎翼は，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。
※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 ハッピーメモリーズ号



23069 8月17日 晴 良 （26小倉2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

ち く ご が わ

筑 後 川 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

66 モンドシャルナ 牡3鹿 54 浜中 俊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440＋ 82：00．1 3．9�
44 フロリダパンサー 牡3青鹿54 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 470－ 22：00．31� 12．3�
79 マルクナッテ 牝3栗 52 義 英真小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 406＋ 82：00．4	 24．0�
78 スカイキューティー 牝4黒鹿55 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 480± 02：00．72 12．5�
33 
 テイエムレオネッサ 牝4栗 55 酒井 学竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 462－ 8 〃 ハナ 33．3�
11 レッドシェリフ 牡6栗 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 500－ 42：00．8クビ 25．2	
811 プランスペスカ 牡4鹿 57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 458± 0 〃 クビ 4．3

810 エイシンハドソン 牡3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 544＋142：00．9� 2．1�
55 エスターブレ 牝4栗 55 国分 恭介草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 464＋ 22：01．0� 99．9�
22 スリーケーザル �3栗 54 川島 信二永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 464－ 22：01．21� 234．8
67 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 482－ 22：01．41� 37．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，911，900円 複勝： 49，228，900円 枠連： 19，123，300円
馬連： 81，033，000円 馬単： 52，067，600円 ワイド： 40，055，900円
3連複： 102，174，600円 3連単： 222，129，900円 計： 599，725，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 370円 � 600円 枠 連（4－6） 2，570円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，200円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 13，960円 3 連 単 ��� 63，650円

票 数

単勝票数 計 339119 的中 � 67860（2番人気）
複勝票数 計 492289 的中 � 83190（3番人気）� 32433（5番人気）� 18073（8番人気）
枠連票数 計 191233 的中 （4－6） 5766（8番人気）
馬連票数 計 810330 的中 �� 20595（9番人気）
馬単票数 計 520676 的中 �� 7830（15番人気）
ワイド票数 計 400559 的中 �� 9743（14番人気）�� 8704（17番人気）�� 3389（28番人気）
3連複票数 計1021746 的中 ��� 5488（42番人気）
3連単票数 計2221299 的中 ��� 2530（178番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．4―12．2―12．3―12．4―12．1―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．6―48．0―1：00．2―1：12．5―1：24．9―1：37．0―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンドシャルナ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao デビュー 2013．10．26 京都1着

2011．3．7生 牡3鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere 8戦2勝 賞金 25，969，000円

23070 8月17日 晴 良 （26小倉2）第6日 第10競走 ��
��1，200�西部日刊スポーツ杯

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

西部日刊スポーツ新聞社賞（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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

22 ホッコーサラスター 牝3鹿 52 武 幸四郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466＋ 61：08．3 8．8�
11 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 浜中 俊田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 484－ 21：08．51 3．3�
68 ホープタウン 牡3黒鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 2 〃 ハナ 3．5�
811 ケイアイウィルゴー 牝4鹿 55 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 478± 01：08．81� 6．2�
67 シンジュボシ 牝4栗 55 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 480＋ 21：09．01	 4．2�
55 アイビーフォールド 牡7鹿 57 酒井 学 	キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 468－ 6 〃 アタマ 106．5

44 
 シルクバーニッシュ 牡5鹿 57 川須 栄彦有限会社シルク中内田充正 平取 坂東牧場 B478± 0 〃 クビ 21．6�
79 パープルタイヨー 牡8鹿 57 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 434－ 4 〃 ハナ 236．7�
710 メ ロ ー ト 牡6黒鹿57 国分 恭介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 462－101：09．42	 52．9
56 スズノオオタカ 牡6鹿 57 小牧 太阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 510－ 41：10．25 128．5�
812�
 スピアナート 牝5鹿 55 松山 弘平有限会社シルク�島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 458－ 21：10．41 30．3�
33 カシノタロン 牝3栗 52 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 416－161：17．3大差 25．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，491，100円 複勝： 62，982，400円 枠連： 28，389，800円
馬連： 117，068，200円 馬単： 66，872，600円 ワイド： 45，280，200円
3連複： 142，556，700円 3連単： 280，736，300円 計： 785，377，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 220円 � 140円 � 150円 枠 連（1－2） 1，680円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 520円 �� 690円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 414911 的中 � 37410（5番人気）
複勝票数 計 629824 的中 � 59085（5番人気）� 130063（1番人気）� 116330（3番人気）
枠連票数 計 283898 的中 （1－2） 13033（6番人気）
馬連票数 計1170682 的中 �� 58566（7番人気）
馬単票数 計 668726 的中 �� 14205（15番人気）
ワイド票数 計 452802 的中 �� 21700（7番人気）�� 15555（9番人気）�� 42622（2番人気）
3連複票数 計1425567 的中 ��� 57795（5番人気）
3連単票数 計2807363 的中 ��� 14236（46番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーサラスター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．10．26 京都2着

2011．4．17生 牝3鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 8戦3勝 賞金 33，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノタロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17日まで平地競走

に出走できない。

１レース目



23071 8月17日 晴 稍重 （26小倉2）第6日 第11競走 ��
��1，700�

あ そ

阿蘇ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，25．8．10以降26．8．10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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

815 メイショウコロンボ 牡5青 55 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 486－ 21：43．0 4．7�
22 タイムズアロー 牡6栗 55 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：43．1� 10．1�
58 ケイアイレオーネ 牡4芦 56 浜中 俊亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B564＋16 〃 ハナ 10．6�
23 メテオロロジスト 牡7栗 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 516＋ 21：43．2� 194．8�
59 グラッツィア 牡6鹿 56 高倉 稜山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 21．1	
611 ジョヴァンニ 牡5栗 55 �島 良太 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 B508－ 41：43．41	 28．1

712 クリノヒマラヤオー 牡4黒鹿55 小牧 太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 486－ 2 〃 ハナ 14．3�
35 ボ レ ア ス 牡6鹿 53 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470± 01：43．61� 57．1�
713 トウシンイーグル 
6鹿 55 小坂 忠士�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 470± 01：43．7クビ 2．8
11 ナリタスーパーワン 牡5鹿 56 幸 英明�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－121：43．8� 9．9�
34 ナリタシルクロード 牡7鹿 55 川島 信二�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 536－121：44．43� 82．8�
46 ネオザウイナー 牡6青鹿54 酒井 学小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 61：44．61	 68．1�
47 マイネルバイカ 牡5鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 480± 01：45．55 14．8�
610 トウショウヘイロー 牡5鹿 54 国分 恭介トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 550＋161：46．03 38．1�
814 クロフネサプライズ 牝4芦 53 藤岡 佑介畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 456－ 41：46．63� 9．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 68，664，300円 複勝： 93，996，600円 枠連： 63，663，000円
馬連： 275，750，600円 馬単： 121，792，100円 ワイド： 94，993，700円
3連複： 366，028，100円 3連単： 595，475，400円 計： 1，680，363，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 270円 � 320円 枠 連（2－8） 1，590円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 820円 �� 930円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 25，150円

票 数

単勝票数 計 686643 的中 � 114907（2番人気）
複勝票数 計 939966 的中 � 167519（2番人気）� 85396（4番人気）� 66516（5番人気）
枠連票数 計 636630 的中 （2－8） 30861（7番人気）
馬連票数 計2757506 的中 �� 97859（6番人気）
馬単票数 計1217921 的中 �� 25090（7番人気）
ワイド票数 計 949937 的中 �� 30311（4番人気）�� 26485（7番人気）�� 18940（17番人気）
3連複票数 計3660281 的中 ��� 51047（12番人気）
3連単票数 計5954754 的中 ��� 17160（46番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2012．1．14 小倉2着

2009．3．19生 牡5青 母 メイショウハーブ 母母 ル ハ ビ ー 17戦6勝 賞金 97，081，000円

23072 8月17日 晴 良 （26小倉2）第6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 7，300，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

56 ダノンマッキンレー 牡3栗 54 浜中 俊�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 472－ 61：08．3 4．8�
69 グランプリナイト 牡4黒鹿57 川田 将雅�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 500－ 21：08．4� 6．1�
11 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 松山 弘平吉田 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 474± 01：08．5� 21．0�
22 オリエンタルサン 牡4鹿 57 藤懸 貴志下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 466＋12 〃 クビ 7．3�
33 ハ ッ シ ュ 牝3芦 52 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 21：08．6� 3．3�
812	 キママホウダイ 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 498± 0 〃 ハナ 10．3	
44 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 酒井 学ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 438＋ 41：08．7クビ 51．9

710	 デンコウタフネス 牡5鹿 57

54 ▲義 英真田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 442－101：08．8� 20．7�
813 アラタマシャトル 牡3鹿 54 幸 英明荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 464－ 21：08．9� 22．3�
711 カレンシェリーメイ 牝5鹿 55

52 ▲松若 風馬鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 406－ 21：09．11
 7．3
68 ハッピーロングラン 牝3鹿 52 高倉 稜馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 406－121：09．2� 43．7�
57 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 小坂 忠士澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 478＋ 21：09．41� 112．6�
45 ジェネクラージュ 牡4栗 57 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 450＋ 41：09．5� 59．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，147，300円 複勝： 61，490，100円 枠連： 29，105，800円
馬連： 131，040，200円 馬単： 65，300，200円 ワイド： 54，092，200円
3連複： 170，266，700円 3連単： 299，127，700円 計： 855，570，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 200円 � 300円 枠 連（5－6） 1，150円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，390円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 23，100円

票 数

単勝票数 計 451473 的中 � 74914（2番人気）
複勝票数 計 614901 的中 � 103509（2番人気）� 82898（3番人気）� 44889（6番人気）
枠連票数 計 291058 的中 （5－6） 19557（4番人気）
馬連票数 計1310402 的中 �� 82499（2番人気）
馬単票数 計 653002 的中 �� 21946（3番人気）
ワイド票数 計 540922 的中 �� 32343（2番人気）�� 9645（16番人気）�� 7928（22番人気）
3連複票数 計1702667 的中 ��� 20723（17番人気）
3連単票数 計2991277 的中 ��� 9386（62番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンマッキンレー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．12 京都1着

2011．4．4生 牡3栗 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 8戦2勝 賞金 21，569，000円
〔制裁〕 ダノンマッキンレー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）

４レース目



（26小倉2）第6日 8月17日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

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

185，210，000円
8，140，000円
1，330，000円
16，630，000円
63，479，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
367，718，000円
526，825，200円
250，284，300円
971，867，200円
521，674，300円
427，812，300円
1，262，691，100円
2，119，031，900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 6，447，904，300円

総入場人員 10，456名 （有料入場人員 9，100名）
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