
22061 8月16日 曇 良 （27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

610 ゼンノハーデース 牡2黒鹿54 北村 友一大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 452± 01：10．4 4．1�
611 クールマギー 牝2鹿 54 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 424－141：10．61 4．8�
47 テ ィ ノ 牝2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 382－ 6 〃 クビ 8．2�
712 マーブルフレンテ 牝2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 4 〃 アタマ 3．7�
11 アンデンモント 牡2鹿 54 国分 優作 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 450－101：10．81 15．9�
46 テイエムオールマル 牝2栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 室田 千秋 416± 01：11．01� 205．4	
34 ウインランブル 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 460－ 41：11．21� 16．0

815 マイネルカリスト 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 青森 伊藤牧場 474－ 8 〃 アタマ 37．5�
59 リーゼントフォルテ 牝2鹿 54 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－121：11．3	 10．6�
35 ア ミ ー ラ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 414＋ 4 〃 クビ 50．5
22 トオイショウワノ 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 398－ 61：11．4クビ 57．3�
713 カシノナイト 牡2鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 460－ 2 〃 クビ 211．0�
23 メイショウルルド 牡2鹿 54 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 508－ 61：11．72 23．1�
58 アカルイハピー 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 458＋ 21：11．8	 129．4�
814 カシノマオウ 牡2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 452± 01：13．28 170．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，662，200円 複勝： 24，123，100円 枠連： 10，891，000円
馬連： 41，412，800円 馬単： 22，199，500円 ワイド： 23，489，000円
3連複： 62，850，000円 3連単： 75，383，400円 計： 277，011，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 170円 � 200円 枠 連（6－6） 940円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 450円 �� 530円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 166622 的中 � 33494（2番人気）
複勝票数 計 241231 的中 � 52276（1番人気）� 36657（3番人気）� 26146（4番人気）
枠連票数 計 108910 的中 （6－6） 8903（3番人気）
馬連票数 計 414128 的中 �� 27654（3番人気）
馬単票数 計 221995 的中 �� 8041（5番人気）
ワイド票数 計 234890 的中 �� 13261（5番人気）�� 11195（6番人気）�� 14125（4番人気）
3連複票数 計 628500 的中 ��� 26578（4番人気）
3連単票数 計 753834 的中 ��� 6696（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―11．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―46．0―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノハーデース �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Bertolini デビュー 2015．7．19 中京4着

2013．3．30生 牡2黒鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22062 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713 シ ー ム リ ー 牝3栗 54 酒井 学岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：47．0 3．2�
611 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 480＋ 21：47．42� 3．3�
23 メイショウエリー 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 476－ 2 〃 クビ 55．1�
47 ピエノフィオレ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 446＋ 41：47．71� 32．8�
36 シンコースカイ 牝3鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 414± 0 〃 アタマ 66．0	
612 ハネムーンイーサ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣藤井聡一郎氏 服部 利之 日高 下河辺牧場 484± 01：47．91� 85．8

714 トウカイララバイ 牝3鹿 54 秋山真一郎内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 496－ 41：48．0� 44．2�
11 マ ー レ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 510＋ 61：48．21� 187．7�
48 ブリーズヴェール 牝3黒鹿54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム B474＋ 6 〃 クビ 19．3
12 ベルディーヴァ 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：48．3クビ 10．3�
815 キアーロベルタ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�槇本牧場 庄野 靖志 日高 槇本牧場 476－ 41：49．36 38．7�
24 レッドペルル 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 浦河 大北牧場 470－ 61：49．51� 7．1�
59 パンドラズホープ 牝3黒鹿54 川田 将雅窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：50．24 4．8�
35 ジョープラーナ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真上田けい子氏 中竹 和也 浦河 田中スタッド 444－ 21：50．83� 286．9�
510 サンレイミヤビ 牝3鹿 54 花田 大昂永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム 434－101：51．22� 145．0�
816 サトノレイナ 牝3黒鹿54 国分 恭介里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 452＋ 61：52．15 148．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，308，000円 複勝： 32，277，300円 枠連： 11，534，300円
馬連： 44，036，400円 馬単： 24，089，600円 ワイド： 25，250，200円
3連複： 62，872，200円 3連単： 81，610，400円 計： 302，978，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 150円 � 910円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，800円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 213080 的中 � 52335（1番人気）
複勝票数 計 322773 的中 � 87856（1番人気）� 59151（2番人気）� 5444（11番人気）
枠連票数 計 115343 的中 （6－7） 19509（1番人気）
馬連票数 計 440364 的中 �� 65346（1番人気）
馬単票数 計 240896 的中 �� 18457（1番人気）
ワイド票数 計 252502 的中 �� 39012（1番人気）�� 3101（20番人気）�� 2642（22番人気）
3連複票数 計 628722 的中 ��� 7832（18番人気）
3連単票数 計 816104 的中 ��� 2928（53番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．6―13．1―12．7―12．3―12．6―13．4―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．4―42．5―55．2―1：07．5―1：20．1―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．5
1
3
8－4，13（3，7）（9，11）－（1，2）10－5（6，16）－12（14，15）・（8，4，13）（3，11，9）7－1，2，6，14－（5，12，10，15）16

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

勝馬の
紹 介

シ ー ム リ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．1．24 京都6着

2012．5．7生 牝3栗 母 スマートストーム 母母 パウダーストーム 8戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 シームリー号の騎手酒井学は，1コーナー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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノレイナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月16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 ホザンナ号

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６日



22063 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6日 第3競走 ��
��1，000�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
56．9
56．9

重
重

813 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 406± 0 58．8 6．7�
46 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56 浜中 俊�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448－ 4 59．01� 1．7�
58 ブレーヴブラッド 牡3鹿 56 �島 良太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 456＋ 2 59．42� 10．3�
57 トウカイルンバ 牡3黒鹿56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 448＋ 6 59．5� 27．1�
22 ギ ョ イ 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 B438－10 〃 クビ 10．3�
34 	 エルブダムール 牡3栗 56

53 ▲義 英真加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill
Farm LLC 484－ 2 〃 アタマ 32．1	

33 スマートゾロ 牡3黒鹿56 北村 友一大川 徹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 476＋ 8 59．71
 26．0

712 サマーサラファン 牝3芦 54 国分 優作ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 420＋ 4 59．8クビ 211．3�
711 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ
ファーム 476－12 59．9� 17．3

814 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 442＋ 21：00．64 160．3�
45 ク リ オ ロ 牝3鹿 54 松山 弘平�ターフ・スポート浜田多実雄 新ひだか 三石川上牧場 464＋ 21：00．7� 212．8�
11 マロンマロン 牝3栗 54 川田 将雅藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 21：00．91
 7．7�
610 メイショウラガール 牝3鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 武田 博 浦河 杵臼牧場 414－ 41：01．32� 215．0�
69 レ イ ト リ ー 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西園 正都 浦河 川越ファーム 414－ 61：01．4� 192．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，009，900円 複勝： 43，838，800円 枠連： 11，382，300円
馬連： 43，446，500円 馬単： 29，248，900円 ワイド： 25，347，100円
3連複： 59，261，900円 3連単： 98，111，200円 計： 333，646，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 230円 �� 670円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 7，340円

票 数

単勝票数 計 230099 的中 � 27462（2番人気）
複勝票数 計 438388 的中 � 53707（2番人気）� 232630（1番人気）� 31396（4番人気）
枠連票数 計 113823 的中 （4－8） 18151（1番人気）
馬連票数 計 434465 的中 �� 72953（1番人気）
馬単票数 計 292489 的中 �� 15389（5番人気）
ワイド票数 計 253471 的中 �� 32469（1番人気）�� 8348（8番人気）�� 20355（3番人気）
3連複票数 計 592619 的中 ��� 40301（2番人気）
3連単票数 計 981112 的中 ��� 9687（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．0―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルゴホウサイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．8．2 小倉10着

2012．4．29生 牝3鹿 母 シゲルラブスカイ 母母 スターダンサー 15戦1勝 賞金 15，150，000円
※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 シンキロウ号・ダンツラッシュ号

22064 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6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

22 � メイショウヤマナミ 牡5栗 60 熊沢 重文松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484－103：14．1 5．8�
89 ス ノ ー ド ン 牡6黒鹿60 高田 潤 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 03：14．42 2．2�
77 カフェシュプリーム 牡6鹿 60 西谷 誠西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 508＋ 23：14．71� 5．9�
33 テイエムオドロキ 牝4栗 58 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 458± 03：15．12� 90．9�
11 ハクユウドルフィン 牡4青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 452＋ 83：15．2クビ 4．1�
55 サトノジェミニ 牡5鹿 60 白浜 雄造里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 446－103：16．47 25．8	
88 ハドソンシチー 牡5黒鹿60 林 満明 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 444± 03：17．35 42．2

44 � コウザンフォルテ 牡6黒鹿60 植野 貴也山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 518－ 23：17．72� 10．8�
66 サンライズブルー 牡4芦 60 北沢 伸也松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488＋ 23：34．6大差 16．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，285，000円 複勝： 15，054，000円 枠連： 6，977，400円
馬連： 29，643，800円 馬単： 22，558，800円 ワイド： 15，117，200円
3連複： 42，076，800円 3連単： 91，029，800円 計： 238，742，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 110円 � 190円 枠 連（2－8） 800円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 310円 �� 670円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 162850 的中 � 22230（3番人気）
複勝票数 計 150540 的中 � 23380（3番人気）� 44882（1番人気）� 15655（4番人気）
枠連票数 計 69774 的中 （2－8） 6717（3番人気）
馬連票数 計 296438 的中 �� 30965（2番人気）
馬単票数 計 225588 的中 �� 8437（7番人気）
ワイド票数 計 151172 的中 �� 13292（2番人気）�� 5218（8番人気）�� 12670（3番人気）
3連複票数 計 420768 的中 ��� 22779（4番人気）
3連単票数 計 910298 的中 ��� 6411（34番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 51．5－3F 38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
2－5－3，7，1，4，9＝（8，6）
2－7，3（5，1）9＝4－8＝6

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

勝馬の
紹 介

�メイショウヤマナミ 
�
父 タイキシャトル 

�
母父 トワイニング

2010．3．4生 牡5栗 母 キシュウマドンナ 母母 メイショウサユリ 障害：4戦1勝 賞金 9，900，000円
初出走 JRA



22065 8月16日 曇 良 （27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

55 キンショーユキヒメ 牝2芦 54 川田 将雅礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 496 ―1：10．7 2．9�
33 ド ゥ ー カ 牡2栗 54 国分 優作金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 三枝牧場 486 ―1：10．8� 11．0�
88 テゾーロミノル 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472 ―1：11．22� 4．5�
（テーゾロミノル）

44 ワイエムデマクール 牡2栗 54 北村 友一�サンライズ 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 462 ―1：11．3クビ 6．2�

66 ミヤジスウィング 牡2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 酒井 秀紀 470 ―1：11．62 8．3�
22 シゲルカンパチ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 坂 牧場 452 ―1：12．02� 22．1	
77 ブラリサンポ 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 B448 ―1：13．17 50．7

11 サイタスリーレッド 牡2鹿 54 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 476 ―1：13．2� 4．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 21，196，600円 複勝： 18，903，400円 枠連： 発売なし
馬連： 38，550，300円 馬単： 24，226，600円 ワイド： 16，204，400円
3連複： 38，439，300円 3連単： 85，129，700円 計： 242，650，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 320円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 720円 �� 270円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 211966 的中 � 59075（1番人気）
複勝票数 計 189034 的中 � 50656（1番人気）� 10292（7番人気）� 34509（2番人気）
馬連票数 計 385503 的中 �� 12661（12番人気）
馬単票数 計 242266 的中 �� 5360（17番人気）
ワイド票数 計 162044 的中 �� 5388（11番人気）�� 17945（2番人気）�� 4380（15番人気）
3連複票数 計 384393 的中 ��� 10564（11番人気）
3連単票数 計 851297 的中 ��� 4114（61番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンショーユキヒメ �

父 メイショウサムソン �


母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．5．22生 牝2芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22066 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

24 クリスバローズ 牡3青鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 池江 泰寿 新ひだか チャンピオンズファーム 468± 02：00．9 2．2�
612 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－102：01．22 16．9�
611 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 492－ 62：01．41� 9．8�
713 ア ゼ リ ア 牝3鹿 54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B448－ 6 〃 クビ 67．3�
23 マンハッタンキング 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 440－ 22：01．61� 7．9�
816 ケンブリッジナイン 牡3鹿 56 北村 友一中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 432± 0 〃 ハナ 31．7	
714 サンライズフルール 牡3栗 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 450－ 22：01．81� 8．1

11 シゲルエイサー 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 460－ 22：01．9クビ 57．7�
817 スマートガイア 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 5．4�
818 ア ジ ル 	3鹿 56

55 ☆岩崎 翼村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 438－16 〃 ハナ 283．3
12 シ ャ ル ド ン 牝3鹿 54 藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 444＋ 22：02．32
 112．5�
59 リ プ カ 牝3栗 54 川島 信二佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 380＋ 22：02．51� 87．6�
48 シゲルヒキヤマ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 498－ 2 〃 ハナ 183．9�
35 アルーリングトーン 	3鹿 56

55 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋102：03．77 46．6�

510 ロードアンビシャス 牡3栗 56
53 ▲義 英真 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 500＋12 〃 クビ 190．6�

47 ヤマニントライブ 牡3栗 56 国分 優作土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 484＋ 42：03．8クビ 237．1�
715 ホーリーシュラウド 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 442＋102：04．01� 10．6�
36 キクノメドウ 牝3青鹿54 高倉 稜菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 458＋ 82：04．42
 290．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，268，700円 複勝： 38，813，600円 枠連： 19，445，400円
馬連： 57，971，100円 馬単： 31，969，800円 ワイド： 31，391，300円
3連複： 81，151，800円 3連単： 111，448，600円 計： 399，460，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 310円 � 330円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 720円 �� 700円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 22，810円

票 数

単勝票数 計 272687 的中 � 95436（1番人気）
複勝票数 計 388136 的中 � 114596（1番人気）� 25351（5番人気）� 23820（7番人気）
枠連票数 計 194454 的中 （2－6） 19778（3番人気）
馬連票数 計 579711 的中 �� 29789（5番人気）
馬単票数 計 319698 的中 �� 9415（8番人気）
ワイド票数 計 313913 的中 �� 11471（7番人気）�� 11690（6番人気）�� 4589（20番人気）
3連複票数 計 811518 的中 ��� 9930（18番人気）
3連単票数 計1114486 的中 ��� 3541（61番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．4―12．8―12．5―12．2―12．1―11．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．2―48．0―1：00．5―1：12．7―1：24．8―1：36．5―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．5．16 新潟10着

2012．3．26生 牡3青鹿 母 シルバートレイン 母母 シルバーレーン 4戦1勝 賞金 7，090，000円
〔制裁〕 アゼリア号の騎手中谷雄太は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）
※アゼリア号・キクノメドウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22067 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：06．5
1：06．5

良
良

24 トウカイセンス 牝4鹿 55 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 446－ 41：08．2 3．8�
48 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川田 将雅小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456－ 41：08．3� 7．2�
59 ボストンサクラ 牝6黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 446＋ 41：08．51� 41．2�
612 ル ア ン ジ ュ 牝3青 52 松山 弘平 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 61：08．71 4．2�
816� キミニヒトメボレ 牝4栗 55 北村 友一大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 アタマ 28．8�
12 タガノビーンズ 牝4鹿 55 和田 竜二八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋ 6 〃 クビ 9．9	
714 エ ル ノ ル テ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：08．91� 7．1

815 グッドレインボー 牝5鹿 55

52 ▲	島 克駿杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 472＋ 2 〃 ハナ 15．1�
510 クールジョジョ 牝4黒鹿55 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 434＋ 61：09．0� 23．2�
817 デイドリーム 牝3栗 52 藤懸 貴志三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 478＋181：09．1
 47．6
11 タガノレベッカ 牝4栗 55 秋山真一郎八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 41：09．2クビ 22．9�
47 グリューヴァイン 牝3栗 52 酒井 学 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 10．2�
611 キクノサージ 牝3鹿 52 国分 恭介菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 444－ 41：09．3� 197．7�
23 � ウ ー マ ン 牝3青鹿52 柴田 未崎栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 448＋ 21：09．51� 191．1�
713 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿52 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 420± 01：09．6
 78．5�
36 � スイートポーラ 牝4芦 55

52 ▲義 英真シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 470＋ 81：10．02 204．0�
35 オフェーリアシチー 牝4芦 55 国分 優作 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 442－ 61：10．95 56．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 27，782，000円 複勝： 39，816，400円 枠連： 18，781，000円
馬連： 68，000，800円 馬単： 32，436，600円 ワイド： 36，645，900円
3連複： 94，482，000円 3連単： 113，743，400円 計： 431，688，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 190円 � 550円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，080円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 12，440円 3 連 単 ��� 45，660円

票 数

単勝票数 計 277820 的中 � 57309（1番人気）
複勝票数 計 398164 的中 � 86363（1番人気）� 54734（2番人気）� 13596（10番人気）
枠連票数 計 187810 的中 （2－4） 19665（1番人気）
馬連票数 計 680008 的中 �� 46876（2番人気）
馬単票数 計 324366 的中 �� 13244（1番人気）
ワイド票数 計 366459 的中 �� 22752（1番人気）�� 4323（28番人気）�� 2948（37番人気）
3連複票数 計 944820 的中 ��� 5694（45番人気）
3連単票数 計1137434 的中 ��� 1806（154番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイセンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．9 京都7着

2011．5．9生 牝4鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 15戦3勝 賞金 26，070，000円

22068 8月16日 曇 良 （27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 7，500，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

35 ティマイドリーム 牡5鹿 57
56 ☆松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 496－ 21：46．3 10．0�

24 ニシオボヌール 牡3黒鹿54 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494＋141：46．4� 5．8�
36 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 54 武 幸四郎�キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 81：46．61� 12．6�
59 ヴ ィ ッ セ ン 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 81：47．02� 2．8�
47 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．21� 10．0	
510 ラインシュナイダー 牡3鹿 54 国分 優作大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 470＋ 41：47．3� 6．7

611 マルカロゼッタ 牡4栗 57 北村 友一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 アタマ 25．9�
815	 サクラテイオー 牡6青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 486－ 81：47．4クビ 27．4�
714	 カ ク シ ア ジ 牝4鹿 55 高倉 稜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 416－18 〃 ハナ 114．3
48 ワールドリースター 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 6 〃 クビ 7．0�
713	 ダイシンロイ 牡4黒鹿57 川島 信二大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：47．82� 39．3�
612 チョウゴキゲン 牡3黒鹿 54

51 ▲義 英真丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 508－ 4 〃 クビ 129．1�
816	 スリーダッシュ 
5黒鹿57 秋山真一郎永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 438－121：47．9クビ 149．6�
23 シュバリエブラン 牡3芦 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 69．6�
12 タツグレート 牡6栗 57

54 ▲�島 克駿原 司郎氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 464－101：48．53� 50．4�

11 グレートエンジェル 牝5鹿 55 国分 恭介田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 村下 清志 504＋201：50．2大差 295．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，164，300円 複勝： 36，775，800円 枠連： 18，328，200円
馬連： 66，496，900円 馬単： 30，873，000円 ワイド： 33，552，500円
3連複： 87，101，900円 3連単： 118，686，700円 計： 416，979，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 400円 � 270円 � 450円 枠 連（2－3） 2，070円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 10，200円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 3，010円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 16，620円 3 連 単 ��� 106，750円

票 数

単勝票数 計 251643 的中 � 20085（5番人気）
複勝票数 計 367758 的中 � 23093（6番人気）� 39074（4番人気）� 20487（7番人気）
枠連票数 計 183282 的中 （2－3） 6858（8番人気）
馬連票数 計 664969 的中 �� 11589（19番人気）
馬単票数 計 308730 的中 �� 2268（39番人気）
ワイド票数 計 335525 的中 �� 4293（23番人気）�� 2841（35番人気）�� 5354（20番人気）
3連複票数 計 871019 的中 ��� 3930（54番人気）
3連単票数 計1186867 的中 ��� 806（338番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．4―13．1―12．0―12．4―12．5―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．9―44．0―56．0―1：08．4―1：20．9―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
4，6（2，14）（5，15）（1，3）－11，12（9，16，10）－8－7，13
4，6，14（2，5，15，8）（3，10）1，9（12，11，16）13，7

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

勝馬の
紹 介

ティマイドリーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．7．29 小倉5着

2010．5．8生 牡5鹿 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 25戦2勝 賞金 21，850，000円
［他本会外：4戦0勝］



22069 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6日 第9競走 ��
��1，800�

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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

66 レッドアルティスタ 牡3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 464－ 21：47．7 2．1�
11 タイガーボス 牡3鹿 54 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 458＋ 21：47．91� 45．6�
88 リオグランデ 牝5鹿 55 国分 優作 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 41：48．11� 14．6�
77 ナムラケンシロウ 牡5栃栗57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 452± 0 〃 ハナ 13．8�
33 ブラックバード 牡3鹿 54 浜中 俊 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 4 〃 アタマ 2．7	
22 テイエムダンシング 牡3鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 470± 01：48．41	 18．9

44 シゲルヤブサメ 牡3黒鹿54 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 474＋141：49．04 7．4�
89 スズカチャンプ 牡6鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 498＋ 81：49．21� 60．3�
55 アイファーサンディ 牡3鹿 54 秋山真一郎中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 456－ 41：49．94 20．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，304，600円 複勝： 33，757，100円 枠連： 11，119，500円
馬連： 69，027，500円 馬単： 42，860，900円 ワイド： 28，683，300円
3連複： 83，431，200円 3連単： 208，147，800円 計： 504，331，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 820円 � 250円 枠 連（1－6） 6，950円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 8，020円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 540円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 16，980円 3 連 単 ��� 71，820円

票 数

単勝票数 計 273046 的中 � 103395（1番人気）
複勝票数 計 337571 的中 � 140411（1番人気）� 5984（8番人気）� 24704（4番人気）
枠連票数 計 111195 的中 （1－6） 1239（17番人気）
馬連票数 計 690275 的中 �� 9294（14番人気）
馬単票数 計 428609 的中 �� 4007（23番人気）
ワイド票数 計 286833 的中 �� 4009（18番人気）�� 14769（5番人気）�� 1374（30番人気）
3連複票数 計 834312 的中 ��� 3684（36番人気）
3連単票数 計2081478 的中 ��� 2101（168番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．3―11．5―12．3―12．5―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．0―46．5―58．8―1：11．3―1：23．6―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアルティスタ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．9 京都8着

2012．5．12生 牡3鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 8戦2勝 賞金 18，865，000円

22070 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6日 第10競走 ��
��1，700�西部日刊スポーツ杯

発走15時00分 （ダート・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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

23 メイショウワコン 牡4栗 57 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B508± 01：44．0 8．0�
611 モズライジン 牡3芦 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 472＋ 81：44．42� 3．2�
816 プリンスダム 牡4黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B494＋ 41：44．5クビ 4．0�
612 メモリーシャルマン 牝6鹿 55 国分 優作橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 520＋ 61：44．92� 8．4�
59 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿57 松若 風馬松本 好	氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 41：45．32� 14．7

713 サウススターマン 牡4黒鹿57 北村 友一南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 500＋101：45．62 12．5�
714	 タンスチョキン 牝5鹿 55 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 490± 01：45．81
 43．4�
510 パフュームボム 牝4鹿 55 国分 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 466＋ 61：45．9クビ 40．5
47 	 ジョディーズロマン 牝5栗 55 酒井 学 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 458＋101：46．21� 132．7�
12 タガノスマイル 牝3鹿 52 岩崎 翼八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B472± 01：46．3クビ 9．2�
48 アスターフレンチ 牡5栗 57 太宰 啓介加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 514＋ 61：46．51
 44．9�
36 エイヴィアンボス 牡5鹿 57 松山 弘平桑畑 	信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 546＋161：46．71
 26．2�
11 トウカイメリー 牝6青鹿55 義 英真内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 458± 0 〃 クビ 97．3�
815 バ コ パ 牡6栗 57 和田 竜二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486＋ 41：46．91 36．3�
24 	 サンデーミノル 牡5鹿 57 高倉 稜吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 41：47．53� 187．1�
35 ミキノノボリリュウ 牡5鹿 57 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 494± 01：49．110 24．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，628，300円 複勝： 55，855，400円 枠連： 34，467，300円
馬連： 137，860，900円 馬単： 58，605，200円 ワイド： 60，872，300円
3連複： 196，943，500円 3連単： 262，234，600円 計： 847，467，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 240円 � 130円 � 140円 枠 連（2－6） 1，430円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 780円 �� 550円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 17，080円

票 数

単勝票数 計 406283 的中 � 40230（3番人気）
複勝票数 計 558554 的中 � 45005（5番人気）� 126192（1番人気）� 109688（2番人気）
枠連票数 計 344673 的中 （2－6） 18588（6番人気）
馬連票数 計1378609 的中 �� 52551（7番人気）
馬単票数 計 586052 的中 �� 8976（18番人気）
ワイド票数 計 608723 的中 �� 18431（7番人気）�� 27460（2番人気）�� 57806（1番人気）
3連複票数 計1969435 的中 ��� 66025（2番人気）
3連単票数 計2622346 的中 ��� 11129（24番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．2―12．5―12．4―12．4―12．3―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―28．9―41．4―53．8―1：06．2―1：18．5―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3

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

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4栗 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 13戦4勝 賞金 48，156，000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〕 ミキノノボリリュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月16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 マッシヴヒーロー号

１レース目



22071 8月16日 曇 良 （27小倉2）第6日 第11競走 ��
��2，000�

は か た

博多ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

88 ユキノサムライ 牡6栗 54 国分 恭介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 472＋ 42：02．8 10．9�
55 � ベリーフィールズ 牝7鹿 51 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 466＋ 22：02．9� 6．5�
66 プリンセスジャック 牝5栗 53 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 480－ 42：03．11	 13．6�
33 リメインサイレント 牝5鹿 52 松山 弘平 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 500＋ 82：03．2� 7．7�
11 サンライズタイセイ 牡5鹿 55 川田 将雅松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 4 〃 クビ 1．8	
77 ブロードスター 
5鹿 53 和田 竜二安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 466－ 62：03．41	 17．8

22 ダノンマックイン 牡7黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 アタマ 6．5�
44 シャイニーガール 牝4鹿 53 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 484＋ 22：03．5クビ 21．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，129，900円 複勝： 47，871，500円 枠連： 発売なし
馬連： 168，028，600円 馬単： 95，219，900円 ワイド： 52，100，500円
3連複： 175，482，900円 3連単： 496，356，700円 計： 1，088，190，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 350円 � 210円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，180円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 42，620円

票 数

単勝票数 計 531299 的中 � 38781（5番人気）
複勝票数 計 478715 的中 � 33145（5番人気）� 66950（2番人気）� 32520（6番人気）
馬連票数 計1680286 的中 �� 46088（11番人気）
馬単票数 計 952199 的中 �� 11521（23番人気）
ワイド票数 計 521005 的中 �� 15517（12番人気）�� 11209（17番人気）�� 12742（16番人気）
3連複票数 計1754829 的中 ��� 19095（32番人気）
3連単票数 計4963567 的中 ��� 8443（152番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．6―13．5―12．9―12．3―12．1―11．8―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．0―37．6―51．1―1：04．0―1：16．3―1：28．4―1：40．2―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノサムライ 
�
父 バ ゴ 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．12．17 阪神7着

2009．3．7生 牡6栗 母 ヒ メ 母母 プレミアムショール 20戦4勝 賞金 65，244，000円
〔制裁〕 ユキノサムライ号の騎手国分恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

22072 8月16日 曇 良 （27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 7，500，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

44 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 55 川田 将雅上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 480＋141：08．5 5．4�
711 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 浜中 俊吉田 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 478－ 2 〃 クビ 3．6�
11 コスモピーコック 牝3鹿 52 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 470＋101：08．6クビ 19．6�
812 ゼンノイザナギ 牡3栗 54 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 484＋ 41：08．81� 9．8�
33 � ハイマウンテン 牝5鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 460－ 6 〃 クビ 7．9�
69 エスジープログレス 牡3栗 54 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 472＋ 2 〃 クビ 5．9	
45 ゲンキチハヤブサ 	3栗 54 和田 竜二荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 444± 01：08．9クビ 36．5

710 タガノスカイ 牝4鹿 55

52 ▲�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454－14 〃 クビ 7．6�

22 ノ ボ リ フ ジ 牡4鹿 57 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 526＋261：09．11� 17．4�
68 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 川島 信二田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B476＋ 2 〃 ハナ 114．3
813� ムーンフライト 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 18．5�
56 ロ ッ ト リ ー 牝3鹿 52

51 ☆岩崎 翼青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 422± 01：09．73
 71．3�
57 レッドランタン 牝3青鹿 52

49 ▲義 英真 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 466＋ 61：11．19 18．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，008，300円 複勝： 59，565，400円 枠連： 31，377，200円
馬連： 140，146，900円 馬単： 58，155，600円 ワイド： 63，064，900円
3連複： 177，788，500円 3連単： 278，599，200円 計： 853，706，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 150円 � 420円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，040円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 36，670円

票 数

単勝票数 計 450083 的中 � 66029（2番人気）
複勝票数 計 595654 的中 � 72928（4番人気）� 125340（1番人気）� 28609（8番人気）
枠連票数 計 313772 的中 （4－7） 37683（1番人気）
馬連票数 計1401469 的中 �� 88535（1番人気）
馬単票数 計 581556 的中 �� 16956（2番人気）
ワイド票数 計 630649 的中 �� 36739（2番人気）�� 7571（31番人気）�� 8989（23番人気）
3連複票数 計1777885 的中 ��� 14964（30番人気）
3連単票数 計2785992 的中 ��� 5507（95番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．8―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．1―44．6―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト シ ザ キ ミ �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．12．15 阪神5着

2011．4．19生 牝4鹿 母 ト シ キ セ キ 母母 マチカネナナエヤエ 14戦3勝 賞金 24，100，000円

４レース目



（27小倉2）第6日 8月16日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

188，520，000円
3，140，000円
8，320，000円
1，150，000円
16，870，000円
60，036，000円
4，657，800円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
344，747，800円
446，651，800円
174，303，600円
904，622，500円
472，444，400円
411，718，600円
1，161，882，000円
2，020，481，500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 5，936，852，200円

総入場人員 10，013名 （有料入場人員 8，731名）
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