
22049 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00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

68 チェストケホーク 牝2鹿 54
51 ▲義 英真了德寺健二氏 池上 昌和 熊本 本田 土寿 468＋ 21：10．8 8．3�

11 テイエムマケンゲナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 442＋ 21：11．11� 6．5�
44 テイエムハズンド 牡2栗 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 462± 01：11．2� 4．9�
812 テイエムヤマンカミ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 414－ 61：11．52 2．4�
69 ホーザンポントス 牡2鹿 54 �島 良太神田 通博氏 武田 博 鹿児島 神田 通博 400＋ 61：11．81� 20．6�
711 カシノマイセルフ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼柏木 務氏 田所 秀孝 鹿児島 柏木 務 402－ 21：12．11� 85．0�
56 ラッキースピード 牝2黒鹿54 中谷 雄太竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 吉永ファーム 432＋121：12．2� 5．3	
45 カシノカーニバル 牝2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 468＋ 21：12．41� 127．5

813 ヨ ウ エ ン 牝2栗 54 畑端 省吾内田 玄祥氏 �島 一歩 熊本 本田 土寿 424 ― 〃 クビ 36．4�
57 プレイヤークィーン 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人西村新一郎氏 日吉 正和 熊本 村山 光弘 424± 01：12．72 271．6�
710 キリシマシアトル 牡2黒鹿54 大庭 和弥土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 452＋ 4 〃 アタマ 73．9
33 カシノショウ 牡2鹿 54 花田 大昂柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 410＋ 21：14．5大差 255．4�
22 エメラルキリシマ 牡2黒鹿54 岡田 祥嗣高橋 勉氏 服部 利之 宮崎 吉野 政敏 454 ―1：15．24 141．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，051，200円 複勝： 17，170，200円 枠連： 7，434，400円
馬連： 29，831，100円 馬単： 19，697，100円 ワイド： 16，601，700円
3連複： 46，259，800円 3連単： 69，298，000円 計： 218，343，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 250円 � 220円 � 170円 枠 連（1－6） 1，690円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 550円 �� 620円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 25，230円

票 数

単勝票数 計 120512 的中 � 12168（5番人気）
複勝票数 計 171702 的中 � 16114（5番人気）� 19447（4番人気）� 31008（2番人気）
枠連票数 計 74344 的中 （1－6） 3401（9番人気）
馬連票数 計 298311 的中 �� 9843（11番人気）
馬単票数 計 196971 的中 �� 2758（20番人気）
ワイド票数 計 166017 的中 �� 7693（8番人気）�� 6788（10番人気）�� 8599（6番人気）
3連複票数 計 462598 的中 ��� 10622（11番人気）
3連単票数 計 692980 的中 ��� 1991（81番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．0―12．0―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．3
3 ・（9，12）－（6，11）（4，7）－（8，13）1，5－10＝3，2 4 9，12，6（4，11，7）8，1，13，5－10＝3，2
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

チェストケホーク �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2015．8．2 小倉10着

2013．4．24生 牝2鹿 母 ドラゴンウィン 母母 リュウウイン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノショウ号・エメラルキリシマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月

15日まで平地競走に出走できない。

22050 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5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

89 アグネスフェアリー 牝2芦 54 浜中 俊渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 430－ 21：48．8 3．6�
11 フロムマイハート 牝2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 4 〃 クビ 10．6�
88 トラストルーク 牡2鹿 54 川田 将雅菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 494＋141：49．97 2．8�
77 タンギモウジア 牝2鹿 54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 41：50．21� 3．9�
22 ウインテンダネス 牡2栗 54

51 ▲	島 克駿�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 472＋ 6 〃 クビ 62．3	
33 ベルフラワー 牝2青鹿54 和田 竜二 �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 440＋ 61：50．62
 8．3

66 アイファーウタオー 牡2黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 476± 01：50．81
 68．8�
44 カイソクポリス 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 B468＋ 61：53．2大差 15．9�
55 テイエムゴッソイ 牡2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 416－121：56．6大差 173．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，064，800円 複勝： 20，805，500円 枠連： 8，130，600円
馬連： 32，524，800円 馬単： 22，219，500円 ワイド： 17，017，500円
3連複： 44，306，900円 3連単： 83，203，600円 計： 246，273，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 190円 � 130円 枠 連（1－8） 750円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 470円 �� 220円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 180648 的中 � 41750（2番人気）
複勝票数 計 208055 的中 � 42940（2番人気）� 21976（5番人気）� 48855（1番人気）
枠連票数 計 81306 的中 （1－8） 8334（4番人気）
馬連票数 計 325248 的中 �� 17253（8番人気）
馬単票数 計 222195 的中 �� 7252（10番人気）
ワイド票数 計 170175 的中 �� 8465（9番人気）�� 23031（1番人気）�� 8472（8番人気）
3連複票数 計 443069 的中 ��� 30386（3番人気）
3連単票数 計 832036 的中 ��� 8713（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．8―49．6―1：00．9―1：12．7―1：24．4―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスフェアリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．7．26 中京3着

2013．3．24生 牝2芦 母 アグネスラック 母母 アグネスセレーネー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 カイソクポリス号の騎手松若風馬は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・7番）
〔その他〕 テイエムゴッソイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カイソクポリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月15日まで平地競

走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第５日



22051 8月15日 晴 稍重 （27小倉2）第5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

36 カシノランド 牡3黒鹿 56
53 ▲�島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 464－ 21：44．5 7．4�

12 タムロミラクル 牡3青鹿56 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 474＋ 81：44．6� 2．5�
714 オーロラポラリス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 522＋201：45．77 4．6�
23 ノ ラ ネ コ �3栗 56

53 ▲義 英真�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 460－ 61：46．23 17．0�
612 リミットレス 牡3栗 56 �島 良太�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476＋ 41：46．62� 68．6	
816 ハッピーシェフ 牡3鹿 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 496＋101：46．91� 21．4

11 ブレイジング 牝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 468± 01：47．0� 24．9�
510 ツカサブレイブ 牡3青鹿56 柴田 未崎中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 476± 0 〃 クビ 117．3�
713 イサチルルンナ 牝3芦 54 北村 友一小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 464＋ 21：47．31� 51．5
815 ビップハテンコウ 牡3鹿 56 高倉 稜鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 498＋ 61：47．62 217．7�
35 スカイパッション 牝3栗 54 川島 信二小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 464＋ 4 〃 アタマ 92．7�
59 ワンダージンテーゼ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 466＋161：47．7� 10．7�
24 マンテンスマイル 牡3鹿 56 佐久間寛志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 482－ 81：47．91 137．9�
47 トーンクラスター 牝3青鹿54 秋山真一郎吉田 晴哉氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－101：48．43 25．0�
611 テイエムダイバート 牡3青 56 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 478－ 81：48．61	 34．5�
48 マーブルバトル 牡3黒鹿56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 480－ 61：48．7クビ 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，808，900円 複勝： 35，556，600円 枠連： 13，465，900円
馬連： 48，697，100円 馬単： 26，057，600円 ワイド： 29，198，400円
3連複： 71，163，200円 3連単： 87，686，300円 計： 334，634，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 110円 � 170円 枠 連（1－3） 810円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 340円 �� 710円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 10，620円

票 数

単勝票数 計 228089 的中 � 24485（3番人気）
複勝票数 計 355566 的中 � 39598（3番人気）� 111476（1番人気）� 43540（2番人気）
枠連票数 計 134659 的中 （1－3） 12869（3番人気）
馬連票数 計 486971 的中 �� 45698（2番人気）
馬単票数 計 260576 的中 �� 8055（7番人気）
ワイド票数 計 291984 的中 �� 22982（1番人気）�� 9622（6番人気）�� 21916（2番人気）
3連複票数 計 711632 的中 ��� 41207（1番人気）
3連単票数 計 876863 的中 ��� 5983（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．7―42．4―55．1―1：07．1―1：19．1―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カシノランド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．8．3 小倉7着

2012．4．14生 牡3黒鹿 母 キシュウウインド 母母 ランドローリエ 21戦1勝 賞金 19，270，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルトンテントン号
（非抽選馬） 7頭 デンコウシュク号・ネージュドール号・フラリシング号・ペプチドアポロ号・ミスティーフリップ号・

メイショウヒルガオ号・レアリゼ号

22052 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5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

612 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492－ 41：08．7 5．7�
713 アドマイヤジャズ 牡3青鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 ハナ 9．5�
48 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 500± 0 〃 クビ 3．7�
611 カネトシスキーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 422－ 61：08．91� 35．3�
24 カゼノカオリ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 482－ 4 〃 アタマ 16．4�
715 ダイメイチャンプ 牝3鹿 54 川田 将雅宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 458－ 21：09．11� 2．5�
510 タイキフロンティア 牡3黒鹿 56

53 ▲�島 克駿	大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 470＋101：09．2� 32．1


36 アドバンスゴード 牡3芦 56
53 ▲義 英真前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 4 〃 アタマ 321．1�

12 ドナソレイユ 牝3鹿 54 �島 良太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 436± 01：09．3� 26．1�
11 ノースピーディング �3青鹿56 幸 英明山田 弘氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 4 〃 クビ 28．4
714 ノッツダルジェント 牝3青鹿54 酒井 学樋上 博昭氏 庄野 靖志 新ひだか タガミファーム B482＋201：09．5	 37．9�
47 ウルドシャトル 牡3栗 56 藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 B472± 01：09．6	 223．1�
816 ハーベストブルー 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 410－141：10．02� 18．3�
23 ワンダープレジール 牡3黒鹿56 太宰 啓介山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B426－ 61：10．1� 105．2�
818 サマーサティ 牝3栗 54 国分 恭介ライオンレースホース� 鈴木 孝志 日高 Shall Farm 424＋ 61：10．2クビ 378．2�
817 デュランダーナ 牝3黒鹿54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 新冠 山岡牧場 438－ 61：10．73 310．1�
59 アルフヘイム 牝3栗 54 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 408－101：11．44 120．6�
35 リリパラディス 牝3黒鹿54 高倉 稜 	サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 444－ 21：11．71	 99．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，967，700円 複勝： 31，863，400円 枠連： 13，892，700円
馬連： 49，511，100円 馬単： 27，595，300円 ワイド： 29，897，800円
3連複： 71，661，500円 3連単： 93，827，300円 計： 343，216，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 220円 � 150円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 800円 �� 380円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 17，180円

票 数

単勝票数 計 249677 的中 � 34613（3番人気）
複勝票数 計 318634 的中 � 42599（3番人気）� 31948（4番人気）� 65197（2番人気）
枠連票数 計 138927 的中 （6－7） 17568（2番人気）
馬連票数 計 495111 的中 �� 15935（8番人気）
馬単票数 計 275953 的中 �� 4658（15番人気）
ワイド票数 計 298978 的中 �� 9126（8番人気）�� 21206（2番人気）�� 13090（5番人気）
3連複票数 計 716615 的中 ��� 23255（5番人気）
3連単票数 計 938273 的中 ��� 3958（38番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―11．0―11．6―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．9―44．5―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーヴィクトリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2014．11．2 京都4着

2012．2．28生 牡3黒鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 11戦1勝 賞金 11，000，000円
〔その他〕 リリパラディス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リリパラディス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月15日まで出走できない。



22053 8月15日 晴 稍重 （27小倉2）第5日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
57．7
57．7

重
重

55 カジノスマイル 牝2鹿 54 幸 英明井高 義光氏 石橋 守 新ひだか 井高牧場 480 ― 59．8 1．5�
22 キンシノエナジイ 牡2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 450 ―1：00．01� 7．9�
77 メイショウサイジン 牝2鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 462 ―1：00．31� 4．3�
44 タマモスズラン 牝2鹿 54 藤岡 佑介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 438 ―1：01．04 6．6�
11 シゲルクロマグロ 牡2黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 504 ―1：01．21	 25．9�
66 マ ロ フ ァ 牝2栗 54 花田 大昂ライオンレースホース� 柴田 光陽 日高 Shall Farm 442 ― 〃 アタマ 99．8	
33 カシノマザー 牝2栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 近藤牧場 432 ―1：02．05 75．4


（7頭）

売 得 金
単勝： 31，125，900円 複勝： 20，961，400円 枠連： 発売なし
馬連： 30，632，500円 馬単： 27，619，300円 ワイド： 13，435，800円
3連複： 33，034，200円 3連単： 116，270，300円 計： 273，079，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 140円 �� 280円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，500円

票 数

単勝票数 計 311259 的中 � 163443（1番人気）
複勝票数 計 209614 的中 � 98798（1番人気）� 24613（4番人気）
馬連票数 計 306325 的中 �� 42109（3番人気）
馬単票数 計 276193 的中 �� 29491（3番人気）
ワイド票数 計 134358 的中 �� 16669（3番人気）�� 29895（1番人気）�� 9824（5番人気）
3連複票数 計 330342 的中 ��� 56124（2番人気）
3連単票数 計1162703 的中 ��� 56135（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．8―35．9―47．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カジノスマイル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Danzig 初出走

2013．3．17生 牝2鹿 母 コンペリングリーズン 母母 Compel 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22054 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時50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

714 サマーローズ 牝3栗 54 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 450＋122：00．4 12．5�
611 ヴァフラーム 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬市川真奈美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 アタマ 3．7�
36 プレミオテーラー 牝3黒鹿54 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 480＋ 42：00．61� 3．4�
48 チェリーシェイディ 牝3栗 54 浜中 俊戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 452－ 42：00．7� 5．6�
818 シームストレス 牝3鹿 54 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 484－ 22：00．91� 59．2�
713 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 434－ 22：01．22 17．2�
11 エイシンアルファー 牝3青鹿54 幸 英明	栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 420＋ 22：01．3クビ 9．6

612 パンプキンパイ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 406－ 4 〃 クビ 283．2�
817 マ ラ ラ 牝3栗 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 458－ 42：01．51� 22．9
23 ジョヴィアル 牝3栗 54 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－ 22：01．6� 9．2�
24 セイリングオーダー 牝3栗 54 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 今野 貞一 新ひだか 片山牧場 428＋ 42：01．7� 279．5�
12 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B446－ 22：02．12 43．6�
47 スパークルジョイ 牝3鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 424＋ 6 〃 アタマ 180．8�
510 マッテンタルト 牝3栗 54

51 ▲義 英真 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 むかわ 上水牧場 458－122：02．2� 218．6�

35 ガールズルール 牝3栗 54 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448± 0 〃 クビ 25．0�
816 メイショウメガミ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 476＋ 62：02．83� 292．6�
715 グラマシーパーク 牝3黒鹿54 国分 優作吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 436＋ 62：03．0� 121．4�
59 ヒカリポントワーズ 牝3芦 54 藤懸 貴志	ヒカリクラブ 谷 潔 日高 前川 義則 404－ 4 〃 アタマ 105．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，182，800円 複勝： 34，682，700円 枠連： 14，997，800円
馬連： 54，406，600円 馬単： 28，738，700円 ワイド： 31，170，900円
3連複： 78，598，500円 3連単： 97，231，500円 計： 364，009，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 320円 � 180円 � 160円 枠 連（6－7） 1，480円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 7，960円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 850円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 31，420円

票 数

単勝票数 計 241828 的中 � 15405（6番人気）
複勝票数 計 346827 的中 � 22293（6番人気）� 53878（3番人気）� 66382（1番人気）
枠連票数 計 149978 的中 （6－7） 7850（6番人気）
馬連票数 計 544066 的中 �� 12135（13番人気）
馬単票数 計 287387 的中 �� 2707（31番人気）
ワイド票数 計 311709 的中 �� 5761（15番人気）�� 9093（8番人気）�� 22426（2番人気）
3連複票数 計 785985 的中 ��� 15394（11番人気）
3連単票数 計 972315 的中 ��� 2243（95番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．7―12．6―12．3―11．8―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．4―48．1―1：00．7―1：13．0―1：24．8―1：36．4―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．6
1
3

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

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

サマーローズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．5．10 京都7着

2012．2．6生 牝3栗 母 キャッスルトン 母母 ティークリッパー 5戦1勝 賞金 5，060，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アクアブルーハート号・アゼリア号・キクノメドウ号



22055 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5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

36 アングライフェン 牡3鹿 56 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 446－ 81：48．5 8．9�

12 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 B490± 01：48．71� 2．6�
815 シャイニングスター 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 B488＋ 41：48．91� 9．1�
713 シーザーバローズ 牡3青鹿56 秋山真一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 448＋ 6 〃 クビ 11．8�
612 トワイライトキッス 牝3黒鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：49．0クビ 5．9�
714 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 492＋ 41：49．21� 38．3	
816 ナイトディグニティ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼 
サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 406＋101：49．41� 146．9�
59 エアマニング 牡3青鹿56 太宰 啓介 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 416－ 61：49．5� 13．0�
24 アドマイヤホーク 牡3栗 56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：49．71 6．5
23 リッシンハレルヤ 牡3栗 56 熊沢 重文小原 該一氏 作田 誠二 日高 幾千世牧場 474－101：49．8� 381．7�
11 インペカブル 牝3栗 54 小牧 太 
社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 440± 01：49．9� 13．5�
35 ブレスオブファイア 牝3青鹿 54

53 ☆松若 風馬市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 440－ 8 〃 クビ 58．6�
510 メイショウカンベエ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B430＋ 41：50．0� 55．2�
47 サワヤカショウ 牡3栗 56 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 岡本牧場 508 ―1：50．42� 260．6�
611 ホッコーペリノア 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470± 01：51．99 176．2�
48 スズカディープ 牡3青鹿56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 41：54．6大差 47．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，669，600円 複勝： 36，834，600円 枠連： 15，323，700円
馬連： 59，033，900円 馬単： 30，997，700円 ワイド： 33，232，100円
3連複： 81，742，400円 3連単： 108，121，600円 計： 390，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 150円 � 250円 枠 連（1－3） 940円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，060円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 256696 的中 � 22899（4番人気）
複勝票数 計 368346 的中 � 35028（4番人気）� 80435（1番人気）� 33764（5番人気）
枠連票数 計 153237 的中 （1－3） 12574（3番人気）
馬連票数 計 590339 的中 �� 33469（3番人気）
馬単票数 計 309977 的中 �� 6848（9番人気）
ワイド票数 計 332321 的中 �� 15496（3番人気）�� 7711（14番人気）�� 13411（5番人気）
3連複票数 計 817424 的中 ��� 17037（11番人気）
3連単票数 計1081216 的中 ��� 3411（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．0―49．4―1：01．0―1：13．3―1：25．1―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アングライフェン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．7．26 中京4着

2012．4．13生 牡3鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 8戦1勝 賞金 8，090，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカディープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アグネスエンジェル号・サダムジャポン号

22056 8月15日 晴 稍重 （27小倉2）第5日 第8競走 ��
��1，000�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 ア レ ッ ト �4青 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－16 58．0 2．5�

610 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57
56 ☆松若 風馬�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 506＋ 2 58．53 2．4�

58 ブリンディス 牡3青鹿54 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B502－14 58．6	 9．2�
11 ホッコーマグマ 牡5鹿 57 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B488－ 2 58．7	 11．1�
57 レモンティー 牝4黒鹿55 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466－ 4 58．91
 24．4�
69 アサクサプライド 牡4栗 57 和田 竜二田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 6 59．11 29．0	
46 � カメヤマシャチュウ 牡4鹿 57 �島 良太岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 480＋ 7 59．31
 88．9

711 カシノヒカル 牡4鹿 57 小坂 忠士柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 470＋ 6 〃 アタマ 279．9�
33 � ランドスター 牡4栗 57 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508＋10 59．51
 127．8�
813 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 488－ 8 〃 クビ 97．6
712 レ デ ィ ー 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 458＋18 〃 アタマ 13．3�
45 テイエムヒーロー 牡5鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 B480＋ 2 59．6 59．9�
814 アグネスリュシアン 牝3鹿 52 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 458＋ 2 59．91 21．2�
34 デンコウリョウ �7芦 57 幸 英明田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 468－ 4 〃 クビ 99．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，897，200円 複勝： 29，021，300円 枠連： 16，166，700円
馬連： 57，231，200円 馬単： 33，265，600円 ワイド： 29，190，400円
3連複： 74，094，200円 3連単： 118，711，400円 計： 381，578，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 170円 �� 400円 �� 340円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 238972 的中 � 73980（2番人気）
複勝票数 計 290213 的中 � 69947（2番人気）� 73042（1番人気）� 31800（3番人気）
枠連票数 計 161667 的中 （2－6） 45138（1番人気）
馬連票数 計 572312 的中 �� 149925（1番人気）
馬単票数 計 332656 的中 �� 40517（2番人気）
ワイド票数 計 291904 的中 �� 55857（1番人気）�� 15687（3番人気）�� 19400（2番人気）
3連複票数 計 740942 的中 ��� 70624（1番人気）
3連単票数 計1187114 的中 ��� 32410（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．1―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア レ ッ ト �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都13着

2011．5．1生 �4青 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 14戦3勝 賞金 30，601，000円
〔発走状況〕 テイエムヒーロー号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ギャラクシーエクス号・トリックデック号



22057 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5日 第9競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

44 コウエイテンマ 牡2栗 54 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 浩美 436＋ 21：09．3 3．1�
33 オ フ ク ヒ メ 牝2黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 426＋ 21：10．15 2．7�
77 タイセイパルサー 牡2黒鹿54 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 464± 01：10．2クビ 4．5�
66 カシノエイシ 牡2鹿 54 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 544＋ 41：10．41� 9．1�
22 マイネルボールド 牡2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 440＋ 81：10．5	 7．7�
55 グロースハック 牡2栗 54 岩崎 翼小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 410－ 41：10．6� 80．0	
11 タガノミルキー 牝2芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 414＋ 41：10．81
 22．8

（7頭）

売 得 金
単勝： 29，414，300円 複勝： 24，400，000円 枠連： 発売なし
馬連： 54，760，800円 馬単： 36，798，500円 ワイド： 19，809，000円
3連複： 57，899，000円 3連単： 171，601，500円 計： 394，683，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 180円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，960円

票 数

単勝票数 計 294143 的中 � 77617（2番人気）
複勝票数 計 244000 的中 � 62713（2番人気）� 68980（1番人気）
馬連票数 計 547608 的中 �� 102348（1番人気）
馬単票数 計 367985 的中 �� 30519（3番人気）
ワイド票数 計 198090 的中 �� 33411（1番人気）�� 21729（3番人気）�� 26883（2番人気）
3連複票数 計 578990 的中 ��� 113759（1番人気）
3連単票数 計1716015 的中 ��� 63294（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．6―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．2―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．7
3 ・（1，2）（3，7）4－6，5 4 2（1，3，7）4－6－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイテンマ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2015．6．7 阪神1着

2013．4．14生 牡2栗 母 プリモピアット 母母 マターオブプライド 3戦2勝 賞金 24，775，000円

22058 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5日 第10競走 ��
��1，200�

み や ざ き

宮 崎 特 別
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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

815 カシノワルツ 牝5黒鹿55 義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B448＋ 21：08．1 30．8�
814 リアルヴィーナス 牝4鹿 55 秋山真一郎山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 460＋ 41：08．2� 3．5�
610 ゼンノコリオリ 牡5鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466－ 81：08．51	 18．7�
713 サンライズポパイ 牡7鹿 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 468＋ 2 〃 ハナ 31．9�
47 エルカミーノレアル 牡4鹿 57 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 488＋ 21：08．92� 6．0�
611 ニホンピロディール 牝4栗 55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 440－ 21：09．0� 9．7	
35 
 ブレイヴフィート 牝5鹿 55 中谷 雄太下河
行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B442－101：09．1� 102．5�
59 デンコウヒノマル 牡4栗 57 松山 弘平田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 502－ 2 〃 クビ 7．4�
11 マルカファイン 牡6栗 57 小牧 太日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 518＋ 8 〃 アタマ 31．1
23 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 52 松若 風馬中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 478－ 41：09．2クビ 13．0�
22 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿55 和田 竜二�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 470＋ 41：09．41 11．9�
58 プルメリアスター 牝3鹿 52 川田 将雅 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 416± 01：09．5� 4．6�
34 
 エルウェーオージャ �7青 57 幸 英明雑古 隆夫氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 484± 01：09．81	 104．0�
712 ワンダーフォルテ 牡7栗 57 国分 恭介山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 500－ 21：10．01� 426．4�
46 サンライズトーク �5芦 57 島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 478± 01：10．21� 40．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，012，600円 複勝： 45，473，300円 枠連： 27，720，700円
馬連： 105，513，600円 馬単： 49，277，800円 ワイド： 50，851，800円
3連複： 145，418，700円 3連単： 195，550，600円 計： 653，819，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，080円 複 勝 � 490円 � 170円 � 410円 枠 連（8－8） 4，680円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 14，200円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 4，700円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 28，610円 3 連 単 ��� 217，110円

票 数

単勝票数 計 340126 的中 � 8820（9番人気）
複勝票数 計 454733 的中 � 20665（8番人気）� 89575（1番人気）� 25129（7番人気）
枠連票数 計 277207 的中 （8－8） 4581（14番人気）
馬連票数 計1055136 的中 �� 16042（21番人気）
馬単票数 計 492778 的中 �� 2602（56番人気）
ワイド票数 計 508518 的中 �� 8304（18番人気）�� 2739（53番人気）�� 6924（22番人気）
3連複票数 計1454187 的中 ��� 3811（103番人気）
3連単票数 計1955506 的中 ��� 653（674番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．3―11．6―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノワルツ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．4 小倉6着

2010．4．22生 牝5黒鹿 母 マキノワルツ 母母 シ ノ ク ロ ス 47戦3勝 賞金 62，038，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22059 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5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，26．8．16以降27．8．9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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

68 ヴァンヌーヴォー 牡6鹿 54 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B502± 01：42．6 63．8�

56 キ ク ノ ソ ル 牡5鹿 55 浜中 俊菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 512＋ 61：43．45 4．2�
11 � ランウェイワルツ 牡4栗 56 北村 友一�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 504± 0 〃 クビ 1．8�
67 トウシンイーグル �7鹿 55 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B476＋ 21：43．61	 11．8�
710 ワンダーコロアール 牡6黒鹿55 幸 英明山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 474－ 41：43．7クビ 19．7	
44 メテオロロジスト 牡8栗 55 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 524－ 41：43．91	 86．6

33 キングヒーロー 牡6黒鹿54 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 500－ 61：44．21
 13．6�
811 セイカフォルトゥナ 牝6栗 48 松若 風馬久米 大氏 目野 哲也 日高 千葉飯田牧場 498＋121：44．73 60．0�
22 � ダイヤノゲンセキ �7黒鹿54 国分 優作 �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 526＋ 81：44．8	 106．2
79 サンライズブレット 牡7栗 54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 484－ 61：44．9
 34．6�
812 クラージュドール 牡5鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 61：45．0クビ 9．0�
55 サウンドアドバイス 牝5栗 49 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 444＋ 21：45．31
 15．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，424，000円 複勝： 92，619，500円 枠連： 44，493，300円
馬連： 217，123，900円 馬単： 112，329，900円 ワイド： 87，104，500円
3連複： 295，825，300円 3連単： 572，023，000円 計： 1，484，943，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，380円 複 勝 � 730円 � 130円 � 110円 枠 連（5－6） 1，290円

馬 連 �� 14，690円 馬 単 �� 42，910円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，400円 �� 200円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 104，170円

票 数

単勝票数 計 634240 的中 � 7949（10番人気）
複勝票数 計 926195 的中 � 15544（9番人気）� 179444（2番人気）� 349997（1番人気）
枠連票数 計 444933 的中 （5－6） 26682（6番人気）
馬連票数 計2171239 的中 �� 11453（31番人気）
馬単票数 計1123299 的中 �� 1963（70番人気）
ワイド票数 計 871045 的中 �� 7319（30番人気）�� 13772（14番人気）�� 143953（1番人気）
3連複票数 計2958253 的中 ��� 46093（15番人気）
3連単票数 計5720230 的中 ��� 3981（266番人気）

ハロンタイム 6．8―10．6―11．8―13．1―12．8―11．6―11．6―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．4―29．2―42．3―55．1―1：06．7―1：18．3―1：30．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンヌーヴォー �
�
父 Cherokee Run �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．12．25 阪神3着

2009．5．1生 牡6鹿 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline 28戦6勝 賞金 100，641，000円

22060 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5日 第12競走 ��2，000�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 ミッキーオリビエ 牡3栗 54 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B538± 01：59．7 3．8�
22 パドルウィール 牡4芦 57 川田 将雅 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 1．9�
33 リッチガール 牝3栗 52

49 ▲�島 克駿吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 62：00．23 10．0�

77 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿52 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432＋ 62：00．52 21．7�

55 ハイプレッシャー 牡4黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 518＋ 2 〃 クビ 9．3	

78 マイネルマエストロ 牡5青鹿 57
56 ☆松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 498＋ 42：00．6クビ 36．1

89 ヴォルスング 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 22：00．92 32．3�
66 グ ラ ー ネ 牡6鹿 57 国分 恭介 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－ 62：01．64 27．2�
810 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿54 高倉 稜岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 478－ 62：01．92 12．3
11 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿57 幸 英明山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 B472－122：02．64 21．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，430，900円 複勝： 48，596，000円 枠連： 20，573，400円
馬連： 102，863，800円 馬単： 58，006，900円 ワイド： 46，960，100円
3連複： 123，536，300円 3連単： 250，306，400円 計： 696，273，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 190円 枠 連（2－4） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 180円 �� 500円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，970円

票 数

単勝票数 計 454309 的中 � 93376（2番人気）
複勝票数 計 485960 的中 � 77533（2番人気）� 202900（1番人気）� 38815（4番人気）
枠連票数 計 205734 的中 （2－4） 40890（1番人気）
馬連票数 計1028638 的中 �� 197112（1番人気）
馬単票数 計 580069 的中 �� 48109（2番人気）
ワイド票数 計 469601 的中 �� 79208（1番人気）�� 20159（5番人気）�� 33248（3番人気）
3連複票数 計1235363 的中 ��� 84561（2番人気）
3連単票数 計2503064 的中 ��� 36469（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．2―46．6―59．5―1：11．9―1：23．7―1：35．9―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーオリビエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．29 京都10着

2012．3．29生 牡3栗 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 6戦2勝 賞金 15，900，000円
〔制裁〕 ミッキーオリビエ号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）



（27小倉2）第5日 8月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 155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

195，000，000円
12，780，000円
1，100，000円
16，110，000円
58，687，000円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
355，049，900円
437，984，500円
182，199，200円
842，130，400円
472，603，900円
404，470，000円
1，123，540，000円
1，963，831，500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 5，781，809，400円

総入場人員 9，384名 （有料入場人員 8，254名）
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