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23037 8月22日 小雨 稍重 （3小倉4） 第4日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

11 ミ ラ ビ リ ア 牝6栗 58 金子 光希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 63：17．8 2．2�

33 カズマークセン 牡5鹿 60 森 一馬合同会社雅苑興業 茶木 太樹 安平 追分ファーム 510＋ 43：17．9� 4．7�
55 シェーンクラート 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 23：18．0クビ 4．2�
44 ホウオウアクセル 牡5栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 63：18．32 7．0�
77 ランスオブプラーナ 牡5黒鹿60 中村 将之五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478± 03：20．5大差 9．3�
22 サトノゲイル 牡6青鹿60 西谷 誠 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 490＋203：22．4大差 33．0	
88 オンワードセルフ 牡5鹿 60 植野 貴也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B488－163：23．35 52．4

66 ミッキーマインド 牡6鹿 60 平沢 健治野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 480＋ 83：26．5大差 18．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，715，600円 複勝： 15，818，900円 枠連： 発売なし
馬連： 25，795，000円 馬単： 15，366，500円 ワイド： 16，787，400円
3連複： 37，326，900円 3連単： 75，303，800円 計： 201，114，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 220円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 2，210円

票 数

単勝票数 計 147156 的中 � 53283（1番人気）
複勝票数 計 158189 的中 � 70836（1番人気）� 21738（3番人気）� 25594（2番人気）
馬連票数 計 257950 的中 �� 32250（3番人気）
馬単票数 計 153665 的中 �� 12329（3番人気）
ワイド票数 計 167874 的中 �� 18412（3番人気）�� 29872（1番人気）�� 10906（5番人気）
3連複票数 計 373269 的中 ��� 50678（2番人気）
3連単票数 計 753038 的中 ��� 24620（4番人気）
上り 1マイル 1：48．8 4F 51．7－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

�
�
5，3－1，4，7，8＝2－6・（5，3）－1－4＝7＝2＝8＝6

勝馬の
紹 介

ミ ラ ビ リ ア �

父 マツリダゴッホ �


母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．5 東京6着

2015．3．31生 牝6栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 障害：7戦1勝 賞金 17，100，000円
〔制裁〕 ミラビリア号の騎手金子光希は，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。

23038 8月22日 小雨 稍重 （3小倉4） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10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
1：46．9
1：44．5

良
良

510 サウンドクレア 牝2鹿 54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424－ 21：50．2 12．0�
815 マイシンフォニー 牝2青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋14 〃 ハナ 2．9�
35 ショウナンナダル 牝2黒鹿54 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 448＋ 81：50．52 4．9�
714 アランヴェリテ 牡2芦 54 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 01：50．7� 3．1�
12 スタティスティクス 牝2黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 434－ 8 〃 クビ 37．1	
11 シゲルツキミザケ 牡2黒鹿54 岩田 望来森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 444－ 21：50．8� 48．5

47 ヴァランシエンヌ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 68．1�
24 グランスラムアスク 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456－141：50．9クビ 26．3�
713 マイネルユヌスール 牡2青鹿54 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 2 〃 ハナ 257．4

611 サワーホマレー 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田湯牧場 442＋14 〃 アタマ 64．0�
816 スプラウティング 牡2栗 54 �島 克駿ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 61：51．21� 26．9�
23 ペルマナント 牡2黒鹿54 松若 風馬�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432＋ 61：51．3� 83．4�
36 ムーンリットナイト 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 アタマ 13．9�
59 ライサンダー 牡2鹿 54 中井 裕二谷水 雄三氏 辻野 泰之 新ひだか 西村牧場 498－ 21：52．04 231．7�
612 ギャラクシーセブン 牡2栗 54 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 440－ 21：52．42� 156．0�
48 コスモルージュ 牡2栗 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 464－ 41：52．93 143．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，563，200円 複勝： 57，588，500円 枠連： 10，856，100円
馬連： 60，604，200円 馬単： 28，354，300円 ワイド： 58，487，500円
3連複： 100，894，000円 3連単： 102，750，700円 計： 464，098，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 230円 � 170円 � 170円 枠 連（5－8） 1，700円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 830円 �� 760円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 27，000円

票 数

単勝票数 計 445632 的中 � 31517（4番人気）
複勝票数 計 575885 的中 � 56995（4番人気）� 94726（2番人気）� 91634（3番人気）
枠連票数 計 108561 的中 （5－8） 4923（5番人気）
馬連票数 計 606042 的中 �� 18751（8番人気）
馬単票数 計 283543 的中 �� 3321（21番人気）
ワイド票数 計 584875 的中 �� 17541（7番人気）�� 19482（6番人気）�� 32733（3番人気）
3連複票数 計1008940 的中 ��� 22426（10番人気）
3連単票数 計1027507 的中 ��� 2759（78番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．0―12．5―12．2―12．1―12．0―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．4―49．9―1：02．1―1：14．2―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
12（14，15）（7，2，5，16）（1，4，6，8，9）－3（13，11）－10
12（14，15）（7，2，9）（5，16，8，11）1（4，6）（3，13）10

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

勝馬の
紹 介

サウンドクレア �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．1 新潟4着

2019．5．13生 牝2鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 サウンドクレア号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

ショウナンナダル号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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。
（非当選馬） 1頭 シエロフェイス号

第４回 小倉競馬 第４日



23039 8月22日 小雨 不良 （3小倉4） 第4日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

815 ジェムフェザー 牝3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470± 01：45．1 2．4�
47 ク ラ ー ヴ ォ 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 21：46．69 9．2�
34 デ シ レ ー 牝3栗 54 和田 竜二椎名 節氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 448＋ 81：47．13 18．3�
58 アイソリズム 牝3黒鹿54 城戸 義政�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550± 0 〃 アタマ 37．3�
35 ラインリブラ 牝3青鹿54 中井 裕二大澤 繁昌氏 長谷川浩大 新冠 小泉牧場 454＋ 81：48．05 94．9	
23 グレイシャーパーク 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 12．1

610 ルージュヴィッフ 牝3栗 54 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 432－ 21：48．21 60．7�
59 ウインブランカ 牝3芦 54

53 ☆富田 暁�ウイン 梅田 智之 日高 槇本牧場 B436－101：48．41 4．0�
11 フ ウ カ 牝3青鹿54 武 豊 �ニッシンホール

ディングス 松永 幹夫 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 41：48．5� 13．4
712 ワイルドヒロイン 牝3青 54 岡田 祥嗣�髙昭牧場 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 448－10 〃 同着 245．6�
713 ハッピーキララ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 478－ 61：48．6� 135．6�
611 マ ロ ー ニ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450－ 61：48．91� 19．7�

46 ラントゥザスカイ 牝3鹿 54 酒井 学 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 442－161：49．64 7．3�
814 アマノヴィーナス 牝3栗 54 国分 優作中村 孝氏 藤沢 則雄 浦河 丸村村下

ファーム 500 ―1：49．91� 113．7�
22 ラパールデザンジュ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 482± 01：50．11� 78．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，806，400円 複勝： 40，042，300円 枠連： 8，512，200円
馬連： 46，725，400円 馬単： 22，623，700円 ワイド： 44，843，000円
3連複： 73，455，200円 3連単： 78，221，600円 計： 346，229，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 240円 � 390円 枠 連（4－8） 640円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 630円 �� 940円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 19，690円

票 数

単勝票数 計 318064 的中 � 103692（1番人気）
複勝票数 計 400423 的中 � 86101（1番人気）� 39988（5番人気）� 21608（7番人気）
枠連票数 計 85122 的中 （4－8） 10193（2番人気）
馬連票数 計 467254 的中 �� 21983（7番人気）
馬単票数 計 226237 的中 �� 6987（6番人気）
ワイド票数 計 448430 的中 �� 19031（6番人気）�� 12076（12番人気）�� 9667（15番人気）
3連複票数 計 734552 的中 ��� 9213（23番人気）
3連単票数 計 782216 的中 ��� 2880（52番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．9―42．9―55．6―1：07．6―1：20．0―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェムフェザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome of Course デビュー 2021．6．13 中京5着

2018．1．18生 牝3鹿 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔発走状況〕 ウインブランカ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

アイソリズム号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔3走成績による出走制限〕 マローニ号・ラパールデザンジュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月22日まで平

地競走に出走できない。
※出走取消馬 ナムラテス号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 パフュームリボン号

23040 8月22日 小雨 稍重 （3小倉4） 第4日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11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
1：56．9
1：56．1

良
良

58 ケンハービンジャー 牡3鹿 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 438－ 22：01．7 4．6�

712 ハーツオブシャカ 牡3鹿 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 470－ 4 〃 クビ 4．9�

711 メイショウエバー 牝3鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 424＋14 〃 アタマ 40．6�
34 メイショウケンコン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 488－ 22：01．8クビ 22．3�
33 メイショウユウスイ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454－ 42：02．11� 4．7�
813 セブンフォールド 牡3鹿 56 岩田 望来 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452＋ 22：02．2� 9．6

814 セカンドワルツ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 ハナ 8．7�
11 キクノディーン 牡3鹿 56 松山 弘平菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 498－ 42：02．3� 28．4�
22 テイクバイストーム 牡3黒鹿56 藤岡 康太前田 幸治氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B478－ 2 〃 クビ 5．3
69 テーオーターナー 牡3鹿 56 城戸 義政小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 486－ 6 〃 アタマ 43．3�
46 ルージュイデアル 牝3栗 54 小崎 綾也 �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 436± 02：02．4アタマ 48．7�
45 グロリアスダッド 牡3鹿 56 森 裕太朗渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 476－102：02．93 22．9�
57 ミルティアデス �3栗 56

55 ☆斎藤 新 	サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 440－ 22：03．21� 61．2�
610 ガ テ ィ ッ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 436－ 42：04．47 144．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，100，300円 複勝： 45，545，500円 枠連： 9，877，200円
馬連： 47，901，300円 馬単： 21，530，900円 ワイド： 45，474，400円
3連複： 76，036，500円 3連単： 74，148，700円 計： 348，614，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 170円 � 820円 枠 連（5－7） 960円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，530円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 12，280円 3 連 単 ��� 51，990円

票 数

単勝票数 計 281003 的中 � 48069（1番人気）
複勝票数 計 455455 的中 � 78728（2番人気）� 79924（1番人気）� 10284（10番人気）
枠連票数 計 98772 的中 （5－7） 7945（4番人気）
馬連票数 計 479013 的中 �� 38052（1番人気）
馬単票数 計 215309 的中 �� 9069（2番人気）
ワイド票数 計 454744 的中 �� 30344（1番人気）�� 4369（28番人気）�� 3821（31番人気）
3連複票数 計 760365 的中 ��� 4643（35番人気）
3連単票数 計 741487 的中 ��� 1034（162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．9―12．3―12．0―11．9―11．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．9―48．8―1：01．1―1：13．1―1：25．0―1：36．7―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケンハービンジャー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2021．2．21 阪神8着

2018．5．26生 牡3鹿 母 ラフレッシュブルー 母母 セイントビクトリア 9戦1勝 賞金 10，470，000円



23041 8月22日 小雨 稍重 （3小倉4） 第4日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15分 （芝・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
1：07．5
1：07．5

良
良

712 タイセイブリリオ 牡2鹿 54 �島 克駿田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 464 ―1：09．8 22．1�
45 ダノンアーリー 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470 ―1：10．01� 2．7�
34 � ジ ャ ン グ ロ 牡2黒鹿54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place

& Partners 452 ―1：10．1� 6．5�
610 フ ー レ イ 牝2鹿 54 岩田 望来小林竜太郎氏 新谷 功一 浦河 佐々木 恵一 436 ―1：10．2アタマ 85．1�
11 � デヴィルズマーブル 牡2鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 482 ―1：10．31 5．3�
57 ゲーテローズ 牝2黒鹿 54

53 ☆富田 暁 	サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 444 ―1：10．51	 9．9

711 ヨドノマックス 牡2鹿 54 酒井 学海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 440 ―1：10．6アタマ 14．1�
58 シャイニーダイヤ 牝2鹿 54 和田 竜二�ライフハウス 石坂 公一 日高 下河辺牧場 416 ―1：10．71 27．0�
813 ヤマニンフルリール 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456 ―1：11．44 63．6
46 クラップアンドチア 牡2栗 54 松山 弘平深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 笹島 政信 508 ― 〃 アタマ 11．2�
69 シゲルトビウオ 牡2鹿 54 藤岡 康太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか タイヘイ牧場 476 ―1：11．61� 22．1�
33 ラ ブ リ ュ ス 牡2栗 54 松若 風馬 	キャロットファーム 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 500 ―1：12．23	 46．1�
814 サンライズクレイ 牡2栃栗54 幸 英明�ライフハウス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 510 ―1：12．83	 29．1�
22 ワールドハート 牡2黒鹿54 荻野 極 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 430 ―1：14．18 75．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，629，600円 複勝： 47，322，100円 枠連： 12，337，200円
馬連： 55，752，300円 馬単： 26，696，400円 ワイド： 52，256，500円
3連複： 91，599，000円 3連単： 93，738，700円 計： 424，331，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 500円 � 140円 � 200円 枠 連（4－7） 1，090円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 2，340円 �� 440円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 69，200円

票 数

単勝票数 計 446296 的中 � 17138（7番人気）
複勝票数 計 473221 的中 � 17663（9番人気）� 112259（1番人気）� 58599（3番人気）
枠連票数 計 123372 的中 （4－7） 8738（4番人気）
馬連票数 計 557523 的中 �� 10630（13番人気）
馬単票数 計 266964 的中 �� 1946（36番人気）
ワイド票数 計 522565 的中 �� 11058（13番人気）�� 5387（30番人気）�� 33456（1番人気）
3連複票数 計 915990 的中 ��� 9554（20番人気）
3連単票数 計 937387 的中 ��� 982（209番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイブリリオ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．3．11生 牡2鹿 母 メ リ オ ー ル 母母 メリュジーヌ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ゲーテローズ号の騎手富田暁は，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30，000円。（被害馬：9番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワールドハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月22日まで平地競走

に出走できない。
※ヤマニンフルリール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23042 8月22日 小雨 不良 （3小倉4） 第4日 第6競走 ��1，000�3歳未勝利
発走12時45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
56．8
56．8

重
重

11 テイエムハヤテオー 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 8 58．9 31．9�
22 サムワンスペシャル 牝3黒鹿54 松若 風馬大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444＋ 8 59．0� 9．2�
813 ビナサクセス 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝井之口二三雄氏 森 秀行 新冠 プログレスファーム 474＋ 2 59．1クビ 7．9�

34 � ララシャンドン 牡3黒鹿56 和田 竜二フジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 508 ― 59．21 4．8�

（法942）

610 ワンダーピュルテ 牝3栗 54
53 ☆富田 暁山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 504± 0 59．3アタマ 20．6�

58 ミスズフィーリング 牝3栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 444－ 6 〃 クビ 2．3	
57 マグナムハート 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新 
社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B482－ 9 59．4� 20．4�
69 フ ー ジ ャ オ 牝3栗 54 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478＋ 2 〃 クビ 25．4�
711 ルージュサンライズ 牝3鹿 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 462－ 6 〃 同着 21．2
33 ハルキジェイソウル 牝3鹿 54 岩田 望来若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 432＋ 4 59．5クビ 28．7�
45 コールドショット 牡3鹿 56 荻野 極吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－14 〃 ハナ 20．5�
814 クインズミント 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 2 〃 クビ 17．0�
46 サンライズアクター 牡3栗 56

52 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 456－ 4 59．6クビ 43．8�
712 ミエノピュア 	3黒鹿56 小崎 綾也里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B460－ 21：00．13 251．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，208，200円 複勝： 41，693，700円 枠連： 9，546，900円
馬連： 53，477，300円 馬単： 22，482，000円 ワイド： 46，864，900円
3連複： 77，379，000円 3連単： 83，054，200円 計： 372，706，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 730円 � 230円 � 280円 枠 連（1－2） 10，460円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 17，710円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 2，570円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 18，550円 3 連 単 ��� 143，700円

票 数

単勝票数 計 382082 的中 � 9554（12番人気）
複勝票数 計 416937 的中 � 12667（12番人気）� 53958（2番人気）� 41014（4番人気）
枠連票数 計 95469 的中 （1－2） 707（28番人気）
馬連票数 計 534773 的中 �� 4085（40番人気）
馬単票数 計 224820 的中 �� 952（66番人気）
ワイド票数 計 468649 的中 �� 4300（39番人気）�� 4637（35番人気）�� 12294（7番人気）
3連複票数 計 773790 的中 ��� 3128（66番人気）
3連単票数 計 830542 的中 ��� 419（490番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．4―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムハヤテオー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Green Desert デビュー 2020．11．14 阪神6着

2018．3．30生 牡3栗 母 ポンテペルレ 母母 フ ァ ー ザ 5戦1勝 賞金 5，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 ミエノピュア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スパークリングアイ号・メイショウラピッド号・ヤマニンカホン号
（非抽選馬） 1頭 テーオールソー号



23043 8月22日 小雨 稍重 （3小倉4） 第4日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：06．0
1：06．0

良
良

711 ニシノガブリヨリ 牡3鹿 54 松若 風馬西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー
クスタツド 474－ 41：08．5 11．6�

56 カゼノタニノアヤカ 牝4鹿 55 福永 祐一増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 450± 01：08．6� 2．9�
22 リーガルマナー �4鹿 57 岩田 望来吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム B490－ 61：08．7� 38．2�
812 リ ノ 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456＋ 4 〃 アタマ 3．7�

57 ナリタエール 牝3鹿 52 酒井 学�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 414＋ 4 〃 ハナ 7．5�
710� パルフェアンジュ 牝5栗 55 中井 裕二	イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 472＋ 4 〃 アタマ 118．0

33 メイショウヒゾッコ 牝3鹿 52 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 404＋ 61：08．91	 25．1�
44 ワンダースキル 牡3鹿 54 藤懸 貴志山本 能成氏 斉藤 崇史 新ひだか フクダファーム 452－ 2 〃 ハナ 16．5�
11 ピエーナテーラー 牝4栗 55

54 ☆富田 暁中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 81：09．21� 59．7
45 プラチナムレイアー 牡3芦 54 
島 克駿岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 6 〃 クビ 8．5�
68 エ イ リ ア ス �4鹿 57 和田 竜二 	サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：09．3� 31．0�
813 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新 	キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B500－ 21：09．61� 28．9�
69 タガノマーチ 牝3黒鹿52 松山 弘平八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 21：09．81� 11．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，429，300円 複勝： 51，084，700円 枠連： 13，184，600円
馬連： 63，321，400円 馬単： 25，683，900円 ワイド： 57，332，900円
3連複： 94，035，900円 3連単： 99，732，100円 計： 439，804，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 300円 � 140円 � 840円 枠 連（5－7） 950円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 500円 �� 5，050円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 92，460円

票 数

単勝票数 計 354293 的中 � 24385（6番人気）
複勝票数 計 510847 的中 � 38605（5番人気）� 132049（1番人気）� 11405（11番人気）
枠連票数 計 131846 的中 （5－7） 10687（5番人気）
馬連票数 計 633214 的中 �� 31002（6番人気）
馬単票数 計 256839 的中 �� 4154（16番人気）
ワイド票数 計 573329 的中 �� 32173（3番人気）�� 2753（49番人気）�� 8304（22番人気）
3連複票数 計 940359 的中 ��� 4343（58番人気）
3連単票数 計 997321 的中 ��� 782（317番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．1―11．5―12．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．2―44．7―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノガブリヨリ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2020．9．5 小倉1着

2018．4．20生 牡3鹿 母 ニシノプレシャス 母母 ニシノナースコール 8戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 ナリタエール号の騎手酒井学は，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10，000円。（被害馬：9番）

リノ号の騎手松本大輝は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。
※エイリアス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23044 8月22日 小雨 不良 （3小倉4） 第4日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

510 ダノンシュネラ 牝3鹿 52 岩田 望来�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋121：44．0 21．5�
713 メイショウハナモモ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 454－ 61：44．1クビ 16．7�
36 リアンクール 牝3鹿 52 福永 祐一村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：44．31� 3．1�
714 タマモパッション 牝4鹿 55 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 504＋161：44．41 19．6�
816 キオネヴェリテ 牝3芦 52

51 ☆斎藤 新加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 532＋141：44．5� 12．4�

612 ラグラスドシエル 牝3黒鹿52 �島 克駿 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 428＋ 21：44．6� 61．6	

59 ギブミーラブ 牝3鹿 52 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：44．7クビ 7．1

24 タイセイヴィーナス 牝3鹿 52 秋山真一郎田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 B456－ 11：45．12� 48．4�
815 エナジーロッソ 牝3鹿 52 松若 風馬 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B470－ 41：45．2クビ 11．5�
611 グッドインパクト 牝3鹿 52 藤岡 康太杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 432－ 61：45．52 16．8
23 � サンマルキャンディ 牝4黒鹿55 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 516－ 8 〃 クビ 280．7�
11 メイショウフクイク 牝5栗 55 酒井 学松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 492± 01：46．24 254．5�
12 ナオミゴゼン 牝3黒鹿52 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞	湖 レイクヴィラファーム B478＋ 21：46．52 3．0�
35 ルンルンキャット 牝5黒鹿55 藤井勘一郎�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 460＋121：46．6� 219．3�
48 クラーロイメル 牝3青鹿52 藤懸 貴志ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 436＋ 41：49．4大差 65．1�
47 アイアイテーラー 牝4黒鹿55 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 中原牧場 460± 01：50．35 79．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，533，100円 複勝： 60，893，800円 枠連： 14，696，000円
馬連： 74，718，200円 馬単： 32，970，600円 ワイド： 69，741，500円
3連複： 122，583，800円 3連単： 129，302，400円 計： 553，439，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 450円 � 440円 � 180円 枠 連（5－7） 1，910円

馬 連 �� 11，990円 馬 単 �� 26，410円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 880円 �� 720円

3 連 複 ��� 10，080円 3 連 単 ��� 109，510円

票 数

単勝票数 計 485331 的中 � 18024（9番人気）
複勝票数 計 608938 的中 � 30360（9番人気）� 31804（8番人気）� 114785（2番人気）
枠連票数 計 146960 的中 （5－7） 5949（10番人気）
馬連票数 計 747182 的中 �� 4826（38番人気）
馬単票数 計 329706 的中 �� 936（76番人気）
ワイド票数 計 697415 的中 �� 6395（34番人気）�� 20543（9番人気）�� 25858（5番人気）
3連複票数 計1225838 的中 ��� 9116（38番人気）
3連単票数 計1293024 的中 ��� 856（352番人気）

ハロンタイム 7．1―10．5―11．4―12．5―12．0―12．5―12．6―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．6―29．0―41．5―53．5―1：06．0―1：18．6―1：31．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンシュネラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．7．11 阪神1着

2018．4．8生 牝3鹿 母 ラッドルチェンド 母母 ラヴズオンリーミー 8戦2勝 賞金 17，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラーロイメル号・アイアイテーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月

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 テオドラ号・ヤマカツパトリシア号



23045 8月22日 小雨 稍重 （3小倉4） 第4日 第9競走 ��
��1，200�

や ば け い

耶 馬 渓 特 別
発走14時15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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

56 テイエムイダテン 牡4鹿 57 �島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 B486＋ 81：08．4 18．4�
711 グ ラ ン レ イ 牡4鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 466－ 4 〃 ハナ 3．8�
69 メイショウゲンセン 牝4青鹿55 武 豊松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 446＋241：08．51 5．8�
33 マイネルジェロディ 牡3青鹿54 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 458－ 21：08．92	 4．9�
68 ファルヴォーレ 牡3芦 54 福永 祐一杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 444＋ 21：09．0
 2．8�
812 ファイアーボーラー �5黒鹿57 浜中 俊 	シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 460＋ 41：09．1クビ 34．7

22 � ランドルーラー �5鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 500－ 8 〃 クビ 31．0�
11 ヴァラークラウン 牝4黒鹿55 城戸 義政ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 2 〃 アタマ 77．8�
57 ブラッディムーン 牝5黒鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B474＋141：09．2
 60．1
710 ラ ミ エ ル 牝5鹿 55 松若 風馬桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 458± 01：09．4
 18．0�
45 ニホンピロマドン 牡6鹿 57 和田 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B514－241：09．5
 219．4�
813 グ ラ ウ ク ス �5栗 57 富田 暁 	社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 2 〃 アタマ 20．3�
44 メイショウシャチ 牡8鹿 57 岩田 望来松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 488－ 81：09．6クビ 106．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，392，200円 複勝： 63，593，900円 枠連： 15，771，500円
馬連： 82，025，200円 馬単： 34，897，600円 ワイド： 60，196，300円
3連複： 123，682，900円 3連単： 158，521，400円 計： 585，081，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 470円 � 160円 � 210円 枠 連（5－7） 2，170円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，060円 �� 510円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 53，850円

票 数

単勝票数 計 463922 的中 � 20069（6番人気）
複勝票数 計 635939 的中 � 27093（7番人気）� 122868（2番人気）� 80306（4番人気）
枠連票数 計 157715 的中 （5－7） 5631（8番人気）
馬連票数 計 820252 的中 �� 16757（13番人気）
馬単票数 計 348976 的中 �� 2574（34番人気）
ワイド票数 計 601963 的中 �� 12757（14番人気）�� 14164（10番人気）�� 32163（5番人気）
3連複票数 計1236829 的中 ��� 15351（20番人気）
3連単票数 計1585214 的中 ��� 2134（172番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムイダテン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．11．9 京都11着

2017．3．3生 牡4鹿 母 ニシノビギン 母母 ニシノファイナル 16戦3勝 賞金 38，130，000円

23046 8月22日 小雨 不良 （3小倉4） 第4日 第10競走 ��
��1，700�

さ つ ま

薩摩ステークス
発走14時50分 （ダート・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

510 アスターマリンバ 牡4黒鹿57 国分 優作加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 532＋101：43．3 78．3�
24 スズカデレヤ 牡4青鹿57 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 520＋ 41：43．4� 5．3�
23 サトノガイア 牝4鹿 55 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B476－ 41：43．5	 8．6�
47 シゲルタイタン 牡4鹿 57 荻野 極森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 480－ 41：43．6クビ 39．4�
12 ナンヨープランタン 牡6黒鹿57 松山 弘平中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 クビ 18．8�
713
 ア ヴ ァ ン セ �5鹿 57 幸 英明飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 484＋ 4 〃 アタマ 10．4	
611 タイガーサイレンス 牡4青鹿57 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 446－101：43．81� 28．4

11 エ ス ト 牝5鹿 55 斎藤 新大島 昌也氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム B488＋ 81：43．9� 39．6�
36 ダノンロイヤル 牡6鹿 57 岩田 望来�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 556－ 41：44．0クビ 9．4�
48 ダ ッ チ マ ン �4青鹿57 中井 裕二小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 446－ 61：44．1	 38．8
714 ディモールト 牡4黒鹿57 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 500± 01：44．2� 5．6�
815 ロ ラ イ マ �8鹿 57 松若 風馬 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 450－ 81：44．3� 44．6�
35 スズカパンサー 牡4栗 57 島 克駿永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B476＋101：44．72� 4．5�
612 バラーディスト 牝5黒鹿55 小崎 綾也 �シルクレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 79．1�
59 スコルピウス �5黒鹿57 藤岡 康太飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B466＋ 41：44．91� 28．5�
816 ソルトイブキ 牡5黒鹿57 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488－ 61：45．0クビ 10．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，225，400円 複勝： 68，819，900円 枠連： 26，190，600円
馬連： 121，226，700円 馬単： 45，028，300円 ワイド： 94，689，900円
3連複： 189，975，600円 3連単： 182，352，500円 計： 775，508，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，830円 複 勝 � 1，920円 � 220円 � 300円 枠 連（2－5） 3，160円

馬 連 �� 21，570円 馬 単 �� 56，090円

ワ イ ド �� 7，720円 �� 10，640円 �� 760円

3 連 複 ��� 47，030円 3 連 単 ��� 463，870円

票 数

単勝票数 計 472254 的中 � 4820（15番人気）
複勝票数 計 688199 的中 � 7526（16番人気）� 98527（2番人気）� 61720（4番人気）
枠連票数 計 261906 的中 （2－5） 6407（17番人気）
馬連票数 計1212267 的中 �� 4354（67番人気）
馬単票数 計 450283 的中 �� 602（153番人気）
ワイド票数 計 946899 的中 �� 3063（78番人気）�� 2219（92番人気）�� 34285（5番人気）
3連複票数 計1899756 的中 ��� 3029（164番人気）
3連単票数 計1823525 的中 ��� 285（1355番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．7―12．5―12．2―12．1―12．1―12．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．4―41．9―54．1―1：06．2―1：18．3―1：30．4

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

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

勝馬の
紹 介

アスターマリンバ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．10．12 京都2着

2017．2．23生 牡4黒鹿 母 アスターヒューモア 母母 Saratoga Humor 14戦4勝 賞金 52，265，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 クリノフラッシュ号・ゲンパチルシファー号・ミスズフリオーソ号・ミステリオーソ号・メイショウササユリ号・

ワンダーウマス号
（非抽選馬） 1頭 エイリアス号



23047 8月22日 雨 稍重 （3小倉4） 第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第56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，2．8．22以降3．8．15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 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

817 ヨ カ ヨ カ 牝3黒鹿51 幸 英明岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 458＋ 41：08．2 8．8�
36 � ファストフォース 牡5黒鹿55 �島 克駿安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B520＋ 21：08．41	 8．3�
612
 モズスーパーフレア 牝6栗 56．5 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 504＋ 6 〃 クビ 5．8�
59 シゲルピンクルビー 牝3栗 52 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 462± 0 〃 ハナ 9．1�
714 レッドアンシェル 牡7青鹿58 武 豊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B472－ 81：08．5� 24．3�
11 ボンセルヴィーソ 牡7栗 55 富田 暁名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 482－ 21：08．6アタマ 37．8	
47 
 ジャンダルム 牡6黒鹿57．5 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited B510＋ 8 〃 ハナ 4．3

816 アスコルターレ 牡3黒鹿52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 アタマ 34．7�
12 エングレーバー 牡5鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 ハナ 13．7
818 ボンボヤージ 牝4鹿 52 岩田 望来廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 446± 01：08．7� 10．5�
48 メイショウケイメイ 牝5鹿 51 藤懸 貴志松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 440＋ 4 〃 クビ 104．5�
24 ノ ー ワ ン 牝5鹿 53 川又 賢治藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 飛野牧場 482＋ 41：08．8� 33．2�
510 メイショウカリン 牝7鹿 51 酒井 学松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 510± 01：08．9� 72．2�
611 アウィルアウェイ 牝5鹿 55．5 松山 弘平吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502＋121：09．0クビ 7．2�
23 コンパウンダー 牡6黒鹿53 荻野 極ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 21：09．21	 108．9�
715� メイショウキョウジ 牡6鹿 54 斎藤 新松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B480＋ 8 〃 ハナ 45．5�
713 ファンタジステラ 牡7鹿 54 藤井勘一郎 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 428－ 6 〃 クビ 92．0�
35 ロ ジ ク ラ イ 牡8黒鹿56 秋山真一郎久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：09．3� 115．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 176，816，100円 複勝： 238，432，100円 枠連： 127，904，900円
馬連： 619，144，800円 馬単： 199，255，200円 ワイド： 444，539，600円
3連複： 1，315，292，800円 3連単： 1，368，242，400円 計： 4，489，627，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 300円 � 220円 枠 連（3－8） 1，800円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，200円 �� 920円

3 連 複 ��� 8，100円 3 連 単 ��� 51，840円

票 数

単勝票数 計1768161 的中 � 160529（5番人気）
複勝票数 計2384321 的中 � 206483（5番人気）� 199199（6番人気）� 301608（2番人気）
枠連票数 計1279049 的中 （3－8） 54811（7番人気）
馬連票数 計6191448 的中 �� 126844（19番人気）
馬単票数 計1992552 的中 �� 18443（38番人気）
ワイド票数 計4445396 的中 �� 72316（20番人気）�� 95222（12番人気）�� 126178（4番人気）
3連複票数 計13152928 的中 ��� 121776（20番人気）
3連単票数 計13682424 的中 ��� 19134（173番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―10．9―11．2―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．2―44．4―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 12－1（13，6，17）18（9，14）15，5，16（11，7）（2，4，10）（3，8） 4 12－1－（13，6，17）（9，14，18）15（2，5，16）7（3，11）（4，8，10）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ヨ カ ヨ カ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．6．13 阪神1着

2018．5．13生 牝3黒鹿 母 ハニーダンサー 母母 ハ ニ ー バ ン 10戦4勝 賞金 127，114，000円
〔制裁〕 ボンボヤージ号の調教師梅田智之は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告。

23048 8月22日 雨 重 （3小倉4） 第4日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （芝・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
1：43．8
1：43．8

良
良

77 トウシンモンブラン 牝3鹿 52 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 478＋ 81：50．3 1．8�
55 ブレーヴジャッカル 牡3栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B472＋ 41：50．62 3．4�
44 レディアリエス 牝3鹿 52 �島 克駿 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 478－ 41：50．81 6．6�
33 アスターナランハ 牡3黒鹿54 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B462＋ 2 〃 ハナ 7．6�
22 エスポワールミノル 牡4鹿 57 藤岡 康太吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム B524± 01：50．9� 13．4	
88 イーベンホルツ 牡4青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 488＋ 11：51．32� 34．8

66 ラヴベローナ 牝6鹿 55 岩田 望来菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B470－ 61：51．62 99．2�
11 カ ケ ル 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 496± 01：52．13 46．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 59，555，800円 複勝： 71，627，000円 枠連： 発売なし
馬連： 87，929，700円 馬単： 52，351，000円 ワイド： 56，517，500円
3連複： 114，079，400円 3連単： 337，507，600円 計： 779，568，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 150円 �� 200円 �� 290円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，120円

票 数

単勝票数 計 595558 的中 � 260644（1番人気）
複勝票数 計 716270 的中 � 406927（1番人気）� 97029（2番人気）� 60645（4番人気）
馬連票数 計 879297 的中 �� 245237（1番人気）
馬単票数 計 523510 的中 �� 90553（1番人気）
ワイド票数 計 565175 的中 �� 116363（1番人気）�� 67444（3番人気）�� 40036（5番人気）
3連複票数 計1140794 的中 ��� 187648（2番人気）
3連単票数 計3375076 的中 ��� 217768（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．7―12．5―12．6―12．4―11．9―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．6―50．1―1：02．7―1：15．1―1：27．0―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2
1
3

・（6，8）5－（2，3，7）－4，1
8，6，5，7（2，3）（4，1）

2
4
8－6，5（2，7）3－4，1
8，6，5，7（2，3）4，1

勝馬の
紹 介

トウシンモンブラン 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．6．21 阪神3着

2018．2．28生 牝3鹿 母 トウシンハンター 母母 トレンドハンター 12戦2勝 賞金 28，932，000円

３レース目



（3小倉4）第4日 8月22日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 165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
厩務員出走奨励金

248，110，000円
23，000，000円
1，800，000円
28，880，000円
70，227，500円
5，315，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
615，975，200円
802，462，400円
248，877，200円
1，338，621，500円
527，240，400円
1，047，731，400円
2，416，341，000円
2，782，876，100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 9，780，125，200円

総入場人員 2，854名 （有料入場人員 2，558名）
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