
22073 8月22日 晴 稍重 （27小倉2）第7日 第1競走 ��1，800�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
1：47．9
1：45．9

良
良

68 ク ラ イ シ ス 牡2鹿 54 川田 将雅前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 21：49．4 1．3�

811 エ キ ド ナ 牝2青鹿54 浜中 俊�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 488＋ 4 〃 クビ 3．7�
55 ロードレグナム 牡2青鹿 54

51 ▲�島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 61：49．61� 24．3�
11 ゴッドカリビアン 牝2鹿 54 藤岡 佑介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 430－121：50．13 28．3�
33 メイショウミツタダ 牡2栗 54 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 500± 01：50．2� 151．1�
56 セキサンシップ 牝2鹿 54 幸 英明	関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 432－ 41：50．41� 49．9

812 サグラダファミリア 牝2栗 54

51 ▲義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 築紫 洋 446－ 21：50．5クビ 62．2�
67 ウインハートビート 牡2栗 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 450－ 8 〃 クビ 15．3�
22 アグネスルコリエ 牝2鹿 54 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 464＋ 61：50．6クビ 78．6
710 シゲルサンマ 牡2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 514＋ 81：50．91� 283．0�
79 クリノリトミシュル 牝2鹿 54 �島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 宝寄山 忠則 470＋141：53．9大差 288．8�
44 セイカタクト 牡2黒鹿54 北村 友一久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 414－181：57．0大差 240．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，082，000円 複勝： 49，498，900円 枠連： 8，746，000円
馬連： 35，342，400円 馬単： 28，529，000円 ワイド： 19，272，200円
3連複： 47，693，200円 3連単： 112，291，400円 計： 319，455，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 100円 � 170円 枠 連（6－8） 140円

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 200円

ワ イ ド �� 110円 �� 350円 �� 380円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，130円

票 数

単勝票数 計 180820 的中 � 107932（1番人気）
複勝票数 計 494989 的中 � 359915（1番人気）� 75418（2番人気）� 12722（4番人気）
枠連票数 計 87460 的中 （6－8） 47825（1番人気）
馬連票数 計 353424 的中 �� 176916（1番人気）
馬単票数 計 285290 的中 �� 105568（1番人気）
ワイド票数 計 192722 的中 �� 72716（1番人気）�� 9610（4番人気）�� 8515（5番人気）
3連複票数 計 476932 的中 ��� 62494（2番人気）
3連単票数 計1122914 的中 ��� 71834（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．1―12．6―11．8―11．9―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．3―49．9―1：01．7―1：13．6―1：25．6―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ラ イ シ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．7．4 中京3着

2013．4．28生 牡2鹿 母 スウィートデジャヴ 母母 Nureyev’s Park 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 クリノリトミシュル号は，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〕 セイカタクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月22日まで平地競走に

出走できない。

22074 8月22日 晴 不良 （27小倉2）第7日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

610 タガノファサネイト 牡2鹿 54
51 ▲�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 434－ 2 59．7 11．7�
711 ウインフェルベール 牡2青鹿54 川田 将雅�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 464＋ 8 〃 アタマ 2．0�
813 エディブルフラワー 牝2栗 54 川須 栄彦山本 武司氏 服部 利之 熊本 村山 光弘 446－12 〃 クビ 13．1�
34 シゲルオキサワラ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 438－ 21：00．01� 104．3�
814 メイショウヨイチ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 476± 01：00．1� 144．6�
11 リ ン ネ 牝2鹿 54 北村 友一下河	行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 468＋ 21：00．2� 7．5

33 カガフルスロットル 牡2鹿 54 藤岡 佑介香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B446＋ 21：00．3� 4．8�
712 シゲルクロカジキ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 484± 01：00．72� 229．6�
57 ワイエムデマクール 牡2栗 54

53 ☆松若 風馬サンライズ 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 462± 0 〃 ハナ 8．3�

46 テイエムハートダン 牡2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 482－ 2 〃 クビ 430．7�

58 モズバンブルビー 牡2黒鹿54 幸 英明 �キャピタル・システム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476＋ 61：00．8� 52．4�
45 メイジュンジュライ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼松田 整二氏 森田 直行 熊本 本田 土寿 488＋ 41：01．86 269．3�
22 カシノトンボ 牡2黒鹿54 松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 新ひだか 鳥谷 勝彦 456－ 61：02．86 25．5�

（13頭）
69 キ ラ パ ワ ー 牡2栗 54 秋山真一郎山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 462－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，701，000円 複勝： 34，317，400円 枠連： 7，923，100円
馬連： 31，552，500円 馬単： 23，200，000円 ワイド： 20，167，100円
3連複： 41，456，900円 3連単： 67，620，800円 計： 244，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 220円 � 110円 � 260円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，860円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 20，460円

票 数

単勝票数 差引計 187010（返還計 4117） 的中 � 13467（5番人気）
複勝票数 差引計 343174（返還計 4864） 的中 � 21649（5番人気）� 191035（1番人気）� 16212（6番人気）
枠連票数 差引計 79231（返還計 351） 的中 （6－7） 8601（3番人気）
馬連票数 差引計 315525（返還計 20714） 的中 �� 34211（4番人気）
馬単票数 差引計 232000（返還計 13957） 的中 �� 7288（9番人気）
ワイド票数 差引計 201671（返還計 14564） 的中 �� 16289（3番人気）�� 2471（20番人気）�� 11878（5番人気）
3連複票数 差引計 414569（返還計 60512） 的中 ��� 12113（9番人気）
3連単票数 差引計 676208（返還計 93904） 的中 ��� 2395（67番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．5―35．1―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノファサネイト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．7．11 中京5着

2013．4．26生 牡2鹿 母 タガノシビル 母母 シ ビ ル 2戦1勝 賞金 5，350，000円
〔競走除外〕 キラパワー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 タガノファサネイト号の騎手�島克駿は，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。
〔その他〕 カシノトンボ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

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７日



22075 8月22日 晴 稍重 （27小倉2）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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

817 オメガハートソング 牝3青鹿54 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 424－ 61：08．9 2．1�
815 トリンカファイブ 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436＋ 21：09．32� 93．8�
59 エスペランデュー 牝3鹿 54 川須 栄彦�G1レーシング 高野 友和 安平 追分ファーム 444 ― 〃 アタマ 70．3�
11 エスペランサルル 牝3栗 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 418＋ 2 〃 アタマ 5．6	
35 サクラティンクル 牝3鹿 54 中谷 雄太�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B458± 0 〃 ハナ 4．4

816 ト ゥ ル ビ ネ 牝3芦 54 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 26．4�
714 タマモキャラット 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 416－ 21：09．61� 34．9�
510 ホ ザ ン ナ 牝3栗 54 柴田 未崎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 492＋121：09．81� 85．5
24 パープルドリーム 牝3黒鹿54 太宰 啓介中野 銀十氏 高橋 亮 浦河 一珍棒牧場 468± 01：10．01� 11．5�
47 ハローブリーズ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 438＋ 4 〃 アタマ 148．7�
612 キ ト ラ 牝3鹿 54 	島 良太林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 480－ 21：10．1� 241．3�
713 メイショウハルゴマ 牝3青鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 様似 中脇 一幸 464＋12 〃 アタマ 20．7�
611 ワ イ カ ヘ 牝3鹿 54

51 ▲	島 克駿金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 千歳 社台ファーム 434－ 21：10．2クビ 18．1�

23 マイアトラクション 牝3青 54 藤岡 佑介下河辺隆行氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 428＋ 41：10．41� 15．4�
48 ルーセントハート 牝3黒鹿54 高倉 稜 �キャロットファーム 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－14 〃 ハナ 211．9�
36 ティアラトウショウ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B420－ 41：10．61� 85．3�
12 シゲルヤマガサ 牝3栗 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 矢野牧場 410－ 8 〃 ハナ 405．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，966，400円 複勝： 28，237，500円 枠連： 12，174，400円
馬連： 37，640，400円 馬単： 24，453，300円 ワイド： 24，862，300円
3連複： 56，244，300円 3連単： 74，746，800円 計： 280，325，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 1，660円 � 1，850円 枠 連（8－8） 1，840円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 2，240円 �� 27，670円

3 連 複 ��� 81，120円 3 連 単 ��� 191，480円

票 数

単勝票数 計 219664 的中 � 80525（1番人気）
複勝票数 計 282375 的中 � 81541（1番人気）� 3281（12番人気）� 2917（13番人気）
枠連票数 計 121744 的中 （8－8） 5108（9番人気）
馬連票数 計 376404 的中 �� 4960（17番人気）
馬単票数 計 244533 的中 �� 2600（23番人気）
ワイド票数 計 248623 的中 �� 2956（20番人気）�� 2896（21番人気）�� 227（97番人気）
3連複票数 計 562443 的中 ��� 520（162番人気）
3連単票数 計 747468 的中 ��� 283（474番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガハートソング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．25 京都6着

2012．3．21生 牝3青鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス 9戦1勝 賞金 14，100，000円
※ホザンナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22076 8月22日 晴 稍重 （27小倉2）第7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 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：07．1良

77 サ ナ シ オ ン 牡6鹿 62 西谷 誠 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476＋103：12．8 1．5�
33 ルペールノエル 牡5黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 514± 03：13．11� 19．3�
22 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 難波 剛健田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 474－ 63：13．41� 57．1�
44 メイショウアラワシ 牡4栗 60 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 454－ 63：14．46 24．0�
11 � タマモショパン 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 504－ 63：14．5� 11．7	
55 トニーポケット 牡6鹿 60 熊沢 重文藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 B480－ 23：14．71	 4．4

89 ファイアーシチー 牡4青鹿60 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456± 0 〃 ハナ 7．2�
66 ワンダーバライル 牡8芦 60 佐久間寛志山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 506＋123：15．34 98．0�
88 ラガートモヒーロ 牡6黒鹿60 北沢 伸也奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 476± 03：15．83 22．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 15，032，200円 複勝： 43，086，800円 枠連： 7，117，500円
馬連： 22，752，600円 馬単： 21，341，900円 ワイド： 14，183，800円
3連複： 35，421，600円 3連単： 85，682，800円 計： 244，619，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 280円 � 680円 枠 連（3－7） 1，360円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，200円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 29，100円

票 数

単勝票数 計 150322 的中 � 76431（1番人気）
複勝票数 計 430868 的中 � 316944（1番人気）� 12848（5番人気）� 4269（8番人気）
枠連票数 計 71175 的中 （3－7） 4044（5番人気）
馬連票数 計 227526 的中 �� 12314（5番人気）
馬単票数 計 213419 的中 �� 8946（6番人気）
ワイド票数 計 141838 的中 �� 5521（7番人気）�� 3032（14番人気）�� 781（29番人気）
3連複票数 計 354216 的中 ��� 2376（31番人気）
3連単票数 計 856828 的中 ��� 2134（80番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．0－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．29 京都10着

2009．2．4生 牡6鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 障害：3戦3勝 賞金 31，000，000円



22077 8月22日 晴 良 （27小倉2）第7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

67 オウケンダイヤ 牝2黒鹿 54
53 ☆松若 風馬福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 376 ―1：10．9 189．3�

11 タガノフォルトゥナ 牡2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452 ―1：11．11� 2．0�

811 ブルベアカトラス 牡2鹿 54 幸 英明 �ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 久井牧場 484 ―1：11．31� 51．8�
66 シゲルキハダマグロ 牡2栗 54 中谷 雄太森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 426 ― 〃 ハナ 47．2�
33 コイハオヤスミ 牝2栗 54

51 ▲	島 克駿小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 426 ―1：11．51� 20．9�
44 マイネルアーベント 牡2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 アイズスタッド株式会社 486 ―1：11．6
 8．6	
22 メイショウノボサン 牡2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 452 ―1：11．91
 17．6

78 ソレイユロワイヤル 牡2鹿 54 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 クビ 5．2�
55 ブライティアベガ 牝2鹿 54 国分 優作小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 434 ―1：12．11� 70．4
810 ナ イ ス ワ ン 牡2栗 54 浜中 俊田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 430 ―1：12．41
 4．9�
79 グランサーブル 牡2芦 54 藤岡 佑介間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 430 ―1：12．82� 54．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，217，100円 複勝： 20，332，900円 枠連： 7，265，400円
馬連： 31，602，000円 馬単： 21，927，200円 ワイド： 17，904，700円
3連複： 41，636，600円 3連単： 72，561，600円 計： 236，447，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，930円 複 勝 � 1，920円 � 130円 � 740円 枠 連（1－6） 3，090円

馬 連 �� 15，750円 馬 単 �� 32，560円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 19，470円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 92，110円 3 連 単 ��� 922，930円

票 数

単勝票数 計 232171 的中 � 1042（11番人気）
複勝票数 計 203329 的中 � 1941（11番人気）� 61858（1番人気）� 5354（9番人気）
枠連票数 計 72654 的中 （1－6） 1822（13番人気）
馬連票数 計 316020 的中 �� 1555（35番人気）
馬単票数 計 219272 的中 �� 505（66番人気）
ワイド票数 計 179047 的中 �� 1034（35番人気）�� 233（54番人気）�� 2840（17番人気）
3連複票数 計 416366 的中 ��� 339（118番人気）
3連単票数 計 725616 的中 ��� 57（755番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．7―12．4―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウケンダイヤ �
�
父 オウケンマジック �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2013．3．27生 牝2黒鹿 母 オウケンハート 母母 ローレルプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22078 8月22日 晴 良 （27小倉2）第7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

11 レッドファルダ 牡3栗 56 小牧 太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512＋ 42：01．5 6．9�

47 カリテスグレース 牝3黒鹿54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 464－ 22：01．81� 6．0�
816 アクアブルーハート 牝3黒鹿54 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 大北牧場 422－ 22：01．9� 46．1�
35 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：02．11� 6．6�
611 マイネルオルデン 牡3鹿 56 幸 英明 �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 450－ 2 〃 ハナ 3．8	
510 ルートヴィヒコード 牡3鹿 56 国分 恭介�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 62：02．41� 23．6

59 ナムラキャニオン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真奈村 睦弘氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 470－ 22：02．61� 15．1�
713 ワールドカップ 牡3黒鹿56 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 454－ 62：03．02� 242．5�
714 サトノダヴィンチ 牡3鹿 56 武 豊里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 478＋ 2 〃 アタマ 4．0
715 デルマフウライマツ �3鹿 56 藤懸 貴志浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 502＋ 6 〃 クビ 194．6�
612 ナリタイナズマ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 434＋ 42：03．1クビ 132．3�
817 アイキャンベット 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 B462－ 62：03．31� 161．8�
48 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54

51 ▲	島 克駿松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 456＋ 82：03．4クビ 95．6�
818 エスプリドパリ 牝3芦 54 太宰 啓介吉田 和子氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 29．9�
12 ナムラジョフレ 牡3黒鹿56 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 424＋ 42：03．93 230．1�
23 スズカプレスト 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 洞
湖 レイクヴィラファーム 438－ 62：04．1� 150．8�
24 ロードアルティスタ 牡3鹿 56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 470－ 62：04．73� 14．0�
36 ワンダーセレブラル 牡3黒鹿56 秋山真一郎山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 城地 清満 542 ―2：05．23 153．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，860，700円 複勝： 34，378，000円 枠連： 11，778，300円
馬連： 46，680，200円 馬単： 24，515，200円 ワイド： 27，731，000円
3連複： 63，941，900円 3連単： 77，591，700円 計： 311，477，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 290円 � 270円 � 900円 枠 連（1－4） 3，060円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 4，050円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 37，170円 3 連 単 ��� 157，570円

票 数

単勝票数 計 248607 的中 � 28435（5番人気）
複勝票数 計 343780 的中 � 33084（5番人気）� 36237（4番人気）� 8602（9番人気）
枠連票数 計 117783 的中 （1－4） 2975（17番人気）
馬連票数 計 466802 的中 �� 11079（12番人気）
馬単票数 計 245152 的中 �� 3046（22番人気）
ワイド票数 計 277310 的中 �� 6251（13番人気）�� 1738（35番人気）�� 1658（37番人気）
3連複票数 計 639419 的中 ��� 1290（90番人気）
3連単票数 計 775917 的中 ��� 357（421番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．4―13．5―13．0―11．8―11．9―12．1―12．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．0―48．5―1：01．5―1：13．3―1：25．2―1：37．3―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．3
1
3
4（3，5）14，15（2，7）16（9，18）8，10（6，12，1）17，13，11・（4，10）5，14（3，7，15，16）（12，9，1，18，11）8（2，13，17）＝6

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

勝馬の
紹 介

レッドファルダ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Intikhab デビュー 2015．4．25 福島2着

2012．2．16生 牡3栗 母 レックスレイノス 母母 Blazing Glory 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 デルマフウライマツ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ワールドカップ号の騎手佐久間寛志は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17番）

ワールドカップ号の騎手佐久間寛志は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）
〔調教再審査〕 デルマフウライマツ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナムラオツウ号
（非抽選馬） 4頭 ウインハインズ号・シャイニービーム号・プレシャスロード号・ユヴェーレン号



22079 8月22日 晴 重 （27小倉2）第7日 第7競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走13時20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

12 デストリアー 牝3鹿 54 川田 将雅 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 440－ 41：44．4 2．4�

48 � エイシンタルトゥ 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬�栄進堂 松元 茂樹 米 Haymarket

Farm LLC 444＋ 61：44．82� 13．9�
23 メイショウユメハチ 牡3青鹿56 	島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 506＋ 41：44．9� 11．6�
612� エルラディユー 牝3鹿 54 小牧 太飯田 正剛氏 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 458－ 41：45．0� 9．0�
714 ルナマジック 牡3鹿 56 北村 友一ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 484± 01：45．21 8．6�
713� ドリームキラリ 牡3青 56 浜中 俊ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 482－ 41：45．3� 4．4	
36 ララオムドゥクー 牡3鹿 56 森 一馬フジイ興産� 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B458＋ 21：45．4� 172．4

815 キ ヨ マ サ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 476＋ 81：45．5� 11．6�
59 ノースダルジャン 牝3鹿 54 川島 信二和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 422＋ 4 〃 ハナ 317．9�
11 ア ノ シ ュ カ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－221：45．71� 38．5

47 タイキアデリナ 牝3鹿 54 武 豊�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 464＋ 41：45．8
 22．3�
24 ウインドファースト 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 502± 01：45．9� 39．6�
611 レッドヴィラーゴ 牝3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492＋241：46．43 60．0�
35 グラツィオーソ 牡3栗 56 大下 智 �キャロットファーム 藤岡 健一 新ひだか チャンピオンズファーム 506＋ 41：47．25 173．5�
510 アニマルスピリッツ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 454－ 81：48．37 352．2�
816 リッカクロフネ 牡3芦 56 秋山真一郎立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 458－ 61：51．6大差 48．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，877，000円 複勝： 33，160，500円 枠連： 15，609，900円
馬連： 54，389，400円 馬単： 28，080，200円 ワイド： 30，814，800円
3連複： 73，133，800円 3連単： 100，423，700円 計： 360，489，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 440円 � 270円 枠 連（1－4） 850円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 760円 �� 520円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 16，900円

票 数

単勝票数 計 248770 的中 � 80292（1番人気）
複勝票数 計 331605 的中 � 83887（1番人気）� 15001（8番人気）� 27410（5番人気）
枠連票数 計 156099 的中 （1－4） 14195（2番人気）
馬連票数 計 543894 的中 �� 25703（5番人気）
馬単票数 計 280802 的中 �� 7319（7番人気）
ワイド票数 計 308148 的中 �� 10404（8番人気）�� 16109（4番人気）�� 3626（22番人気）
3連複票数 計 731338 的中 ��� 11690（13番人気）
3連単票数 計1004237 的中 ��� 4307（39番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．8―12．7―12．3―12．3―12．1―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．7―42．4―54．7―1：07．0―1：19．1―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デストリアー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．12．7 中京6着

2012．2．26生 牝3鹿 母 ドリームスキーム 母母 Dream Ticket 7戦1勝 賞金 11，200，000円
〔制裁〕 アノシュカ号の騎手義英真は，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：7番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカクロフネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月22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 ヒルノリヴァプール号・フラリシング号

22080 8月22日 晴 良 （27小倉2）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：44．1
1：43．9

良
良

815 サンクボヌール 牝3栗 52 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋261：47．4 11．5�

59 リーサルウェポン 牝4鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 436± 01：47．61� 1．8�
611 レッドオーラム 牝4鹿 55 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 498＋141：47．91� 13．9�
713 プリメラアスール 牝3黒鹿52 太宰 啓介青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 482－ 2 〃 クビ 43．4�
510 ロイヤルストリート 牝3鹿 52 浜中 俊下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 426＋101：48．0クビ 7．7

24 アプリコットベリー 牝3青鹿52 北村 友一 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392－ 41：48．1� 16．9�
612 カレンオプシス 牝3青鹿52 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 11．1�
47 レッドラヴィータ 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450± 01：48．2� 23．6
816 メイショウラバンド 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 444－ 21：48．41� 45．6�
12 スモーキーナイト 牝3鹿 52 藤岡 佑介市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 77．8�
23 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 幸 英明 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 464＋ 41：48．61� 81．2�
36 ニシノシュロ 牝4青鹿55 国分 恭介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 488－ 81：48．7� 69．5�
48 アスタキサンチン 牝3栗 52 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B446＋ 61：48．91� 64．3�
714 メイショウグレア 牝5鹿 55

52 ▲	島 克駿松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 434＋ 6 〃 クビ 23．1�
11 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿52 武 豊山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 462－101：49．0� 10．8�
35 
 ダノンサイクロン 牝4青鹿 55

54 ☆岩崎 翼�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 460－ 61：49．1� 251．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，189，600円 複勝： 54，251，800円 枠連： 18，758，300円
馬連： 70，758，800円 馬単： 34，756，600円 ワイド： 40，357，500円
3連複： 94，665，400円 3連単： 125，171，900円 計： 471，909，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 110円 � 310円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，910円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 24，220円

票 数

単勝票数 計 331896 的中 � 23002（5番人気）
複勝票数 計 542518 的中 � 32297（5番人気）� 237080（1番人気）� 27704（7番人気）
枠連票数 計 187583 的中 （5－8） 20350（2番人気）
馬連票数 計 707588 的中 �� 57084（2番人気）
馬単票数 計 347566 的中 �� 9443（9番人気）
ワイド票数 計 403575 的中 �� 25897（3番人気）�� 4951（20番人気）�� 19898（5番人気）
3連複票数 計 946654 的中 ��� 17911（11番人気）
3連単票数 計1251719 的中 ��� 3746（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．9―48．2―1：00．4―1：12．5―1：24．2―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンクボヌール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．11．9 京都5着

2012．1．11生 牝3栗 母 ミュゲドボヌール 母母 ゴーンプロフェッショナル 7戦2勝 賞金 20，150，000円
〔制裁〕 ブルローネ号の騎手武豊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。



22081 8月22日 晴 良 （27小倉2）第7日 第9競走 ��
��1，700�

あ お し ま

青 島 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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：39．8
1：39．8

良
良

813 ディープウェーブ 牡5青鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 81：41．4 5．9�

69 マイネヴァリエンテ 牝4鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 4 〃 ハナ 16．2�

711 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿54 中谷 雄太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466＋ 41：41．61� 8．0�
58 ナムラマサシゲ 牡4栗 57 秋山真一郎奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500＋ 6 〃 ハナ 12．4�
814 トシファイブスター 牡5黒鹿57 国分 恭介田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 	川 啓一 452± 01：41．7
 364．7�
11 � シゲルエベッサン 牡3鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 476＋10 〃 ハナ 16．0	
712 ボ ワ レ ッ ト 牝4鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋221：41．91� 50．9

33 トーコーグリーン 牡5黒鹿57 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502＋ 21：42．0� 32．0�
22 シャンデリアハウス 牝3黒鹿52 武 豊 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 428± 01：42．21� 6．3
610 フェイトカラー 牝4黒鹿55 国分 優作吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 510－ 6 〃 ハナ 33．3�
46 レッドカイザー 牡4黒鹿57 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 490± 01：42．41� 2．3�
34 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B466＋ 21：43．03
 71．7�
57 プリンセスアスク 牝4青鹿55 岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 452＋ 41：43．42
 15．7�
45  ウルトラバローズ 牡4鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前川 正美 B430－ 8 〃 クビ 166．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，054，300円 複勝： 40，094，800円 枠連： 15，520，600円
馬連： 81，109，400円 馬単： 39，160，100円 ワイド： 39，243，200円
3連複： 107，122，800円 3連単： 149，696，300円 計： 504，001，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 300円 � 220円 枠 連（6－8） 3，240円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 8，500円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 750円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 10，230円 3 連 単 ��� 65，850円

票 数

単勝票数 計 320543 的中 � 43238（2番人気）
複勝票数 計 400948 的中 � 59616（2番人気）� 30881（5番人気）� 48234（4番人気）
枠連票数 計 155206 的中 （6－8） 3702（16番人気）
馬連票数 計 811094 的中 �� 13040（19番人気）
馬単票数 計 391601 的中 �� 3452（34番人気）
ワイド票数 計 392432 的中 �� 7117（14番人気）�� 13838（5番人気）�� 6901（17番人気）
3連複票数 計1071228 的中 ��� 7851（42番人気）
3連単票数 計1496963 的中 ��� 1648（232番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．2―42．3―53．9―1：05．6―1：17．5―1：29．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープウェーブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Labeeb デビュー 2012．10．28 京都3着

2010．1．30生 牡5青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 22戦2勝 賞金 40，213，000円
〔制裁〕 プリンセスアスク号の騎手岩崎翼は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・4番）
※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 クールジョジョ号

22082 8月22日 晴 良 （27小倉2）第7日 第10競走
ウインズ小郡開設10周年記念

��
��1，200�

お ご お り

小 郡 特 別
発走15時00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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 ナムラアッパー 牡4鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422± 01：08．8 5．5�
48 ベルリネッタ 牡4鹿 57 川田 将雅大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 464－ 41：08．9� 10．2�
510 シェアザジョイフル 牝3鹿 52 武 幸四郎 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 460－ 4 〃 ハナ 11．0�
12 ダノンブライト 牡3青鹿54 幸 英明�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456± 0 〃 クビ 17．3�
11 	 エイシンカラット 牝3黒鹿52 武 豊�栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership B452－ 2 〃 ハナ 3．6�
611 ツィンクルソード 牡4芦 57 北村 友一 	サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 12．3

817 ダンシングワンダー 牝3栗 52 中井 裕二窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 127．4�
714 マルクナッテ 牝4栗 55 秋山真一郎小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 416± 01：09．11 26．4�
818 ニホンピロマイティ 牡5黒鹿57 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450－20 〃 クビ 330．8
36 オールパーパス 
4栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 41：09．31� 5．8�
816 オトコギマサムネ 牡4鹿 57 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：09．4クビ 7．8�
612 ゲネラルプローベ 牡3鹿 54 小牧 太前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 462＋ 61：09．5� 71．1�
23 ナムラマミー 牝3鹿 52 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 410＋ 2 〃 クビ 141．4�
59 � ミッキーマンデー 牡5栗 57 松山 弘平三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 470－ 4 〃 アタマ 28．3�
715 エイシンバッケン 牡3鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 488＋ 21：09．6クビ 19．2�
35 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55 小坂 忠士澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480± 01：09．7� 372．2�
24 � エターナルトルース 牝5黒鹿55 松若 風馬五影 慶則氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 416－121：09．91� 186．5�
47 メモリーレーン 牝4栗 55 義 英真 	シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－141：10．53� 115．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，407，700円 複勝： 58，671，300円 枠連： 27，508，800円
馬連： 113，698，900円 馬単： 48，669，100円 ワイド： 54，660，400円
3連複： 153，189，000円 3連単： 201，555，300円 計： 697，360，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 310円 � 370円 枠 連（4－7） 2，200円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，190円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 52，260円

票 数

単勝票数 計 394077 的中 � 56474（2番人気）
複勝票数 計 586713 的中 � 74992（3番人気）� 48362（5番人気）� 38755（7番人気）
枠連票数 計 275088 的中 （4－7） 9648（12番人気）
馬連票数 計1136989 的中 �� 29692（10番人気）
馬単票数 計 486691 的中 �� 5837（22番人気）
ワイド票数 計 546604 的中 �� 13253（8番人気）�� 11885（12番人気）�� 7723（24番人気）
3連複票数 計1531890 的中 ��� 12137（27番人気）
3連単票数 計2015553 的中 ��� 2796（159番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアッパー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．6．16 阪神2着

2011．4．26生 牡4鹿 母 ナ ム ラ ハ ル 母母 フジミソレント 23戦2勝 賞金 34，429，000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。
※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 サンフレイム号



22083 8月22日 晴 重 （27小倉2）第7日 第11競走 ��
��1，700�T V Q 杯

発走15時35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

��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 294，000円 84，000円 42，000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 ブライトアイディア 牡5栗 57 高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526－ 41：43．2 38．4�

610 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 510－ 81：43．3
 9．2�
45 � エーシンエポナ 牝5鹿 55 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

498＋ 21：43．4クビ 12．7�
814 トウケイウイン 牡5黒鹿57 太宰 啓介木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 456＋22 〃 クビ 109．4�
33 マッシヴヒーロー 牡6鹿 57 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 458± 01：43．5� 37．6�
34 スズカウラノス 牡6鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464＋ 2 〃 ハナ 20．0	
57 カ ト ラ ス 5芦 57 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 470± 0 〃 アタマ 125．6

813 ディアブルーダー 4鹿 57 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 508－ 21：43．6クビ 4．9�
46 メイショウパワーズ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 486± 0 〃 アタマ 9．1�
58 ア メ リ 牝5栗 55 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 462＋ 41：43．7
 19．6�
22 サクセスグローリー 牡4黒鹿57 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 538－ 21：44．65 1．9�
69 キョウワリベラル 牡6黒鹿57 �島 良太協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B510＋141：44．7クビ 236．9�
711 マ ユ キ 牝4栗 55 川田 将雅稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 480＋121：44．91� 18．5�
712 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿54 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 474＋ 61：45．0クビ 85．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，486，600円 複勝： 79，678，800円 枠連： 39，719，700円
馬連： 210，954，300円 馬単： 97，916，600円 ワイド： 86，251，300円
3連複： 276，072，800円 3連単： 480，361，900円 計： 1，333，442，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 850円 � 260円 � 280円 枠 連（1－6） 12，290円

馬 連 �� 13，310円 馬 単 �� 32，620円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 3，640円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 28，570円 3 連 単 ��� 263，030円

票 数

単勝票数 計 624866 的中 � 12998（10番人気）
複勝票数 計 796788 的中 � 20973（10番人気）� 89030（3番人気）� 80527（4番人気）
枠連票数 計 397197 的中 （1－6） 2504（27番人気）
馬連票数 計2109543 的中 �� 12281（39番人気）
馬単票数 計 979166 的中 �� 2251（82番人気）
ワイド票数 計 862513 的中 �� 6183（38番人気）�� 6014（39番人気）�� 20343（11番人気）
3連複票数 計2760728 的中 ��� 7245（84番人気）
3連単票数 計4803619 的中 ��� 1324（630番人気）

ハロンタイム 6．8―10．7―11．6―12．7―12．2―12．1―12．2―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．1―41．8―54．0―1：06．1―1：18．3―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトアイディア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 京都6着

2010．3．3生 牡5栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 6戦3勝 賞金 40，123，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔その他〕 サクセスグローリー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

22084 8月22日 晴 重 （27小倉2）第7日 第12競走 ��1，000�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 7，500，000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

712 エンジェヌー 牝4青鹿55 浜中 俊 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 480－ 2 58．0 6．5�

814 ギャラクシーエクス 牡4黒鹿 57
56 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 7．8�

57 ファイアリシンゾウ 牡3青鹿54 川島 信二 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 506－ 6 58．32 74．9�
69 サカジロヴィグラス 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 516－ 8 58．4クビ 7．1�
610 ハニードント 牝4栗 55

52 ▲�島 克駿薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 454＋ 6 〃 ハナ 11．6�
33 トリックデック 牡4栗 57 松山 弘平前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 6 58．5� 121．8	
46 ジャコカッテ 牡4栗 57 川須 栄彦晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 490＋ 2 58．6クビ 7．3

45 ドリームカイザー 牡4栗 57 中井 裕二ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 510± 0 〃 アタマ 72．0�
813 コ ラ ン ダ ム �6栗 57 太宰 啓介山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 494± 0 〃 クビ 19．2
11 スマートエビデンス 牡4鹿 57 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 516＋ 2 58．8� 2．9�
58 ゼンノステルス 牡4芦 57

56 ☆岩崎 翼大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 464＋ 2 〃 クビ 31．9�
34 ニホンピロヘーラー 牝3鹿 52 藤岡 佑介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 500－ 2 59．01	 23．1�
22 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 52 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 486± 0 59．42
 15．4�
711� コパノハート 牝3鹿 52 北村 友一小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 450＋ 2 59．82 24．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，417，800円 複勝： 64，094，100円 枠連： 27，824，000円
馬連： 126，248，000円 馬単： 60，172，500円 ワイド： 62，303，600円
3連複： 171，433，300円 3連単： 250，825，000円 計： 813，318，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 290円 � 280円 � 2，360円 枠 連（7－8） 1，270円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 6，350円 �� 8，910円

3 連 複 ��� 60，080円 3 連 単 ��� 223，120円

票 数

単勝票数 計 504178 的中 � 61519（2番人気）
複勝票数 計 640941 的中 � 63616（4番人気）� 64623（3番人気）� 5920（14番人気）
枠連票数 計 278240 的中 （7－8） 16960（6番人気）
馬連票数 計1262480 的中 �� 35088（11番人気）
馬単票数 計 601725 的中 �� 8541（18番人気）
ワイド票数 計 623036 的中 �� 15034（12番人気）�� 2483（62番人気）�� 1764（69番人気）
3連複票数 計1714333 的中 ��� 2140（183番人気）
3連単票数 計2508250 的中 ��� 815（774番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．8―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．5
3 ・（1，2）（4，14）（9，10，12）（3，11）（7，13）（6，5）8 4 1，14（4，2）（9，12）（3，10）（6，7）（5，11，13）8

勝馬の
紹 介

エンジェヌー �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．9．14 阪神10着

2011．1．28生 牝4青鹿 母 ステージスクール 母母 Danseur Fabuleux 8戦3勝 賞金 23，300，000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 カシノヒカル号・ミスズモンブラン号



（27小倉2）第7日 8月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

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

178，550，000円
10，000，000円
1，550，000円
16，000，000円
65，904，000円
4，995，800円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
364，292，400円
539，802，800円
199，946，000円
862，728，900円
452，721，700円
437，751，900円
1，162，011，600円
1，798，529，200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 5，817，784，500円

総入場人員 7，716名 （有料入場人員 6，671名）
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