
23025 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

55 アルトシュタット 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468－ 81：08．3 3．7�
66 フェブサンカラ 牝2鹿 54 小崎 綾也釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 404－ 4 〃 ハナ 31．0�
11 ル シ ョ コ ラ 牝2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460± 01：08．4� 3．2�
33 リ ー ス タ ル 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 430－ 61：08．82� 77．8�
77 キ ル ス テ ン 牝2黒鹿54 幸 英明橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 450＋ 21：08．9クビ 6．9	
44 アンジーニョ 牝2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 416－10 〃 クビ 2．7

88 イレギュラー 牡2鹿 54 秋山真一郎副島 義久氏 北出 成人 様似 小田牧場 428－ 41：09．21� 84．0�
22 ショットオブザデイ 牡2鹿 54

51 ▲松本 大輝服部健太郎氏 四位 洋文 日高 白井牧場 438－ 41：09．62� 233．1�
89 ショウナンマーズ 牡2鹿 54 福永 祐一国本 哲秀氏 清水 久詞 登別 青藍牧場 454－ 21：10．77 17．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，518，400円 複勝： 44，726，500円 枠連： 5，246，000円
馬連： 43，385，500円 馬単： 25，237，600円 ワイド： 38，464，400円
3連複： 67，340，500円 3連単： 110，183，400円 計： 373，102，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 370円 � 150円 枠 連（5－6） 3，920円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 300円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 22，230円

票 数

単勝票数 計 385184 的中 � 85689（3番人気）
複勝票数 計 447265 的中 � 83114（3番人気）� 22924（6番人気）� 90791（2番人気）
枠連票数 計 52460 的中 （5－6） 1036（13番人気）
馬連票数 計 433855 的中 �� 8402（13番人気）
馬単票数 計 252376 的中 �� 2887（22番人気）
ワイド票数 計 384644 的中 �� 6772（14番人気）�� 37037（4番人気）�� 17487（7番人気）
3連複票数 計 673405 的中 ��� 15529（13番人気）
3連単票数 計1101834 的中 ��� 3592（79番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―10．9―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．3―44．6―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 6，1（3，5，4）（2，8，7）－9 4 6（3，1）5（2，4）（8，7）9

勝馬の
紹 介

アルトシュタット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．8 新潟4着

2019．3．29生 牡2鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

23026 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

612 ド ロ ー ム 牝3芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ
アーム 450－101：47．2 26．4�

816 メイショウミカワ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 484＋ 61：47．3クビ 4．9�
510 ベクルックス 牡3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 10．1�
24 バライロノキセキ 牝3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 472＋ 81：47．5� 2．9�
23 メイショウタニカゼ 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 466± 01：48．88 77．8�
11 レッドヴァイス 牡3芦 56 和田 竜二 	東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 61：49．22� 5．9

611 メ モ リ ー ズ 牝3鹿 54 福永 祐一�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 404＋ 61：49．51� 18．7�
815 サンライズアベリア 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 474－ 61：49．92� 210．6�
47 トーホウノーヴァ 牡3栗 56 城戸 義政東豊物産	 石坂 公一 新ひだか 小河 豊水 B424－ 21：50．32� 235．6
12 パラッツォレジーナ 牝3鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B406＋ 11：50．4クビ 24．2�
48 ヴィジャーヤ 牡3鹿 56 川又 賢治広尾レース	 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 466 ―1：50．5� 45．6�
35 メイショウヤマツミ 牡3鹿 56 小牧 太松本 和子氏 庄野 靖志 新ひだか 水上 習孝 500－181：52．09 16．6�
36 サンデーインアスク 牝3青鹿54 川田 将雅廣崎利洋HD	 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 414± 01：52．1� 6．5�
59 ベ ン ト ラ 牡3黒鹿56 酒井 学本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか チャンピオンズファーム 500＋ 61：52．31� 70．9�
713 ギ レ ル モ 牡3鹿 56 岩田 望来吉田 勝己氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 490± 01：52．61� 32．3�
714 クリノミカサ 牝3栗 54 藤懸 貴志栗本 博晴氏 坂口 智康 日高 木村牧場 450－ 41：52．92 285．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，696，500円 複勝： 49，474，800円 枠連： 10，377，200円
馬連： 48，195，500円 馬単： 21，768，300円 ワイド： 50，128，300円
3連複： 79，081，200円 3連単： 79，099，600円 計： 371，821，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 620円 � 260円 � 310円 枠 連（6－8） 3，600円

馬 連 �� 7，610円 馬 単 �� 20，710円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 3，020円 �� 800円

3 連 複 ��� 21，320円 3 連 単 ��� 191，150円

票 数

単勝票数 計 336965 的中 � 10180（9番人気）
複勝票数 計 494748 的中 � 18476（8番人気）� 54759（4番人気）� 43659（5番人気）
枠連票数 計 103772 的中 （6－8） 2233（15番人気）
馬連票数 計 481955 的中 �� 4904（26番人気）
馬単票数 計 217683 的中 �� 788（63番人気）
ワイド票数 計 501283 的中 �� 6134（24番人気）�� 4160（32番人気）�� 16800（6番人気）
3連複票数 計 790812 的中 ��� 2781（67番人気）
3連単票数 計 790996 的中 ��� 300（544番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―12．8―12．5―12．4―12．9―13．2―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―42．6―55．1―1：07．5―1：20．4―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ド ロ ー ム �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2020．7．25 新潟4着

2018．4．24生 牝3芦 母 キャニオンドリーム 母母 チョウカイオバコ 9戦1勝 賞金 12，010，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベントラ号・ギレルモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月21日まで平
地競走に出走できない。
クリノミカサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ゴットウェーブ号・サクラトップキセキ号・タガノポルトロン号・メイショウメイスイ号・ロングサクセション号

第４回 小倉競馬 第３日
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



23027 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

714 ナリタローゼ 牝3青鹿54 酒井 学�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B478－181：07．9 5．6�
612 レインボークラウド 牝3黒鹿54 岩田 望来吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 460－141：08．0クビ 9．9�
818 ソナトリーチェ 牝3鹿 54 幸 英明 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：08．21� 11．8�
816 テーオーディエス 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット
ファーム 440± 0 〃 ハナ 15．5�

24 ス ノ ー ル ナ 牝3鹿 54
51 ▲服部 寿希�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 458－ 4 〃 クビ 299．4	

715 ノボリレイナ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新原田 豊氏 河内 洋 浦河 富田牧場 410＋ 41：08．3クビ 95．0


35 ペガサスウイング 牝3青鹿54 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 456＋ 4 〃 クビ 5．6�
59 メイショウオルセー 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 404－ 61：08．4� 5．3�
817 ネ ッ ダ 牝3鹿 54 高倉 稜門野 重雄氏 田中 克典 新ひだか フジワラフアーム 430＋121：08．5� 157．7
48 ニシノカグラ 牝3黒鹿54 秋山真一郎西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 390－ 21：08．6� 53．7�
23 メイショウヨサレ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 400＋ 41：08．91� 68．1�
47 ララティーナ 牝3栗 54 和田 竜二米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 416＋ 4 〃 ハナ 7．9�
11 モンテローザ 牝3鹿 54 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 前川 勝春 B444＋121：09．11� 24．9�
12 ラガーイチバン 牝3黒鹿54 城戸 義政奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 470＋ 2 〃 クビ 36．7�
713 リリージャスパー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 456－ 61：09．2クビ 231．4�
510 メイショウコデマリ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 �川フアーム 430－181：09．41� 18．4�
611 オーマイリーベ 牝3鹿 54 和田 翼薪浦 亨氏 石橋 守 新冠 松浦牧場 448－ 21：09．71� 6．9�
36 サンマルマリン 牝3栗 54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 442 ―1：12．2大差 148．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，736，400円 複勝： 44，203，500円 枠連： 13，010，100円
馬連： 50，008，200円 馬単： 19，638，600円 ワイド： 53，833，900円
3連複： 80，857，700円 3連単： 71，502，500円 計： 364，790，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 260円 � 320円 � 460円 枠 連（6－7） 1，210円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，720円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 14，420円 3 連 単 ��� 74，160円

票 数

単勝票数 計 317364 的中 � 45097（3番人気）
複勝票数 計 442035 的中 � 48999（3番人気）� 36383（6番人気）� 22893（8番人気）
枠連票数 計 130101 的中 （6－7） 8305（2番人気）
馬連票数 計 500082 的中 �� 13705（10番人気）
馬単票数 計 196386 的中 �� 2866（17番人気）
ワイド票数 計 538339 的中 �� 14125（8番人気）�� 7998（21番人気）�� 6031（31番人気）
3連複票数 計 808577 的中 ��� 4205（53番人気）
3連単票数 計 715025 的中 ��� 699（270番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―10．8―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―32．7―44．0―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 14－15（4，10）（2，16）（7，11，12）（5，18）17，8，1（9，13）3＝6 4 14－15（10，16）（4，2，12）（7，18）（11，5，8）（1，17，9）（3，13）＝6

勝馬の
紹 介

ナリタローゼ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．12．20 阪神9着

2018．3．23生 牝3青鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルマリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月21日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 リリージャスパー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21日まで平地競走に出走で

きない。

23028 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

59 ブルアモーレ 牝3黒鹿54 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 454± 01：48．3 19．8�
814 メイショウマサカリ 牡3青鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 様似 中脇 一幸 460－ 21：48．41 17．2�
22 ラヴィズポイズン 牝3鹿 54 松山 弘平牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 506－ 21：48．5� 1．4�
713 ブールアネージュ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 61：48．6クビ 50．4�
11 モラトリアム 牝3鹿 54 幸 英明安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 444－ 6 〃 クビ 8．9�
712 パソロブレス 牡3黒鹿56 和田 竜二 	グリーンファーム杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：48．7アタマ 8．2

611 サフランポケット 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 456－121：49．02 70．6�
815� トーテムポール 牡3鹿 56 岩田 望来ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Godolphin 472－ 41：49．1クビ 31．9�
23 エレメンタル 牡3鹿 56 中井 裕二 	カナヤマホール

ディングス 石橋 守 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B444－ 2 〃 クビ 97．5

47 エイシンイシュタル 牝3栗 54 川須 栄彦平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 420－ 81：49．2� 11．1�
34 ピエナセイラ 牝3鹿 54 田中 健本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 474－ 81：49．83� 100．9�
46 ラッセルリー 牝3黒鹿54 藤井勘一郎田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436± 01：50．33 33．7�
35 マンハッタンガデス 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ 	グリーンファーム高橋 康之 千歳 社台ファーム 402－ 41：50．4クビ 196．1�
610 トーホウジョーカー 	3鹿 56 森 裕太朗東豊物産	 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B478＋ 21：51．25 217．9�

（14頭）
58 ラ イ ム 牡3鹿 56 国分 優作山本 堅治氏 大根田裕之 新ひだか ヒサイファーム 444－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，427，100円 複勝： 119，876，400円 枠連： 12，537，300円
馬連： 42，823，600円 馬単： 27，119，700円 ワイド： 45，267，200円
3連複： 65，846，200円 3連単： 96，174，300円 計： 440，071，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 260円 � 230円 � 110円 枠 連（5－8） 5，730円

馬 連 �� 11，250円 馬 単 �� 26，690円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 430円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 57，290円

票 数

単勝票数 差引計 304271（返還計 4973） 的中 � 12240（6番人気）
複勝票数 差引計1198764（返還計 11595） 的中 � 32084（6番人気）� 38781（5番人気）� 903411（1番人気）
枠連票数 差引計 125373（返還計 335） 的中 （5－8） 1695（17番人気）
馬連票数 差引計 428236（返還計 18215） 的中 �� 2950（22番人気）
馬単票数 差引計 271197（返還計 11917） 的中 �� 762（48番人気）
ワイド票数 差引計 452672（返還計 26788） 的中 �� 5992（20番人気）�� 27898（5番人気）�� 33274（4番人気）
3連複票数 差引計 658462（返還計 67728） 的中 ��� 17148（10番人気）
3連単票数 差引計 961743（返還計 90649） 的中 ��� 1217（150番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．1―12．5―11．8―11．7―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．3―49．8―1：01．6―1：13．3―1：24．8―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3
・（9，14）（3，4，10，13）（5，6，7）（12，15）11，2－1
9，14（3，13）（4，12）15（5，6，10，7）11，2，1

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

勝馬の
紹 介

ブルアモーレ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2021．2．7 中京2着

2018．2．19生 牝3黒鹿 母 ブレイジング 母母 ブ リ ク セ ン 5戦1勝 賞金 8，010，000円
〔競走除外〕 ライム号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 トーホウジョーカー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21日まで平地競走に出走

できない。



23029 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

牝；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
1：07．5
1：07．5

良
良

510 ア キ バ 牝2青鹿54 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 418 ―1：09．1 56．4�
714 アドヴァイス 牝2鹿 54 和田 竜二泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 468 ―1：09．31 22．5�
59 ヤマニンパンタジア 牝2鹿 54 武 豊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 402 ― 〃 クビ 28．4�
612 ルパルテール 牝2鹿 54 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 426 ―1：09．4� 13．4�
611 バーニングアイズ 牝2黒鹿54 西村 淳也岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 笹島 智則 420 ―1：09．5� 45．3�
24 インペリアス 牝2鹿 54 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 434 ― 〃 アタマ 14．8	
48 ウインクルシャープ 牝2鹿 54 松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 446 ―1：09．6� 5．4

815 オーガスタスカイ 牝2黒鹿54 福永 祐一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480 ―1：09．81 2．0�
817 パ ー シ ス ト 牝2鹿 54 川島 信二�杵臼牧場 畑端 省吾 浦河 杵臼牧場 394 ― 〃 ハナ 120．7
713 ナムラミニー 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁奈村 睦弘氏 吉村 圭司 日高 いとう牧場 410 ―1：09．91 32．4�
816 サエールフェイス 牝2芦 54 幸 英明 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 472 ―1：10．43 139．4�
12 エ ル メ ニ ア 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470 ―1：10．5� 7．0�
36 アルトキュムラス 牝2栗 54 藤岡 康太 TGレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 518 ―1：11．45 20．0�
11 ナ ヴ ァ イ オ 牝2栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 444 ―1：11．61� 156．6�
23 キーシーズン 牝2黒鹿54 川又 賢治北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 410 ―1：12．55 174．2�
35 ハクアイエール 牝2栗 54 藤井勘一郎 �H.Iコーポレーション 石坂 公一 新冠 佐藤牧場 456 ―1：12．6� 180．8�
47 ウォーターアイアイ 牝2鹿 54 国分 優作山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 430 ― （競走中止） 155．8�
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売 得 金
単勝： 45，828，300円 複勝： 38，551，400円 枠連： 12，015，400円
馬連： 50，467，600円 馬単： 24，169，400円 ワイド： 46，160，500円
3連複： 73，368，500円 3連単： 78，656，000円 計： 369，217，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，640円 複 勝 � 1，240円 � 550円 � 640円 枠 連（5－7） 4，300円

馬 連 �� 25，260円 馬 単 �� 62，720円

ワ イ ド �� 5，700円 �� 8，000円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 176，930円 3 連 単 ��� 1，326，170円

票 数

単勝票数 計 458283 的中 � 6899（11番人気）
複勝票数 計 385514 的中 � 7852（11番人気）� 19112（7番人気）� 16294（8番人気）
枠連票数 計 120154 的中 （5－7） 2163（18番人気）
馬連票数 計 504676 的中 �� 1548（57番人気）
馬単票数 計 241694 的中 �� 289（120番人気）
ワイド票数 計 461605 的中 �� 2088（50番人気）�� 1484（60番人気）�� 2807（42番人気）
3連複票数 計 733685 的中 ��� 311（280番人気）
3連単票数 計 786560 的中 ��� 43（1805番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．4―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア キ バ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．5．9生 牝2青鹿 母 オメガクリスマス 母母 オメガフォーチュン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ウォーターアイアイ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ウォーターアイアイ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

23030 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第6競走 ��1，700�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・右）

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
1：45．6
1：44．9

不良
稍重

612 ラインオブソウル 牡2鹿 54 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 506 ―1：49．2 8．9�
815 ペプチドヤマト 牡2栗 54 浜中 俊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 468 ―1：49．83� 5．9�
12 リッキーヤスオカ 牡2栗 54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 日高 下河辺牧場 496 ―1：50．33 15．1�
23 ル ア ル 牡2鹿 54 松若 風馬�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 518 ― 〃 アタマ 47．9�
510 ビーストアタック 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B470 ―1：50．93� 13．2	
816 プラチナドリーム 牡2鹿 54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：51．11� 40．4

11 ノーブルブロンド 牝2栗 54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 吉岡 辰弥 むかわ 市川牧場 466 ―1：51．31 77．0�
714 オーロベルディ 牝2鹿 54 中井 裕二ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 478 ―1：51．72� 26．2�
48 ヤマイチエスポ 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝坂本 肇氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 472 ―1：51．8� 52．2
59 シ ュ テ ィ ル 牡2鹿 54 川田 将雅林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 452 ―1：51．9クビ 4．4�
47 ディアナスター 牝2鹿 54 酒井 学馬目 卓氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 460 ―1：52．43 59．5�
35 � ラ ヤ ス 牡2鹿 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Cove

Springs, LLC 504 ―1：53．57 3．6�
713 カシノイースター 牡2栗 54

50 ★永島まなみ柏木 務氏 和田 雄二 浦河 坂本 晴美 466 ―1：53．71� 174．9�
36 リゾルテッツァ 牡2栗 54 	島 克駿 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 480 ―1：54．33� 19．1�
24 ツーエムロケット 牡2鹿 54 藤岡 康太村上 憲政氏 本田 優 日高 坂 牧場 480 ―1：58．8大差 13．6�
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611 ア ク テ ィ ナ 牡2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，236，200円 複勝： 44，711，600円 枠連： 12，338，000円
馬連： 48，858，100円 馬単： 21，312，700円 ワイド： 43，152，700円
3連複： 71，743，800円 3連単： 71，363，600円 計： 356，716，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 180円 � 400円 枠 連（6－8） 2，000円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，490円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 10，570円 3 連 単 ��� 54，860円

票 数

単勝票数 差引計 432362（返還計 2723） 的中 � 40870（4番人気）
複勝票数 差引計 447116（返還計 2987） 的中 � 45639（4番人気）� 74755（2番人気）� 24742（7番人気）
枠連票数 差引計 123380（返還計 282） 的中 （6－8） 4779（10番人気）
馬連票数 差引計 488581（返還計 8031） 的中 �� 13326（7番人気）
馬単票数 差引計 213127（返還計 3282） 的中 �� 2667（20番人気）
ワイド票数 差引計 431527（返還計 6932） 的中 �� 11743（7番人気）�� 7321（19番人気）�� 9782（11番人気）
3連複票数 差引計 717438（返還計 20269） 的中 ��� 5088（32番人気）
3連単票数 差引計 713636（返還計 18980） 的中 ��� 943（155番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．6―13．9―12．8―12．4―12．9―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．8―44．7―57．5―1：09．9―1：22．8―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインオブソウル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スマートボーイ 初出走

2019．2．24生 牡2鹿 母 ファーストレディ 母母 ラストヒット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アクティナ号は，疾病〔後肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。
〔制裁〕 ディアナスター号の騎手酒井学は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・8番・1番）

ノーブルブロンド号の騎手岩田望来は，4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：16番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツーエムロケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月21日まで平地競

走に出走できない。



23031 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第7競走 1，200�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

714 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 444＋ 41：08．0 2．7�
818 ナリタブルホーク 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝�オースミ 松永 昌博 浦河 �川 啓一 506＋10 〃 クビ 29．2�
35 テーオーブレイブ 牡3黒鹿56 �島 良太小笹 公也氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 506± 01：08．1クビ 2．6�
713 ライブリーキング �3栗 56

55 ☆富田 暁加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 小野 秀治 B460＋ 61：08．31 9．9�
23 オクタヴィアン �3黒鹿56 松若 風馬 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 26．0	
12 トラヴェラーズ 牝3鹿 54 松山 弘平�ハクツ牧場 北出 成人 新冠 ハクツ牧場 444± 01：08．4� 12．6

36 エンタイトルド 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 424－ 21：08．61 90．5�
612 チキウボウエイグン 牡3黒鹿56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 444－ 21：08．7� 33．5�
817 セ ラ ヴ ィ ー 牝3鹿 54 川又 賢治�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 416－ 21：08．8� 40．1
715 ハンサムハーリー 牡3黒鹿56 藤懸 貴志藤井聡一郎氏 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 482－ 2 〃 クビ 87．1�
510 スズカガーベラ 牡3鹿 56 和田 翼永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 506± 0 〃 アタマ 59．4�
611 ヒロシゲサファイア 牝3鹿 54 岩田 望来阿尾 浩和氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 416± 01：08．9アタマ 27．7�
48 メイショウハマユウ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 426－101：09．0� 48．2�
11 デマントイド 牝3鹿 54 幸 英明吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 442－ 4 〃 ハナ 45．9�
816 メイショウミツヤス 牡3鹿 56 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 490＋ 21：09．32 22．3�
47 メイショウフィット 牝3黒鹿54 西村 淳也松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 432－ 61：09．61� 147．4�
24 ヒロシゲクリスタル 牝3鹿 54 国分 優作阿尾 浩和氏 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 B454－ 2 〃 クビ 60．8�
59 シンゼングレート 牡3青鹿56 川島 信二原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 466－ 41：09．91� 85．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，678，200円 複勝： 43，183，300円 枠連： 14，917，300円
馬連： 59，453，400円 馬単： 25，214，400円 ワイド： 56，314，400円
3連複： 92，596，100円 3連単： 98，170，200円 計： 424，527，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 550円 � 140円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 190円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 22，970円

票 数

単勝票数 計 346782 的中 � 101448（2番人気）
複勝票数 計 431833 的中 � 110992（1番人気）� 12461（10番人気）� 86176（2番人気）
枠連票数 計 149173 的中 （7－8） 16260（2番人気）
馬連票数 計 594534 的中 �� 12467（10番人気）
馬単票数 計 252144 的中 �� 3319（15番人気）
ワイド票数 計 563144 的中 �� 8955（13番人気）�� 99920（1番人気）�� 7590（19番人気）
3連複票数 計 925961 的中 ��� 17720（8番人気）
3連単票数 計 981702 的中 ��� 3098（46番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンガニアン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．17 京都15着

2018．5．31生 牡3鹿 母 ショウナンアルス 母母 ショウナンハピネス 13戦1勝 賞金 15，030，000円
〔3走成績による出走制限〕 セラヴィー号・デマントイド号・シンゼングレート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ビューティフローラ号・リオンジャック号

23032 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

611 ダノンバジリア 牝3栗 52 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 532＋181：45．8 3．9�
35 � サハラヴァンクール 牡3鹿 54 松山 弘平首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 468－ 81：46．43	 15．6�
815 サステナブル 牡3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 508＋ 21：46．61
 6．3�
816� ロードインファイト 牡4黒鹿57 小崎 綾也 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B440－ 21：46．7	 56．4�
612 レッドブロンクス 牡4黒鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 6．2�
12 テイエムファルコン 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 506＋101：46．9� 38．9	
23 ド ン カ ポ ノ 牡3鹿 54 藤岡 康太山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 508－141：47．0	 5．6

714 マテラサンオウ 牡5黒鹿 57

54 ▲松本 大輝大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 444－ 91：47．63	 214．1�
510 スプリットロック 牡4栗 57 �島 良太水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 482＋ 4 〃 ハナ 357．8�
36 エイユージャッカル 牡4黒鹿57 国分 優作笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 488－ 81：47．81	 233．0
48 ワイドレッジャドロ 牡4黒鹿57 和田 竜二幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 504－121：47．9クビ 22．3�
713 キースローガン 牡4栗 57 �島 克駿北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 472± 01：48．0	 55．8�
24 サンライズグリット 牡3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 452± 01：48．1クビ 3．4�
11 � タイセイパワーズ 牡4黒鹿57 西村 淳也田中 成奉氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 548＋ 81：48．31
 118．1�
47 ア ル コ ー ン 牡3栗 54 岩田 望来中辻 明氏 大久保龍志 新冠 長浜牧場 474＋101：49．36 46．5�
59 � ナリタムソウ 牡5鹿 57 田中 健�オースミ 藤沢 則雄 浦河 �川 啓一 470－ 6 〃 クビ 333．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，410，300円 複勝： 65，755，100円 枠連： 16，972，100円
馬連： 72，267，000円 馬単： 30，745，700円 ワイド： 61，160，600円
3連複： 109，921，500円 3連単： 124，822，500円 計： 524，054，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 380円 � 200円 枠 連（3－6） 2，430円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 700円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，620円 3 連 単 ��� 38，360円

票 数

単勝票数 計 424103 的中 � 85194（2番人気）
複勝票数 計 657551 的中 � 133903（2番人気）� 34784（6番人気）� 85572（3番人気）
枠連票数 計 169721 的中 （3－6） 5392（9番人気）
馬連票数 計 722670 的中 �� 12007（15番人気）
馬単票数 計 307457 的中 �� 3341（27番人気）
ワイド票数 計 611606 的中 �� 10034（17番人気）�� 23366（8番人気）�� 13366（13番人気）
3連複票数 計1099215 的中 ��� 10817（24番人気）
3連単票数 計1248225 的中 ��� 2359（128番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．6―12．2―12．3―12．1―12．5―13．3―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．4―41．6―53．9―1：06．0―1：18．5―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバジリア �
�
父 Frankel �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2020．8．1 新潟4着

2018．2．26生 牝3栗 母 レキシールー 母母 Oneexcessivenite 5戦2勝 賞金 14，570，000円
〔制裁〕 マテラサンオウ号の騎手松本大輝は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 セイクリッドゲイズ号



23033 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第9競走 2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

11 イ リ マ 牝3鹿 52 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 21：59．6 3．3�

66 レミニシェンザ 牝4鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 468－ 22：00．34 40．1�
810 シャイニングフジ 牝3鹿 52 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 500＋122：00．4アタマ 6．6�
22 ハッピーオーサム 牝3黒鹿52 岩田 望来馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋14 〃 ハナ 4．4�
33 パ タ ゴ ニ ア 牝3鹿 52 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 アタマ 3．3�
55 テリオスマナ 牝3黒鹿52 �島 克駿鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 454－ 62：00．5クビ 18．7	
811 プリペアード 牝3鹿 52 斎藤 新 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 412－ 4 〃 クビ 28．4�
67 フルートフルデイズ 牝4黒鹿55 中井 裕二飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：00．6� 122．1�
79 � メイショウブラボー 牝5青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 452－ 42：00．7クビ 125．1
44 ラピスデラビオス 牝3鹿 52 藤懸 貴志名古屋友豊
 高野 友和 浦河 谷川牧場 424± 02：01．33� 10．1�
78 ローゼライト 牝3鹿 52 幸 英明中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B428＋ 4 〃 クビ 19．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，569，800円 複勝： 50，955，900円 枠連： 11，798，900円
馬連： 67，041，200円 馬単： 29，309，700円 ワイド： 49，034，000円
3連複： 95，503，100円 3連単： 136，566，400円 計： 477，779，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 700円 � 200円 枠 連（1－6） 6，760円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 510円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ��� 56，480円

票 数

単勝票数 計 375698 的中 � 90694（1番人気）
複勝票数 計 509559 的中 � 106752（2番人気）� 13687（10番人気）� 66505（4番人気）
枠連票数 計 117989 的中 （1－6） 1352（22番人気）
馬連票数 計 670412 的中 �� 8222（21番人気）
馬単票数 計 293097 的中 �� 2561（30番人気）
ワイド票数 計 490340 的中 �� 7519（20番人気）�� 26613（5番人気）�� 3402（30番人気）
3連複票数 計 955031 的中 ��� 6714（35番人気）
3連単票数 計1365664 的中 ��� 1753（180番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．6―12．1―11．9―11．7―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．5―48．1―1：00．2―1：12．1―1：23．8―1：35．7―1：47．6

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

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

勝馬の
紹 介

イ リ マ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．7．5 阪神3着

2018．5．11生 牝3鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 7戦2勝 賞金 22，100，000円

23034 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第10競走 ��1，800�
み や ざ き

宮 崎 特 別
発走15時00分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

55 カイザーバローズ 牡3青鹿54 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 450＋ 41：47．1 1．5�
11 アトリビュート 牝4鹿 55 西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452＋101：47．62� 4．3�
66 �� ファインスティール 牝5鹿 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

534＋10 〃 ハナ 8．4�
44 メイショウラツワン 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 484－ 41：47．81	 5．1�
77 ブリーズスズカ 牡8青鹿57 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472－ 41：48．75 91．5�
33 クリノヴジュアル 牡4栗 57 
島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 498－ 41：49．23 107．5	
22 � ヴァイスブリッツ �6鹿 57 幸 英明 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 466＋30 〃 クビ 35．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 43，679，300円 複勝： 38，784，100円 枠連： 発売なし
馬連： 52，534，900円 馬単： 40，370，700円 ワイド： 32，677，400円
3連複： 68，123，800円 3連単： 240，002，400円 計： 516，172，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 120円 �� 220円 �� 340円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，130円

票 数

単勝票数 計 436793 的中 � 230443（1番人気）
複勝票数 計 387841 的中 � 199589（1番人気）� 70392（3番人気）
馬連票数 計 525349 的中 �� 169680（1番人気）
馬単票数 計 403707 的中 �� 100848（1番人気）
ワイド票数 計 326774 的中 �� 95831（1番人気）�� 31838（4番人気）�� 17431（5番人気）
3連複票数 計 681238 的中 ��� 113627（2番人気）
3連単票数 計2400024 的中 ��� 153301（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．7―12．2―11．8―11．9―11．4―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．0―49．2―1：01．0―1：12．9―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

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

2
4
6，4，3，5（1，7）2・（6，4）5（1，7）2，3

勝馬の
紹 介

カイザーバローズ �

父 ディープインパクト �


母父 Storm Cat デビュー 2021．2．6 東京1着

2018．3．29生 牡3青鹿 母 ジ ェ ニ サ 母母 Tizdubai 4戦3勝 賞金 31，478，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



23035 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第11競走 ��
��1，200�

さ せ ぼ

佐世保ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

66 � クーファウェヌス 牝6栗 55 武 豊大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-
agement Inc 492± 01：07．8 4．0�

22 ダノンシティ 牡5鹿 57 岩田 望来�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 4 〃 クビ 7．5�
78 サヴォワールエメ 牝5栗 55 西村 淳也平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 454－ 41：07．9	 66．1�
77 
 ロ ジ ー ナ 牝4黒鹿55 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 458＋ 2 〃 ハナ 3．2�
33 エレヴァート 牝4黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 454＋ 8 〃 クビ 11．5�
11 オースミカテドラル 牡5鹿 57 秋山真一郎�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462－ 61：08．1� 33．9	
810
 クリノアリエル 牝6青 55 松山 弘平栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B424＋ 4 〃 アタマ 3．8

44 � サイモンハロルド 牡4鹿 57 高倉 稜澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 456＋ 41：08．42 29．0�
55 バーニングペスカ 牡6鹿 57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472－ 21：08．82 16．4�
89 
 ボンボンショコラ 牝4黒鹿55 和田 竜二田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 492＋201：09．54 14．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 75，665，000円 複勝： 83，720，600円 枠連： 25，248，900円
馬連： 192，361，600円 馬単： 77，992，300円 ワイド： 113，258，700円
3連複： 280，671，700円 3連単： 441，112，300円 計： 1，290，031，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 220円 � 880円 枠 連（2－6） 1，400円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，140円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 17，130円 3 連 単 ��� 62，030円

票 数

単勝票数 計 756650 的中 � 150809（3番人気）
複勝票数 計 837206 的中 � 149114（3番人気）� 104192（4番人気）� 18702（10番人気）
枠連票数 計 252489 的中 （2－6） 13939（6番人気）
馬連票数 計1923616 的中 �� 103461（6番人気）
馬単票数 計 779923 的中 �� 22455（10番人気）
ワイド票数 計1132587 的中 �� 52481（6番人気）�� 13260（27番人気）�� 5577（39番人気）
3連複票数 計2806717 的中 ��� 12287（56番人気）
3連単票数 計4411123 的中 ��� 5155（206番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．8―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．2―44．5―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．6
3 ・（4，5，9，10）（3，7，8）－6，2，1 4 ・（4，5，7，10）9（3，8）6－2，1

勝馬の
紹 介

�クーファウェヌス �
�
父 Frankel �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．7．14 中京16着

2015．4．3生 牝6栗 母 Eden’s Causeway 母母 North Of Eden 22戦4勝 賞金 77，865，000円
※バーニングペスカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23036 8月21日 曇 良 （3小倉4） 第3日 第12競走 ��1，000�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

57 メイショウヒバリ 牝4栗 55 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 472－ 4 57．9 3．1�
813 パ ド カ ト ル 牡5鹿 57 小崎 綾也今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 472－ 4 58．43 5．3�
610 レ ジ ェ モ ー 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 440＋ 8 58．5クビ 6．8�
33 パワフルヒロコ 牝7黒鹿 55

54 ☆富田 暁三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 452＋ 4 58．82 33．8�
712 カシノブレンド �5芦 57 藤井勘一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 450－10 〃 クビ 29．1�
45 ダノンボヌール 牝4黒鹿55 岩田 望来�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 B502＋24 59．11� 8．2	
69 � クリノカサット 牝6栗 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 472－10 59．21 74．8

11 シルバークレイン 牝5芦 55 川須 栄彦山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 456＋ 4 59．3クビ 18．7�
46 サンビショップ �9栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 474± 0 〃 クビ 44．0
34 サンビースト 牡4黒鹿57 松若 風馬�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 536－16 59．4クビ 13．2�
58 ダイメイコスモス 牡5栗 57 幸 英明宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 494＋ 4 〃 アタマ 16．9�
711 メイショウメイリン 牡5黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 466＋ 2 59．6	 65．2�
22 ジューンステータス 牡5青鹿57 西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B484－10 〃 クビ 7．5�
814 マリスドランジュ 牝4黒鹿55 
島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 456＋10 59．7� 23．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，175，700円 複勝： 66，715，400円 枠連： 22，641，100円
馬連： 117，662，500円 馬単： 45，393，500円 ワイド： 96，866，500円
3連複： 184，367，300円 3連単： 211，666，800円 計： 798，488，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 200円 � 250円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 510円 �� 550円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 12，270円

票 数

単勝票数 計 531757 的中 � 135363（1番人気）
複勝票数 計 667154 的中 � 139420（1番人気）� 80009（3番人気）� 58443（4番人気）
枠連票数 計 226411 的中 （5－8） 23098（1番人気）
馬連票数 計1176625 的中 �� 85419（1番人気）
馬単票数 計 453935 的中 �� 18334（2番人気）
ワイド票数 計 968665 的中 �� 49819（2番人気）�� 45850（3番人気）�� 27816（6番人気）
3連複票数 計1843673 的中 ��� 49747（1番人気）
3連単票数 計2116668 的中 ��� 12498（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．8―34．3―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒバリ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2020．2．15 京都7着

2017．2．22生 牝4栗 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 12戦3勝 賞金 26，850，000円
※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） 2頭 カーテンコール号・レディオマジック号
（非抽選馬） 3頭 オンリーワンスター号・コウバコ号・フリード号



（3小倉4）第3日 8月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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
厩務員出走奨励金

193，940，000円
5，890，000円
22，060，000円
950，000円

20，550，000円
69，875，500円
4，537，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
510，621，200円
690，658，600円
157，102，300円
845，059，100円
388，272，600円
686，318，600円
1，269，421，400円
1，759，320，000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 6，306，773，800円

総入場人員 1，678名 （有料入場人員 1，207名）
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