
22085 8月21日 晴 良 （28小倉2）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50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

710 ダノンチャンス 牡2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 490－101：09．7 2．5�
67 メイショウルーシー 牝2青鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 408－ 41：09．8� 2．1�
56 カシノロマンス 牝2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 422± 01：10．01	 54．8�
22 ミスターロンリー 牡2鹿 54 M．デムーロ三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464＋ 61：10．1クビ 7．5�
812 ビーカーリー 牝2黒鹿54 幸 英明馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 452－ 41：10．2	 16．4�
68 コウエイダリア 牝2黒鹿54 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 468－ 21：10．41
 107．6	
811 ナムラボンド 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 418＋ 21：10．82	 138．5

11 ハクユウマックス 牡2栗 54 松若 風馬 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 482＋101：11．11� 52．7�
33 マーブルクリス 牡2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 472± 01：11．52	 33．2�
55 ヤクシャハソロッタ 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 438－ 21：11．6	 22．4
79 マヤアムール 牝2栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 420＋ 61：11．7� 87．1�
44 ハナハタチバナ 牝2鹿 54 太宰 啓介山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 442＋ 41：12．97 224．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，601，100円 複勝： 35，195，200円 枠連： 7，409，100円
馬連： 35，025，800円 馬単： 24，783，600円 ワイド： 18，073，300円
3連複： 50，650，800円 3連単： 95，642，900円 計： 287，381，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 420円 枠 連（6－7） 190円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，140円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 206011 的中 � 68402（2番人気）
複勝票数 計 351952 的中 � 69128（2番人気）� 204578（1番人気）� 5629（7番人気）
枠連票数 計 74091 的中 （6－7） 29228（1番人気）
馬連票数 計 350258 的中 �� 136865（1番人気）
馬単票数 計 247836 的中 �� 44108（2番人気）
ワイド票数 計 180733 的中 �� 44750（1番人気）�� 3131（14番人気）�� 3786（12番人気）
3連複票数 計 506508 的中 ��� 19279（5番人気）
3連単票数 計 956429 的中 ��� 11051（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．5―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．2―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 7，10（6，8）（2，5，9，3，12）11，1＝4 4 ・（7，10）12－（6，8）2（5，3）（11，9）1＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンチャンス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．7．30 小倉5着

2014．2．4生 牡2鹿 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナハタチバナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月21日まで平地

競走に出走できない。

22086 8月21日 晴 良 （28小倉2）第8日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000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 リリーシューター 牡3鹿 56 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496± 01：47．7 1．6�
36 テイエムボンドン 牡3鹿 56

54 △義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 462＋ 21：47．8� 7．4�
611 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B492± 01：47．9クビ 9．1�
12 ニホンピロプレー 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 454＋ 6 〃 クビ 26．3�
23 キングジュエリー 牡3栗 56 D．バルジュー 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 524＋ 41：48．11� 25．1�

（伊）

815 ラインダール 牝3栗 54
53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 61：48．52� 15．4	

816 ペ リ コ ー ル 牝3栗 54 畑端 省吾門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：48．92� 22．1

612 ドリームフォー 牡3芦 56 川須 栄彦�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 484± 01：49．0クビ 35．1�
510 ファントムカフェ 牡3黒鹿56 幸 英明ライオンレースホース� 石橋 守 新ひだか タイヘイ牧場 486＋ 2 〃 ハナ 69．2
48 ナリタマカニ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 472＋ 2 〃 クビ 134．2�
24 メイショウバッハ 牡3栗 56 浜中 俊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 482＋20 〃 ハナ 33．3�
35 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：49．32 27．3�
714 メイショウセグレタ 牝3栗 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 502± 01：49．51� 24．7�
713 ティーパフォーマー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 448＋ 21：49．6クビ 68．4�
59 ストレイタス 牡3栗 56 石橋 脩橋元 勇氣氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 468－ 21：49．81� 19．0�
47 スイートアリエッタ 牝3鹿 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 426＋ 21：59．4大差 181．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，188，000円 複勝： 49，454，100円 枠連： 11，592，500円
馬連： 39，524，600円 馬単： 24，995，100円 ワイド： 27，562，500円
3連複： 61，155，000円 3連単： 83，510，400円 計： 317，982，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（1－3） 400円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 270円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 計 201880 的中 � 95129（1番人気）
複勝票数 計 494541 的中 � 289088（1番人気）� 50120（2番人気）� 31080（3番人気）
枠連票数 計 115925 的中 （1－3） 21999（1番人気）
馬連票数 計 395246 的中 �� 61427（1番人気）
馬単票数 計 249951 的中 �� 28403（1番人気）
ワイド票数 計 275625 的中 �� 38603（1番人気）�� 26504（2番人気）�� 8697（7番人気）
3連複票数 計 611550 的中 ��� 42452（1番人気）
3連単票数 計 835104 的中 ��� 23767（1番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．7―12．6―12．4―12．2―13．1―13．8―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．7―42．3―54．7―1：06．9―1：20．0―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リリーシューター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．12．12 阪神10着

2013．1．23生 牡3鹿 母 リオニアンレディー 母母 Moon Flower 8戦1勝 賞金 12，400，000円
〔制裁〕 テイエムボンドン号の騎手義英真は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートアリエッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月21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。
（非当選馬） 2頭 タガノバトラ号・トップエンパイア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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８日



22087 8月21日 晴 良 （28小倉2）第8日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 フジクイーン 牝3栗 54 川須 栄彦平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 482＋ 61：10．0 44．8�
817 カノヤパリティ 牝3栗 54 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 436－ 21：10．1� 23．0�
818 ロングハード 牝3黒鹿54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 450－ 6 〃 クビ 4．1�
59 リ モ ナ イ ア 牝3栗 54 石橋 脩吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 436－ 61：10．2� 19．7�
11 ツースターク 牝3鹿 54 国分 恭介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 428± 01：10．3� 6．1�
510 ブライティアベガ 牝3鹿 54 藤岡 康太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 438－ 21：10．4� 32．7�
47 サウンドウィケット 牡3青鹿56 岡田 祥嗣増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 466＋ 61：10．5� 10．6	
24 ソリッドボート �3芦 56

53 ▲荻野 極水上 行雄氏 佐々木晶三 浦河 笠松牧場 460－ 41：10．6クビ 104．3

714 オンマイステージ 牝3芦 54 D．バルジュー 大塚 亮一氏 千田 輝彦 新冠 秋田牧場 458＋ 6 〃 ハナ 21．9�

（伊）

611 ハ リ ー 牡3鹿 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430＋10 〃 アタマ 4．6�
715 ゴーフォワード 牡3鹿 56 松若 風馬前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 21：10．7� 12．8
36 デザートナイト �3鹿 56 松田 大作 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 492＋ 4 〃 ハナ 17．9�
35 リッカークイーン 牝3黒鹿54 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 430－ 21：10．91� 366．1�
612 スーサンブルース 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 474＋10 〃 クビ 76．3�
816 メイショウダイウン 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 478－ 4 〃 ハナ 147．7�
48 バナナムーチョ 牝3鹿 54

53 ☆	島 克駿副島 義久氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 446＋241：11．0� 34．0�
23 ホーマンビジュー 牝3鹿 54 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 6．8�
12 アスターピュア 牝3鹿 54 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 81：16．0大差 228．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，464，800円 複勝： 30，053，100円 枠連： 13，054，900円
馬連： 45，962，600円 馬単： 21，931，500円 ワイド： 30，530，400円
3連複： 70，697，800円 3連単： 79，961，300円 計： 313，656，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，480円 複 勝 � 990円 � 510円 � 180円 枠 連（7－8） 1，020円

馬 連 �� 47，680円 馬 単 �� 99，080円

ワ イ ド �� 11，830円 �� 3，210円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 43，310円 3 連 単 ��� 467，510円

票 数

単勝票数 計 214648 的中 � 3832（13番人気）
複勝票数 計 300531 的中 � 6531（13番人気）� 13731（9番人気）� 56489（1番人気）
枠連票数 計 130549 的中 （7－8） 9876（3番人気）
馬連票数 計 459626 的中 �� 747（83番人気）
馬単票数 計 219315 的中 �� 166（179番人気）
ワイド票数 計 305304 的中 �� 646（82番人気）�� 2424（42番人気）�� 8124（9番人気）
3連複票数 計 706978 的中 ��� 1224（143番人気）
3連単票数 計 799613 的中 ��� 124（1245番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．6―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジクイーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．6 阪神3着

2013．5．1生 牝3栗 母 ベ ア 母母 パルフェアムール 7戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターピュア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月21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 ホーリーアーマー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22088 8月21日 晴 良 （28小倉2）第8日 第4競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

34 タイキラメール 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 470＋10 59．0 1．6�

33 シゲルカマス 牝3鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 438＋ 4 59．42� 6．3�
610 クラウンドヘッド 牝3鹿 54 D．バルジュー 下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 412＋ 21：00．03� 14．8�

（伊）

22 エイシンチムニー 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人�栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 516－12 〃 クビ 36．9�

711 レディオブフレイム 牝3鹿 54 藤岡 佑介 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 474－101：00．1� 5．8	

45 メイショウレオネス 牝3青鹿54 藤岡 康太松本 好
氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 440＋ 21：00．42 14．4�
57 ワンダールジール 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 信行氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 480＋ 5 〃 アタマ 107．1�
712 ネオヴィッパー 牝3芦 54 酒井 学小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 468＋141：00．93 81．7
58 トウカイペアーナ 牝3栗 54

52 △義 英真内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 440－ 61：01．0� 91．4�
46 バ ル ビ オ ス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 飛渡牧場 418 ―1：01．53 27．5�
11 クリノアンボワーズ 牝3鹿 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498 ―1：01．6� 98．0�
814 シゲルシマアジ 牡3黒鹿56 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 長浜 秀昭 462＋281：01．7� 20．0�
813 メイショウフクロウ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 422＋121：02．01� 124．1�
69 エーデルローゼ 牡3青鹿 56

55 ☆	島 克駿�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 474 ―1：02．42� 101．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，179，500円 複勝： 69，861，600円 枠連： 11，145，900円
馬連： 38，816，200円 馬単： 27，844，400円 ワイド： 25，520，700円
3連複： 59，801，700円 3連単： 102，837，800円 計： 359，007，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（3－3） 310円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 150円 �� 390円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 231795 的中 � 113520（1番人気）
複勝票数 計 698616 的中 � 530606（1番人気）� 49189（2番人気）� 20402（4番人気）
枠連票数 計 111459 的中 （3－3） 27564（1番人気）
馬連票数 計 388162 的中 �� 102653（1番人気）
馬単票数 計 278444 的中 �� 57165（1番人気）
ワイド票数 計 255207 的中 �� 57731（1番人気）�� 14373（4番人気）�� 6042（10番人気）
3連複票数 計 598017 的中 ��� 38274（3番人気）
3連単票数 計1028378 的中 ��� 27556（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．4―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキラメール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．11．23 京都2着

2013．3．6生 牡3栗 母 タイキアンジェリカ 母母 マ イ オ ト メ 8戦1勝 賞金 15，320，000円
〔発走状況〕 エイシンチムニー号は，枠入り不良。
※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。
（非抽選馬） 3頭 シラーグランツ号・タマモペンライト号・ファルセータ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22089 8月21日 晴 良 （28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10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

810 ペルシアンナイト 牡2黒鹿54 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 476 ―1：53．1 1．5�
77 ハッシュタグ 牡2鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468 ―1：53．63 12．5�
44 タイキブリジャール 牡2鹿 54 M．デムーロ�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442 ―1：54．45 6．8�
55 ガンサリュート 牡2黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 516 ―1：54．61� 4．9�
33 ブルベアラクーン 牡2栗 54 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 520 ―1：54．81� 48．8	
89 デクレアビクトリー 牡2鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 554 ―1：54．9� 31．3

66 テイエムナナフク 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 480 ―1：55．0� 141．9�
22 エスポワールパレス 牡2鹿 54 和田 竜二小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 496 ―1：55．53 18．3�
78 ゲットグローリー 牡2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482 ―1：56．13� 36．5
11 シゲルシロトラ 牡2鹿 54 D．バルジュー 森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 安田 豊重 490 ―1：58．4大差 82．8�

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，479，700円 複勝： 38，166，100円 枠連： 8，872，700円
馬連： 37，065，300円 馬単： 30，755，700円 ワイド： 22，717，200円
3連複： 51，359，200円 3連単： 109，290，000円 計： 329，705，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 280円 �� 220円 �� 570円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 計 314797 的中 � 160516（1番人気）
複勝票数 計 381661 的中 � 217965（1番人気）� 25623（4番人気）� 40697（3番人気）
枠連票数 計 88727 的中 （7－8） 14143（3番人気）
馬連票数 計 370653 的中 �� 36592（3番人気）
馬単票数 計 307557 的中 �� 21701（4番人気）
ワイド票数 計 227172 的中 �� 20848（3番人気）�� 29451（2番人気）�� 8649（6番人気）
3連複票数 計 513592 的中 ��� 44302（2番人気）
3連単票数 計1092900 的中 ��� 22662（8番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．4―13．3―12．7―12．6―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―38．9―52．2―1：04．9―1：17．5―1：29．5―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3
2，4（1，7）（5，6，10）－3－（8，9）・（2，4，7）（1，5，10）（3，6）8－9

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

勝馬の
紹 介

ペルシアンナイト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．3．11生 牡2黒鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 テイエムナナフク号の騎手岩崎翼は，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50，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルシロトラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月21日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22090 8月21日 晴 良 （28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40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

44 ラ ソ 牝2黒鹿54 D．バルジュー 西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 430 ―1：11．6 6．8�
（伊）

77 タムロセレッサ 牝2鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 486 ―1：11．92 3．0�
22 マルムーティエ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466 ―1：12．0� 2．2�
88 サイモンミラベル 牝2栗 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 458 ―1：12．42� 15．1�
11 カシノカンナ 牝2栗 54

53 ☆岩崎 翼柏木 務氏 鈴木 孝志 浦河 村下 清志 412 ―1：12．5� 85．0�
66 デルマミセラレテ 牝2栗 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426 ― 〃 クビ 20．5	
55 エイユーエンプレス 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿笹部 義則氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 410 ― 〃 アタマ 48．9

33 メイショウワカクサ 牝2鹿 54 石橋 脩松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 494 ―1：12．6� 8．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 23，596，600円 複勝： 15，565，100円 枠連： 発売なし
馬連： 34，856，900円 馬単： 23，881，100円 ワイド： 15，722，200円
3連複： 36，340，300円 3連単： 92，592，200円 計： 242，554，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 310円 �� 250円 �� 160円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 5，730円

票 数

単勝票数 計 235966 的中 � 29483（3番人気）
複勝票数 計 155651 的中 � 22557（3番人気）� 37333（2番人気）� 47246（1番人気）
馬連票数 計 348569 的中 �� 25032（5番人気）
馬単票数 計 238811 的中 �� 7245（11番人気）
ワイド票数 計 157222 的中 �� 11147（5番人気）�� 14608（4番人気）�� 31029（1番人気）
3連複票数 計 363403 的中 ��� 53018（2番人気）
3連単票数 計 925922 的中 ��� 11696（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．6―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．3―47．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ソ �

父 パ イ ロ �


母父 バブルガムフェロー 初出走

2014．5．8生 牝2黒鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22091 8月21日 晴 良 （28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10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

815 ココファンタジア 牝3黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋101：49．1 4．1�
713 グルーヴィタイム 牡3鹿 56 松若 風馬 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 422－ 2 〃 ハナ 18．1�
816 タガノガンチャン 牝3鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 01：49．31� 4．3�
47 マテンロウビクサス 牡3鹿 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 460－ 21：49．51� 26．5�
612 ピンクノオウマサン 牝3芦 54 浜中 俊石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 420－ 21：49．71� 13．0�
24 シルヴィーズモード 牝3青 54 藤懸 貴志�大樹ファーム 平田 修 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 474＋101：50．01	 57．8	
23 ナノセカンド 牡3青鹿56 高倉 稜近藤 克麿氏 宮本 博 日高 シンボリ牧場 462＋181：50．1� 6．6

12 エイシンイッサ 
3栗 56 国分 恭介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 486＋121：50．2� 78．3�
48 エイシンジルコン 牝3黒鹿54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 438± 01：50．3クビ 3．7
36 ジェットバローズ 牡3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 474＋ 21：50．4	 115．5�
59 メイショウジーター 牡3栗 56 北村 友一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504－101：50．72 91．7�
11 フ ァ ク タ ー 牡3黒鹿56 D．バルジュー 石川 達絵氏 角田 晃一 日高 藤本ファーム 472＋ 81：51．12� 19．8�

（伊）

35 � ラビングハート 牝3芦 54
52 △義 英真市川 義美氏 吉村 圭司 愛 Y. Ichikawa 442＋ 41：52．48 231．2�

510 ココアスエイト 牝3黒鹿 54
51 ▲荻野 極ザ・チャンピオンズ 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 41：52．61� 155．8�

611 トモノメジェール 牝3栗 54 幸 英明共田 義夫氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：52．7クビ 63．0�
714 ナムラムサシ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 446－ 21：53．23 14．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，745，500円 複勝： 35，591，100円 枠連： 19，350，400円
馬連： 57，992，300円 馬単： 27，361，800円 ワイド： 33，274，400円
3連複： 80，105，500円 3連単： 99，449，300円 計： 377，870，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 380円 � 160円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 410円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 30，100円

票 数

単勝票数 計 247455 的中 � 47138（2番人気）
複勝票数 計 355911 的中 � 46016（3番人気）� 19360（7番人気）� 69388（2番人気）
枠連票数 計 193504 的中 （7－8） 20568（2番人気）
馬連票数 計 579923 的中 �� 9716（16番人気）
馬単票数 計 273618 的中 �� 2864（28番人気）
ワイド票数 計 332744 的中 �� 5347（18番人気）�� 23184（2番人気）�� 5312（19番人気）
3連複票数 計 801055 的中 ��� 11846（14番人気）
3連単票数 計 994493 的中 ��� 2395（91番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．2―11．9―11．7―11．9―11．7―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．4―48．3―1：00．0―1：11．9―1：23．6―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ココファンタジア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．7．26 中京5着

2013．3．25生 牝3黒鹿 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 8戦1勝 賞金 10，550，000円
〔その他〕 ナムラムサシ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
※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 コウザンアプローチ号・ソングライティング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22092 8月21日 晴 良 （28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40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

11 ザイディックメア 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 458－ 41：46．2 2．5�
713� メイショウトリトン 牡6黒鹿57 和田 竜二松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 468－12 〃 クビ 41．1�
816 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 52 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 488－ 41：46．83� 12．9�
510 キタサンコンサート 牡4芦 57 �島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B478± 01：47．12 4．1�
714 サウンドスタジオ 牡3鹿 54 藤岡 康太増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 490－ 21：47．2	 149．7�
611 タガノアーバニティ 牡3栗 54 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 4 〃 アタマ 33．1	
35 メイショウヤギリ 牡4黒鹿 57

56 ☆�島 克駿松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 482＋ 41：47．3� 114．3

612 カルムパシオン 
3鹿 54 石橋 脩前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 01：47．4クビ 20．6�
24 カシノランド 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 466＋ 61：47．61� 9．3�
48 サトノスーペリア 
5黒鹿57 幸 英明里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 アタマ 9．7
47 � ショウナンラクティ 牡4鹿 57 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 504＋ 61：48．02� 137．3�
23 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512－101：48．1� 9．6�
12 � キングカーティス 牡4鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 462＋ 41：49．48 40．1�
59 � バ ニ ス タ ー 牡4青鹿57 松田 大作村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 510＋ 21：49．82� 104．6�
815 プリンセスアスク 牝5青鹿 55

54 ☆岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 B462－ 41：51．39 35．4�
36 サンレイルージュ 牝4鹿 55 松若 風馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 474＋201：51．62 32．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，994，200円 複勝： 38，726，500円 枠連： 17，879，200円
馬連： 66，731，300円 馬単： 31，903，700円 ワイド： 39，718，900円
3連複： 93，502，900円 3連単： 122，178，900円 計： 437，635，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 770円 � 310円 枠 連（1－7） 3，850円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 8，470円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 710円 �� 6，410円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 67，410円

票 数

単勝票数 計 269942 的中 � 86056（1番人気）
複勝票数 計 387265 的中 � 92666（1番人気）� 9839（9番人気）� 28638（6番人気）
枠連票数 計 178792 的中 （1－7） 3591（17番人気）
馬連票数 計 667313 的中 �� 9404（17番人気）
馬単票数 計 319037 的中 �� 2825（27番人気）
ワイド票数 計 397189 的中 �� 5992（17番人気）�� 15107（7番人気）�� 1528（54番人気）
3連複票数 計 935029 的中 ��� 5650（36番人気）
3連単票数 計1221789 的中 ��� 1314（192番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―12．0―12．8―12．1―12．2―12．7―13．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．7―42．5―54．6―1：06．8―1：19．5―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ザイディックメア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．1 京都4着

2012．5．2生 牡4鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 13戦3勝 賞金 35，308，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンセスアスク号・サンレイルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

9月21日まで平地競走に出走できない。
※サウンドスタジオ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22093 8月21日 晴 良 （28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15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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

33 アドマイヤキズナ 牡3黒鹿54 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 462＋ 62：01．2 1．8�
11 � ミトノグラス 牡3鹿 54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 472－ 22：01．73 16．0�
55 � カリテスグレース 牝4黒鹿55 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 484－ 42：01．91� 48．5�
66 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408＋ 42：02．21� 3．3�
88 ダノンプレシャス 牡3青鹿54 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 452± 0 〃 クビ 4．8�
77 キネオワールド 牡5黒鹿57 中谷 雄太吉田 千津氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：02．3� 33．0	
22 エーティーサンダー 牡3青鹿54 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 508＋ 22：02．72� 17．4

44 スペルヴィア 牡7黒鹿57 松若 風馬佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528＋ 22：03．65 39．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，757，700円 複勝： 35，137，000円 枠連： 発売なし
馬連： 67，083，400円 馬単： 43，568，900円 ワイド： 30，296，900円
3連複： 78，800，400円 3連単： 211，666，900円 計： 497，311，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 280円 � 590円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，150円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 28，820円

票 数

単勝票数 計 307577 的中 � 135001（1番人気）
複勝票数 計 351370 的中 � 170305（1番人気）� 20257（4番人気）� 7958（7番人気）
馬連票数 計 670834 的中 �� 42661（4番人気）
馬単票数 計 435689 的中 �� 20343（7番人気）
ワイド票数 計 302969 的中 �� 15326（5番人気）�� 6702（12番人気）�� 2413（23番人気）
3連複票数 計 788004 的中 ��� 5847（23番人気）
3連単票数 計2116669 的中 ��� 5324（77番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．9―12．4―12．0―12．3―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．9―48．8―1：01．2―1：13．2―1：25．5―1：37．4―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
5（2，7）（1，8）4，3＝6
5（2，7）（8，3）（1，6）4

2
4
5－2，7（1，8）4，3－6・（5，2）（7，3）8（1，6）4

勝馬の
紹 介

アドマイヤキズナ �

父 ハービンジャー �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．11．29 京都2着

2013．5．9生 牡3黒鹿 母 アドマイヤオウカ 母母 ロゼダンジュ 7戦2勝 賞金 24，631，000円

22094 8月21日 晴 良 （28小倉2）第8日 第10競走 ��
��1，800�西部スポニチ賞

発走14時50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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

11 ブレイヴリー 牡5鹿 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B478－ 21：48．7 14．2�
22 ブランドベルグ 牡4青鹿57 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 482－ 81：48．8� 2．6�
66 メイショウオオゼキ 	6鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B486＋ 21：48．9� 139．7�
33 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 石橋 脩釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526－ 21：49．11� 22．5�
89 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 2 〃 アタマ 16．3�
78 イイデフューチャー 牡5黒鹿57 北村 友一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 462－ 61：49．52� 25．9	
44 ビキニスタイル 牝5黒鹿55 浜中 俊石川 達絵氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：49．71
 13．6

77 ウェスタールンド 牡4栗 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480± 01：49．8クビ 3．6�
810 テーオービックバン 牡5栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498± 01：49．9� 7．3
55 キリシマホーマ 牡5鹿 57 太宰 啓介土屋 君春氏 橋口 慎介 宮崎 土屋牧場 522＋ 61：50．43 5．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，785，700円 複勝： 50，235，500円 枠連： 18，987，700円
馬連： 97，737，900円 馬単： 48，185，100円 ワイド： 48，535，600円
3連複： 126，426，400円 3連単： 222，486，900円 計： 647，380，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 330円 � 150円 � 3，110円 枠 連（1－2） 1，570円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 630円 �� 15，640円 �� 7，320円

3 連 複 ��� 62，380円 3 連 単 ��� 252，430円

票 数

単勝票数 計 347857 的中 � 19536（6番人気）
複勝票数 計 502355 的中 � 36169（5番人気）� 118270（1番人気）� 3035（10番人気）
枠連票数 計 189877 的中 （1－2） 9354（7番人気）
馬連票数 計 977379 的中 �� 44236（6番人気）
馬単票数 計 481851 的中 �� 7707（20番人気）
ワイド票数 計 485356 的中 �� 21327（7番人気）�� 766（42番人気）�� 1645（37番人気）
3連複票数 計1264264 的中 ��� 1520（87番人気）
3連単票数 計2224869 的中 ��� 639（461番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．4―12．1―11．9―12．2―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．4―48．5―1：00．4―1：12．6―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイヴリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．4 函館3着

2011．3．9生 牡5鹿 母 ブルーリッジリバー 母母 スカーレツトブルー 36戦4勝 賞金 85，512，000円



22095 8月21日 晴 良 （28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51回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，27．8．22以降28．8．14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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

69 バクシンテイオー 牡7鹿 54 藤岡 康太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：08．5 21．7�
45 ベ ル カ ン ト 牝5栗 56 M．デムーロ�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 488－ 21：08．71 1．5�
68 � オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿54 川田 将雅小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 480＋ 61：08．91 9．0�
812 ジャストドゥイング 牡4鹿 54 石橋 脩前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544－ 4 〃 ハナ 16．9�
44 ベルルミエール 牝5鹿 53 太宰 啓介佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 14．4�
711 プリンセスムーン 牝6栗 54 北村 友一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B500＋ 21：09．0クビ 14．6	
56 メイショウライナー 牡6鹿 54 D．バルジュー 松本 好
氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476± 01：09．1� 28．6�

（伊）

22 ヤマニンプチガトー 牝7栗 51 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 492－ 21：09．31	 153．9�
57 
 マイネルエテルネル 牡6栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 488－ 6 〃 クビ 43．0

33 ローズミラクル 牡6青鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 546－ 61：09．51� 19．1�
813 ラヴァーズポイント 牝6青鹿51 松若 風馬三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 506± 01：09．6クビ 8．1�
11 ラインスピリット 牡5黒鹿55 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 424－ 61：10．34 62．8�

（12頭）
710 フルールシチー 牝5鹿 50 義 英真 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 516＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 124，588，200円 複勝： 179，444，800円 枠連： 90，360，800円
馬連： 374，595，900円 馬単： 205，515，100円 ワイド： 172，924，400円
3連複： 542，454，500円 3連単： 1，041，755，900円 計： 2，731，639，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 320円 � 110円 � 180円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，700円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 34，850円

票 数

単勝票数 差引計1245882（返還計 45583） 的中 � 45860（8番人気）
複勝票数 差引計1794448（返還計 68013） 的中 � 76014（8番人気）� 857720（1番人気）� 171904（3番人気）
枠連票数 差引計 903608（返還計 5570） 的中 （4－6） 137471（2番人気）
馬連票数 差引計3745959（返還計483096） 的中 �� 194808（7番人気）
馬単票数 差引計2055151（返還計239656） 的中 �� 30991（16番人気）
ワイド票数 差引計1729244（返還計250150） 的中 �� 76237（7番人気）�� 23263（19番人気）�� 167760（2番人気）
3連複票数 差引計5424545（返還計1342774） 的中 ��� 116308（14番人気）
3連単票数 差引計10417559（返還計2459174） 的中 ��� 21668（120番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．3―11．5―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バクシンテイオー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．5．26 東京1着

2009．4．10生 牡7鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 25戦6勝 賞金 129，426，000円
〔競走除外〕 フルールシチー号は，疾病〔熱射病〕のため下見所で競走除外。
〔制裁〕 メイショウライナー号の調教師高橋義忠は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22096 8月21日 晴 良 （28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05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

815 セフティーエムアイ 牡5鹿 57
54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 474＋ 41：46．0 146．4�

510 ソリティール 牡3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 2 〃 クビ 4．2�

12 ビタミンエース 牡5鹿 57 松田 大作村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 518＋ 61：46．74 10．7�
23 イェドプリオル 牡4青鹿57 川田 将雅�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B524＋ 61：46．8� 3．5�
713 エイシンナセル 牡4鹿 57 幸 英明�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 486＋ 41：47．22� 4．6�
11 フォースフィールド 牡4黒鹿57 藤岡 佑介岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 426－ 4 〃 クビ 86．6	
24 セ ン グ ウ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 468± 01：47．41 12．0

59 ヨドノナイト 牡4鹿 57 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 484－ 61：47．5� 13．6�
48 カフジナイサー 牡3黒鹿54 村田 一誠加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 472± 0 〃 アタマ 38．6�
35 ニホンピロサンダー 牡4黒鹿57 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 496± 01：47．6� 18．3
816 ヤマイチレジェンド 牡4栗 57 川須 栄彦坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 512± 01：47．81� 30．0�
612 ジョースターライト 牡3青鹿54 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B456－ 61：48．22� 180．0�
714 エイシンファイヤー 牡4鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 492－ 41：48．3クビ 28．8�
47 アドマイヤデライト 牡3黒鹿 54

52 △義 英真近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 B528＋ 81：48．4� 44．4�
36 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿 54

51 ▲荻野 極�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 452＋ 21：48．5	 51．8�
611 レッドジェイド 牡3青鹿54 D．バルジュー �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 502＋ 61：50．2大差 18．1�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，463，700円 複勝： 63，820，400円 枠連： 37，073，700円
馬連： 141，255，600円 馬単： 57，829，900円 ワイド： 71，825，300円
3連複： 191，275，100円 3連単： 273，909，600円 計： 885，453，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，640円 複 勝 � 2，300円 � 210円 � 310円 枠 連（5－8） 3，510円

馬 連 �� 30，290円 馬 単 �� 90，350円

ワ イ ド �� 8，300円 �� 13，930円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 76，920円 3 連 単 ��� 845，040円

票 数

単勝票数 計 484637 的中 � 2648（15番人気）
複勝票数 計 638204 的中 � 5807（15番人気）� 92729（3番人気）� 55942（4番人気）
枠連票数 計 370737 的中 （5－8） 8173（17番人気）
馬連票数 計1412556 的中 �� 3614（67番人気）
馬単票数 計 578299 的中 �� 480（159番人気）
ワイド票数 計 718253 的中 �� 2185（72番人気）�� 1297（89番人気）�� 18794（7番人気）
3連複票数 計1912751 的中 ��� 1865（197番人気）
3連単票数 計2739096 的中 ��� 235（1590番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．5―12．1―12．2―12．4―13．1―13．4―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．1―41．2―53．4―1：05．8―1：18．9―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

セフティーエムアイ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．16 京都14着

2011．3．9生 牡5鹿 母 オースミサツキ 母母 ル ナ パ ー ク 32戦3勝 賞金 33，666，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ヤマイチレジェンド号の騎手川須栄彦は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 ケンブリッジヌーサ号・サウンドスタジオ号・テイエムテツジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目
４レース目



（28小倉2）第8日 8月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

224，400，000円
3，800，000円
10，920，000円
1，290，000円
25，120，000円
59，700，000円
4，260，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
430，844，700円
641，250，500円
235，726，900円
1，036，647，800円
568，555，900円
536，701，800円
1，442，569，600円
2，535，282，100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 7，427，579，300円

総入場人員 14，984名 （有料入場人員 13，167名）
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