
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
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23085 8月24日 小雨 稍重 （26小倉2）第8日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・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
57．7
57．7

重
重

814 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 456－ 2 58．5 4．9�
69 アイファーサラオー 牡2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 478＋ 2 59．56 19．7�
22 メイショウオオラカ 牡2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 434± 0 59．6クビ 21．3�
11 アサケカペラ 牡2鹿 54

51 ▲岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 412＋ 4 〃 クビ 21．8�
610 タマモイヤリング 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 454＋ 2 〃 ハナ 1．6�
58 サカジロビューティ 牝2鹿 54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 414－ 8 59．8� 12．4	
712 シ ュ ン イ キ 牡2栗 54 高倉 稜石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 480－ 6 59．9� 103．6

45 キ ト ラ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 494－ 81：00．0� 65．1�
33 タガノアルデ 牡2芦 54 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 61：00．74 9．9�
46 タカノロンシャン 牡2芦 54 国分 優作山口多賀司氏 梅田 康雄 新冠 村上 欽哉 474＋ 61：01．01� 53．1
34 クリノケンパイ 牝2青鹿54 太宰 啓介栗本 博晴氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 452＋ 21：01．42� 178．0�
57 エイシンサワー 牡2鹿 54 武 幸四郎�栄進堂 坂口 正則 日高 シンボリ牧場 494± 01：01．61 19．4�
813 テイエムトナカイ 牝2栗 54 川島 信二竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 436± 0 〃 クビ 268．0�
711 シゲルシャンシャン 牝2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 日吉 正和 日高 千葉飯田牧場 452＋ 61：02．87 253．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，224，800円 複勝： 28，935，400円 枠連： 8，334，900円
馬連： 36，153，200円 馬単： 23，671，900円 ワイド： 17，506，400円
3連複： 48，931，900円 3連単： 84，979，700円 計： 265，738，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 250円 � 750円 � 610円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，240円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 17，380円 3 連 単 ��� 96，870円

票 数

単勝票数 計 172248 的中 � 27755（2番人気）
複勝票数 計 289354 的中 � 34941（2番人気）� 9266（8番人気）� 11655（5番人気）
枠連票数 計 83349 的中 （6－8） 16993（1番人気）
馬連票数 計 361532 的中 �� 5739（16番人気）
馬単票数 計 236719 的中 �� 2034（26番人気）
ワイド票数 計 175064 的中 �� 3111（18番人気）�� 3698（12番人気）�� 1320（32番人気）
3連複票数 計 489319 的中 ��� 2111（50番人気）
3連単票数 計 849797 的中 ��� 636（254番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―34．6―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィッシュハピネス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．8．3 小倉6着

2012．4．15生 牝2青鹿 母 フロムスクラッチ 母母 Snow Dance 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルシャンシャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月24日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トップオブザツリー号

23086 8月24日 小雨 良 （26小倉2）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 サチノクイーン 牝3鹿 54 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B460－121：09．2 32．6�
48 ナイトジャスミン 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 398＋ 21：09．3� 3．2�

817 タマモテンカラット 牝3栗 54 松山 弘平タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 474＋ 41：09．51� 15．4�
36 クリノツネチャン 牝3栗 54 �島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 428－ 6 〃 ハナ 30．3�
24 ティップトップ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 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 496＋ 6 〃 クビ 6．8�

714 サンバレッスン 牝3栗 54 太宰 啓介	下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 482± 01：09．6クビ 35．9

818 ウィステリアカット 牝3鹿 54 熊沢 重文大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：09．7� 18．0�
612 ミナスジェライス 牝3鹿 54 田中 健 	キャロットファーム 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 81：09．8� 25．7�
59 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 446－ 21：09．9� 3．5
713 メイショウタイリン 牝3青 54 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B446－ 61：10．11� 48．4�
611 ダッシャーレーヌ 牝3鹿 54 北村 友一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 398＋ 4 〃 ハナ 18．0�
47 ハッピーウィンド 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 436－ 9 〃 クビ 123．8�
816 ハワイアンリズ 牝3黒鹿54 川島 信二	下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 426 ―1：10．31� 112．5�
35 ピ ノ 牝3鹿 54 幸 英明廣崎 玲子氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 494＋ 61：10．51 10．9�
715 ベ ル テ ン ポ 牝3鹿 54 酒井 学林 正道氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 99．9�
11 アグネスミライ 牝3鹿 54 川須 栄彦渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 468－ 4 〃 クビ 59．9�
23 ローゼルキュート 牝3鹿 54 岡田 祥嗣村上 稔氏 佐藤 正雄 日高 松平牧場 480－ 81：10．6� 86．9�
12 マイネバラシア 牝3鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋ 41：10．91� 27．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，682，700円 複勝： 25，906，800円 枠連： 13，225，600円
馬連： 38，184，600円 馬単： 22，835，500円 ワイド： 21，969，200円
3連複： 54，071，800円 3連単： 71，798，400円 計： 266，674，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，260円 複 勝 � 910円 � 190円 � 360円 枠 連（4－5） 730円

馬 連 �� 7，790円 馬 単 �� 22，950円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 7，500円 �� 950円

3 連 複 ��� 33，590円 3 連 単 ��� 262，890円

票 数

単勝票数 計 186827 的中 � 4572（11番人気）
複勝票数 計 259068 的中 � 6122（12番人気）� 44437（2番人気）� 17587（4番人気）
枠連票数 計 132256 的中 （4－5） 13967（1番人気）
馬連票数 計 381846 的中 �� 3798（27番人気）
馬単票数 計 228355 的中 �� 746（74番人気）
ワイド票数 計 219692 的中 �� 2318（26番人気）�� 732（72番人気）�� 6180（5番人気）
3連複票数 計 540718 的中 ��� 1207（106番人気）
3連単票数 計 717984 的中 ��� 198（751番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．5―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サチノクイーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイトスポット デビュー 2013．10．5 京都7着

2011．3．10生 牝3鹿 母 ノーススポット 母母 ミッチースマイル 9戦1勝 賞金 5，350，000円
※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） 2頭 タガノエスガール号・ワンダートロワ号
（非抽選馬） 2頭 フィラデルフィア号・フラッシュバイオ号

第２回 小倉競馬 第８日



23087 8月24日 小雨 稍重 （26小倉2）第8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

816 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 B442－ 21：46．4 2．5�
714 アグネスユニコーン 牡3黒鹿56 高倉 稜渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 500＋101：46．82� 15．9�
23 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 488± 0 〃 クビ 20．0�
612 センティグレード 牡3青鹿56 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 522－101：46．9� 9．5�
611 ミッキーサムソン 牡3鹿 56 川須 栄彦野田みづき氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋101：47．0� 76．1�
815 エアカーディナル 牡3鹿 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482－ 41：47．21	 4．7	
12 エスペランサナナ 牝3鹿 54 太宰 啓介江上 幸
氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 462＋ 4 〃 アタマ 38．0�
24 
 アイルビーホーム 牡3鹿 56

53 ▲義 英真金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 米 SF Blood-

stock LLC 498－10 〃 ハナ 27．6�
510 ラヴクレージー 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 450－ 21：47．62� 9．9
48 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 520－ 4 〃 ハナ 7．7�
36 プ レ ス リ ー 牡3黒鹿56 �島 良太田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 476－ 81：47．91� 67．5�
713 ランズデール �3栗 56 丸田 恭介一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 498＋ 21：48．11	 156．5�
47 サンライズグリーン 牡3芦 56

55 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 460± 01：48．52� 306．4�
35 メイショウセイウン 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 472± 0 〃 アタマ 17．8�
59 メイショウマリモ 牝3鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 442－101：50．7大差 27．1�
11 カ ポ ー ル 牝3黒鹿54 国分 優作水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 436－121：50．8� 141．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，808，300円 複勝： 29，146，200円 枠連： 15，020，400円
馬連： 41，018，100円 馬単： 26，180，200円 ワイド： 23，064，300円
3連複： 58，006，700円 3連単： 83，567，200円 計： 294，811，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 380円 � 390円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 890円 �� 840円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 27，240円

票 数

単勝票数 計 188083 的中 � 59223（1番人気）
複勝票数 計 291462 的中 � 74023（1番人気）� 16011（6番人気）� 15704（7番人気）
枠連票数 計 150204 的中 （7－8） 13230（5番人気）
馬連票数 計 410181 的中 �� 16838（5番人気）
馬単票数 計 261802 的中 �� 6932（6番人気）
ワイド票数 計 230643 的中 �� 6806（8番人気）�� 7264（6番人気）�� 1999（35番人気）
3連複票数 計 580067 的中 ��� 5160（27番人気）
3連単票数 計 835672 的中 ��� 2224（69番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．7―42．7―55．3―1：07．9―1：20．5―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルエッチュウ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2013．8．25 小倉15着

2011．3．11生 牡3鹿 母 プロヴァンス 母母 キャッチマイラブ 17戦1勝 賞金 14，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キクノアヴァン号・ザラブスプリム号・ジャリスコ号・プリンセスミユキ号
（非抽選馬） 2頭 イソノシュンライ号・エイシンロビン号

23088 8月24日 小雨 良 （26小倉2）第8日 第4競走 ��
��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

24 イ ロ リ 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 456＋ 41：09．0 14．8�

48 モンスターバローズ 牡3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 B484－ 6 〃 ハナ 41．9�
818 シゲルリクチュウ 牝3鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 446＋ 21：09．21 12．3�
713 メイショウブイダン 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 464－ 21：09．41� 8．8�
611 グッドウェーブ 牡3栗 56 浜中 俊杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 442＋ 2 〃 アタマ 6．3�
816 キングスバローズ 牡3鹿 56 川須 栄彦猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 466＋ 41：09．61 2．6�
47 プルメリアアスク 牝3栗 54 川島 信二廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 420－121：09．7� 126．8	
23 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 458－ 21：09．8クビ 8．6


612 イタダキマス 牡3栗 56 小牧 太山口 正行氏 福島 信晴 日高 長谷川 一男 516＋20 〃 クビ 29．2�
35 サヴィルロウ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 462－ 21：09．9クビ 21．7
12 エイシンハヤブサ 牡3栗 56 藤懸 貴志�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 532＋141：10．11	 173．4�
510 ワンダーバイファル 牡3鹿 56 高田 潤山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 474＋ 4 〃 アタマ 9．8�
36 ハイリーカズマ 牡3鹿 56 太宰 啓介�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B502＋ 61：10．31� 22．3�
817 トウカイメール 牝3青鹿54 北村 友一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 422－ 2 〃 クビ 16．5�
11 メモリーファクト 牝3鹿 54 酒井 学�シンザンクラブ 武田 博 浦河 成隆牧場 434＋ 81：10．4クビ 257．4�
715 アスターノワール 牡3黒鹿56 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 川越ファーム 526± 01：10．93 179．9�
59 カネトシプロシード 牡3鹿 56 柴田 未崎兼松 利男氏 森田 直行 日高 白瀬 盛雄 444－121：12．17 374．6�
714 ボーントゥラン 牡3鹿 56 田中 健松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 392＋ 41：12．2	 250．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，464，700円 複勝： 31，056，500円 枠連： 15，730，500円
馬連： 43，383，800円 馬単： 24，999，000円 ワイド： 23，952，900円
3連複： 59，564，300円 3連単： 84，679，600円 計： 303，831，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 450円 � 1，190円 � 360円 枠 連（2－4） 7，050円

馬 連 �� 26，870円 馬 単 �� 57，510円

ワ イ ド �� 7，860円 �� 2，680円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 115，130円 3 連 単 ��� 852，670円

票 数

単勝票数 計 204647 的中 � 11014（7番人気）
複勝票数 計 310565 的中 � 18468（7番人気）� 6253（11番人気）� 24351（5番人気）
枠連票数 計 157305 的中 （2－4） 1729（19番人気）
馬連票数 計 433838 的中 �� 1251（62番人気）
馬単票数 計 249990 的中 �� 326（129番人気）
ワイド票数 計 239529 的中 �� 780（62番人気）�� 2333（34番人気）�� 1177（54番人気）
3連複票数 計 595643 的中 ��� 388（221番人気）
3連単票数 計 846796 的中 ��� 72（1480番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．9―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ロ リ �
�
父 サムライハート �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．8．11 小倉4着

2011．3．22生 牝3鹿 母 キ マ グ レ 母母 シューティンスター 10戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 プルメリアアスク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戒告。（被害馬：17番）

イロリ号の騎手岩崎翼は，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10，000円。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシプロシード号・ボーントゥラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

9月24日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シゲルイガ号・テイエムジャバラ号・トーホウメビウス号
（非抽選馬） 1頭 ミリノペガサス号



23089 8月24日 小雨 良 （26小倉2）第8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

55 ゴールドメダリオン �2栗 54 国分 優作西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 436 ―1：51．1 8．9�
66 オールマイアイ 牡2鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 518 ―1：51．84 3．3�
22 トミケンナーディル 牡2鹿 54 幸 英明冨樫 賢二氏 石橋 守 新冠 北星村田牧場 502 ―1：52．12 9．8�
44 タガノロビンソン 牡2黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 432 ―1：52．2クビ 15．2�
33 アスターロマーネ 牝2鹿 54 酒井 学加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 岡本 昌市 402 ―1：52．73 29．1�
88 エイシンアグライア 牝2黒鹿54 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 420 ―1：53．33� 4．9	
11 デスティーノトップ 牡2鹿 54 浜中 俊名古屋友豊� 宮本 博 日高 下河辺牧場 534 ―1：55．4大差 2．3

77 サクラレジェンダ 牡2栗 54 太宰 啓介中島 重信氏 坂口 正則 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：57．6大差 54．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 20，126，300円 複勝： 18，826，200円 枠連： 発売なし
馬連： 37，923，600円 馬単： 24，475，300円 ワイド： 14，473，300円
3連複： 37，361，100円 3連単： 86，270，400円 計： 239，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 200円 � 150円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 440円 �� 770円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 15，890円

票 数

単勝票数 計 201263 的中 � 17922（4番人気）
複勝票数 計 188262 的中 � 21845（5番人気）� 38838（2番人気）� 24857（4番人気）
馬連票数 計 379236 的中 �� 22947（7番人気）
馬単票数 計 244753 的中 �� 6280（14番人気）
ワイド票数 計 144733 的中 �� 8621（6番人気）�� 4551（12番人気）�� 9340（4番人気）
3連複票数 計 373611 的中 ��� 10873（10番人気）
3連単票数 計 862704 的中 ��� 3934（57番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―13．4―12．8―12．4―12．3―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．7―39．1―51．9―1：04．3―1：16．6―1：28．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

2
4
5，6，1（2，7）4，3－8
5，6－2，1（4，3）－8＝7

勝馬の
紹 介

ゴールドメダリオン �

父 コンデュイット �


母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．3．26生 �2栗 母 サワノプリマベーラ 母母 サワノビンティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 デスティーノトップ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラレジェンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月24日まで平地

競走に出走できない。

23090 8月24日 小雨 良 （26小倉2）第8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

811 プルーヴダモール 牝2芦 54 酒井 学有限会社シルク西園 正都 安平 ノーザンファーム 438 ―1：09．9 3．4�
67 グロウミングティア 牝2栗 54 松山 弘平山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 堤 牧場 448 ―1：10．32� 15．3�
78 パ ピ プ ペ ポ 牝2鹿 54 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 456 ―1：10．4� 2．0�
66 タガノディナー 牝2黒鹿54 太宰 啓介八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 420 ―1：10．5� 31．7�
810 カシノノゾミ 牝2栗 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 432 ―1：10．82 32．2�
11 アグネスレイア 牝2栗 54 高倉 稜渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 458 ―1：11．22� 11．9�
44 イノチクレナイ 牝2栗 54 国分 優作小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 420 ―1：11．3クビ 108．2	
33 カシノアムール 牝2鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 境 直行 新ひだか 池田牧場 490 ―1：11．62 20．0

55 タイキアデリナ 牝2鹿 54 浜中 俊�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 458 ―1：12．77 6．8�
79 ス テ ル ス 牝2鹿 54 武 幸四郎 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 380 ―1：13．33� 21．4
22 コイノツナワタリ 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼泉 一郎氏 谷原 義明 宮崎 吉野 政敏 488 ―1：14．04 88．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 19，449，600円 複勝： 21，870，500円 枠連： 8，759，500円
馬連： 36，854，300円 馬単： 25，166，400円 ワイド： 17，038，100円
3連複： 43，495，800円 3連単： 87，106，000円 計： 259，740，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 270円 � 110円 枠 連（6－8） 1，170円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 600円 �� 160円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 194496 的中 � 45669（2番人気）
複勝票数 計 218705 的中 � 50396（2番人気）� 12075（5番人気）� 69146（1番人気）
枠連票数 計 87595 的中 （6－8） 5777（5番人気）
馬連票数 計 368543 的中 �� 11382（10番人気）
馬単票数 計 251664 的中 �� 5508（12番人気）
ワイド票数 計 170381 的中 �� 5897（7番人気）�� 35849（1番人気）�� 8946（4番人気）
3連複票数 計 434958 的中 ��� 31379（2番人気）
3連単票数 計 871060 的中 ��� 8165（19番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．6―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．7―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（4，11，8）（1，3，6，7）10－9－（2，5） 4 ・（4，11，8）3（1，6，7）－10－9＝5，2

勝馬の
紹 介

プルーヴダモール �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．1．26生 牝2芦 母 プルーフオブラヴ 母母 ページプルーフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 イノチクレナイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コイノツナワタリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月24日まで平地競

走に出走できない。



23091 8月24日 曇 良 （26小倉2）第8日 第7競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

611 メイショウラバンド 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 446± 01：47．8 6．2�
12 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 518＋ 8 〃 クビ 4．6�
612 アグネスジェシカ 牝3黒鹿54 川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500＋101：48．43� 8．1�
816 ハッピーエム 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 原田牧場 446＋ 6 〃 ハナ 40．2�
713 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 486－ 61：48．72 4．7�
36 ファイアーシチー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456＋ 61：49．12� 19．1	
47 ハワイアンローズ 牝3鹿 54 丸田 恭介吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 404＋ 41：49．41� 7．5

48 バレーナボス 牡3栗 56 柴田 未崎ロイヤルパーク 宮 徹 日高 大江牧場 452＋ 21：49．71� 160．7�
23 ティーエスギムレ 牡3栗 56

53 ▲義 英真田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 438－ 2 〃 クビ 25．7�
815 ビバヤングメン 牡3鹿 56 国分 恭介池住 節子氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 518＋ 61：49．8クビ 222．3
510 タマモチョコパフェ 牝3鹿 54 国分 優作タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 440± 01：49．9� 7．4�
714 イ イ ヴ ィ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 P.S．スライ氏 友道 康夫 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 21：50．32� 186．4�
11 ショウナンバッハ 牡3鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 ヤナガワ牧場 436－ 21：50．4� 9．0�
24 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 436－ 61：50．5クビ 265．3�
35 ステイクワイエット 牝3青鹿54 松山 弘平 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 466± 01：51．67 36．4�
59 オ ウ シ ョ ウ 牡3鹿 56 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 458± 01：52．45 202．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，983，900円 複勝： 37，076，600円 枠連： 17，433，800円
馬連： 57，762，000円 馬単： 29，793，400円 ワイド： 28，267，000円
3連複： 73，741，900円 3連単： 107，307，500円 計： 374，366，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 170円 � 260円 枠 連（1－6） 530円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 470円 �� 880円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 18，390円

票 数

単勝票数 計 229839 的中 � 29316（3番人気）
複勝票数 計 370766 的中 � 47360（3番人気）� 64905（2番人気）� 33045（5番人気）
枠連票数 計 174338 的中 （1－6） 25306（1番人気）
馬連票数 計 577620 的中 �� 34485（3番人気）
馬単票数 計 297934 的中 �� 7861（6番人気）
ワイド票数 計 282670 的中 �� 16214（3番人気）�� 8036（11番人気）�� 8305（10番人気）
3連複票数 計 737419 的中 ��� 16447（8番人気）
3連単票数 計1073075 的中 ��� 4230（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．6―47．7―59．8―1：11．7―1：23．6―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウラバンド �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 メイショウドトウ デビュー 2013．10．6 京都7着

2011．2．12生 牝3鹿 母 メイショウハナビ 母母 メイショウパール 13戦1勝 賞金 12，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オウショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月24日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウエフワン号

23092 8月24日 晴 稍重 （26小倉2）第8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

11 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿57 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：44．6 13．7�

47 クレスコモア 牡4黒鹿 57
54 ▲松若 風馬堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 518－121：44．81� 5．9�

713 シュテルングランツ 牡3黒鹿54 幸 英明 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋10 〃 ハナ 6．3�
34 メイショウマルマル 牡4芦 57

54 ▲岩崎 翼松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 498＋ 4 〃 クビ 6．5�
815 ミッキークリスエス 牡5黒鹿57 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528＋ 61：45．43� 41．9�
59 サンライズホーム 牡3青鹿54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 478＋ 41：45．71� 49．3	
610 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 510＋ 61：45．8クビ 4．5

23 ハッピーメモリーズ 牡3芦 54 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 480＋ 41：46．01� 70．7�
611 ジャコカッテ 牡3栗 54 浜中 俊晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 486－ 41：46．1クビ 4．0�
35 バーンアウル 牝3鹿 52 高倉 稜 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 452＋ 8 〃 ハナ 22．7
22 メイショウクローバ 牝3鹿 52

49 ▲義 英真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B494＋ 21：46．31� 20．0�
814 クァンタムギア 牡3黒鹿54 国分 恭介廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B486＋101：46．51� 22．0�
58 ムテキザセカンド 牡4栗 57 川須 栄彦谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 500＋101：49．0大差 51．0�
46 ゼンノジェネラル 	3鹿 54 丸田 恭介大迫久美子氏 
島 一歩 新冠 村上 欽哉 B424－161：50．610 130．0�
712� ダノンキセキ 牡5栗 57 熊沢 重文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム B504－ 4 〃 ハナ 119．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，568，800円 複勝： 40，997，500円 枠連： 19，488，500円
馬連： 68，412，700円 馬単： 32，271，800円 ワイド： 31，767，800円
3連複： 84，407，700円 3連単： 126，490，400円 計： 430，405，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 410円 � 220円 � 230円 枠 連（1－4） 5，150円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，780円 �� 790円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 63，990円

票 数

単勝票数 計 265688 的中 � 15476（6番人気）
複勝票数 計 409975 的中 � 22926（6番人気）� 52989（4番人気）� 49424（5番人気）
枠連票数 計 194885 的中 （1－4） 2930（18番人気）
馬連票数 計 684127 的中 �� 14091（13番人気）
馬単票数 計 322718 的中 �� 2889（30番人気）
ワイド票数 計 317678 的中 �� 6534（12番人気）�� 4476（20番人気）�� 10598（9番人気）
3連複票数 計 844077 的中 ��� 7574（26番人気）
3連単票数 計1264904 的中 ��� 1433（195番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―42．2―54．4―1：06．4―1：18．6―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ダ ー ル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．3 京都2着

2010．2．7生 牡4黒鹿 母 セシルカット 母母 ダイナカール 16戦3勝 賞金 32，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンノジェネラル号・ダノンキセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月

24日まで平地競走に出走できない。



23093 8月24日 晴 良 （26小倉2）第8日 第9競走 ��2，000�
ひ こ さ ん

英 彦 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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 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 B480＋ 42：01．5 4．6�
11 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 458± 02：01．71� 4．6�
55 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 420＋ 2 〃 ハナ 23．8�
66 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 480－10 〃 ハナ 2．5�
33 ピースメーカー 牡3鹿 54 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 4 〃 アタマ 22．8�
78 ペプチドウインド 牡4鹿 57 川島 信二沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 462＋ 62：01．9� 54．2	
89 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 500＋102：02．22 27．0

77 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 54 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484＋12 〃 アタマ 7．7�
22 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 456＋ 22：02．3� 31．1�
810 キングデザイヤー 	4黒鹿57 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 486－142：03．79 8．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，016，600円 複勝： 33，073，400円 枠連： 13，960，200円
馬連： 67，219，100円 馬単： 38，881，200円 ワイド： 28，493，400円
3連複： 78，755，700円 3連単： 159，866，200円 計： 445，265，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 160円 � 390円 枠 連（1－4） 1，110円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，580円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 28，470円

票 数

単勝票数 計 250166 的中 � 42870（3番人気）
複勝票数 計 330734 的中 � 58588（3番人気）� 62451（2番人気）� 16163（7番人気）
枠連票数 計 139602 的中 （1－4） 9723（5番人気）
馬連票数 計 672191 的中 �� 48347（4番人気）
馬単票数 計 388812 的中 �� 15171（6番人気）
ワイド票数 計 284934 的中 �� 20346（3番人気）�� 4390（20番人気）�� 4118（21番人気）
3連複票数 計 787557 的中 ��� 8356（26番人気）
3連単票数 計1598662 的中 ��� 4070（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．5―48．3―1：00．5―1：12．7―1：25．2―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドカイザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Selkirk デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．1．30生 牡3黒鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 10戦2勝 賞金 21，300，000円

23094 8月24日 晴 良 （26小倉2）第8日 第10競走 ��
��1，800�西部スポニチ賞

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

スポーツニッポン新聞社賞（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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

11 バッドボーイ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 514＋121：47．8 1．9�
67 ケイティープライド 牡4鹿 57 浜中 俊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 472－ 61：48．01� 6．4�
79 ルファルシオン 牡3芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 508＋121：48．21	 9．5�
66 ゴットラウディー 牡6鹿 57 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 474＋ 81：48．4
 46．3�
811 タ マ ラ マ �5黒鹿57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 41：48．5
 30．5�
33 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 500－ 41：48．6クビ 5．4	
55 メイショウブシン 牡4鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 462± 0 〃 ハナ 8．3

22 アドマイヤツヨシ 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 2 〃 クビ 9．4�
78 カ ー マ イ ン 牡6鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：48．7クビ 87．2
44 スズカウラノス 牡5鹿 57 中井 裕二永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 460＋ 41：49．02 154．7�
810 スリーロブロイ 牡5鹿 57 太宰 啓介永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 B448－ 81：49．1� 126．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，579，300円 複勝： 56，105，000円 枠連： 20，192，400円
馬連： 100，479，500円 馬単： 59，189，300円 ワイド： 41，553，600円
3連複： 124，679，700円 3連単： 268，454，200円 計： 710，233，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 230円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 300円 �� 400円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計 395793 的中 � 158589（1番人気）
複勝票数 計 561050 的中 � 200340（1番人気）� 57723（3番人気）� 43743（6番人気）
枠連票数 計 201924 的中 （1－6） 25378（2番人気）
馬連票数 計1004795 的中 �� 108582（2番人気）
馬単票数 計 591893 的中 �� 39390（2番人気）
ワイド票数 計 415536 的中 �� 37978（2番人気）�� 26669（4番人気）�� 9679（14番人気）
3連複票数 計1246797 的中 ��� 47987（7番人気）
3連単票数 計2684542 的中 ��� 31526（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．4―49．6―1：01．6―1：13．4―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バッドボーイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．24 函館5着

2010．4．7生 牡4鹿 母 ミ ス キ 母母 Alvernia 22戦3勝 賞金 114，662，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※スズカウラノス号は，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



23095 8月24日 晴 良 （26小倉2）第8日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第49回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，25．8．17以降26．8．17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

テレビ西日本賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 � リトルゲルダ 牝5芦 53 丸田 恭介栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple
Bloodstock 482＋ 61：07．5 18．9�

48 メイショウイザヨイ 牝5鹿 52 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 522－ 2 〃 ハナ 35．3�
47 カイシュウコロンボ 牡6青鹿54 川島 信二飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 中本 隆志 490＋ 81：07．6	 205．7�
714 アンバルブライベン 牝5鹿 52 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 460＋101：07．7	 45．2�
510 バ ー バ ラ 牝5黒鹿53 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 434± 01：07．8	 16．6�
817 ベ ル カ ン ト 牝3栗 52 藤岡 佑介前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 474＋ 4 〃 ハナ 5．4	
611 エピセアローム 牝5栃栗55 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 クビ 3．1

12 ルナフォンターナ 牝5栗 55 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 61：07．9クビ 9．0�
36 ブルーデジャブ 
7芦 54 国分 優作 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 514± 01：08．0� 25．8�
23 ツルマルレオン 牡6鹿 57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 518＋ 21：08．1� 49．3
24 アイラブリリ 牝5黒鹿54 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 452＋ 61：08．2	 21．1�
59 ワキノブレイブ 牡4青鹿54 国分 恭介脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 486＋ 2 〃 ハナ 26．9�
612 リアルヴィーナス 牝3鹿 50 松若 風馬山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 458＋ 8 〃 アタマ 32．4�
715 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 54 酒井 学ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 462－ 21：08．41 8．2�
35 アルマリンピア 牝6鹿 53 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－ 6 〃 クビ 39．5�
816 スギノエンデバー 牡6鹿 57 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460－ 21：08．5� 16．9�
713 メイショウスザンナ 牝5鹿 53 高倉 稜松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 480＋ 81：08．92	 11．7�
818� ポアゾンブラック 牡5青鹿56 熊沢 重文村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 520－10 〃 クビ 212．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 112，800，800円 複勝： 169，397，800円 枠連： 101，889，400円
馬連： 485，840，500円 馬単： 207，771，300円 ワイド： 183，734，400円
3連複： 753，836，400円 3連単： 1，183，419，100円 計： 3，198，689，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 570円 � 1，140円 � 4，050円 枠 連（1－4） 8，120円

馬 連 �� 29，580円 馬 単 �� 53，270円

ワ イ ド �� 7，690円 �� 33，200円 �� 38，950円

3 連 複 ��� 737，120円 3 連 単 ��� 3，953，810円

票 数

単勝票数 計1128008 的中 � 47701（8番人気）
複勝票数 計1693978 的中 � 83603（8番人気）� 39117（14番人気）� 10473（18番人気）
枠連票数 計1018894 的中 （1－4） 9713（28番人気）
馬連票数 計4858405 的中 �� 12725（81番人気）
馬単票数 計2077713 的中 �� 2925（157番人気）
ワイド票数 計1837344 的中 �� 6203（84番人気）�� 1426（129番人気）�� 1215（137番人気）
3連複票数 計7538364 的中 ��� 767（656番人気）
3連単票数 計11834191 的中 ��� 217（3702番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―10．9―11．1―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．1―44．2―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リトルゲルダ �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Buddha デビュー 2012．6．2 阪神16着

2009．3．29生 牝5芦 母 Bijoux Miss 母母 Above the Odds 19戦6勝 賞金 144，893，000円
〔制裁〕 ルナフォンターナ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：18番）

リトルゲルダ号の騎手丸田恭介は，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。
※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 プレイズエターナル号

23096 8月24日 晴 稍重 （26小倉2）第8日 第12競走 ��
��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

33 ワースムーン 牡4鹿 57 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 516＋ 21：44．4 4．1�
11 サクセスグローリー 牡3黒鹿54 藤岡 佑介髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 550＋101：44．82� 1．9�
813 サンライズレーヴ 牡3栗 54

51 ▲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 458－ 21：45．11	 105．6�

46 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 462＋ 41：45．73� 30．1�
58 アドマイヤキンカク 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－12 〃 ハナ 7．2�
34 サンライズカラー 牡5鹿 57 熊沢 重文松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 532－ 61：46．01	 74．9�
711 ネオヴァリアント 牡3鹿 54 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 57．5	
610 ピエナトップガン 牡4栗 57 幸 英明本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 484＋201：46．1クビ 39．0

712
 ラ ン ド ル ト 牡5鹿 57

54 ▲松若 風馬馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 21：46．2� 78．8�
57 
 テイエムオデッセイ 牝4鹿 55 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 442＋ 91：46．41� 172．8�
22 ステージジャンプ 牡4鹿 57 北村 友一小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494＋ 2 〃 ハナ 17．5
814 タガノゴールド 牡3栗 54 武 幸四郎八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 41：46．61� 6．0�
69 
 ワンダーストラ 牡7栗 57 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 494－10 〃 ハナ 129．4�
45 ランミネルバ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 438－101：47．55 259．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，372，400円 複勝： 68，520，700円 枠連： 29，870，100円
馬連： 132，459，600円 馬単： 78，254，800円 ワイド： 54，540，400円
3連複： 163，314，700円 3連単： 356，960，800円 計： 937，293，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 960円 枠 連（1－3） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 220円 �� 3，390円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 9，170円 3 連 単 ��� 43，190円

票 数

単勝票数 計 533724 的中 � 104083（2番人気）
複勝票数 計 685207 的中 � 168540（2番人気）� 225179（1番人気）� 8489（10番人気）
枠連票数 計 298701 的中 （1－3） 50778（1番人気）
馬連票数 計1324596 的中 �� 241701（1番人気）
馬単票数 計 782548 的中 �� 56069（4番人気）
ワイド票数 計 545404 的中 �� 80290（1番人気）�� 3549（28番人気）�� 5213（22番人気）
3連複票数 計1633147 的中 ��� 13350（27番人気）
3連単票数 計3569608 的中 ��� 5991（118番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―41．9―54．0―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4F50．4―3F38．1
1
3
1，9（3，11）（2，6，14）－4（5，13，8）－（7，12）10
1（3，9）11，14，6（4，8）－2（12，10）13－（5，7）

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

勝馬の
紹 介

ワースムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Exploit デビュー 2013．6．2 阪神3着

2010．4．9生 牡4鹿 母 キミーズキッド 母母 Klassy Kim 8戦3勝 賞金 27，800，000円

４レース目



（26小倉2）第8日 8月24日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

217，980，000円
10，020，000円
1，710，000円
18，910，000円
61，828，000円
4，700，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
395，078，200円
560，912，600円
263，905，300円
1，145，691，000円
593，490，100円
486，360，800円
1，580，167，700円
2，700，899，500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 7，726，505，200円

総入場人員 14，034名 （有料入場人員 12，278名）
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