
23025 8月20日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

44 クインズエルサ 牝2鹿 54 川田 将雅 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 富田牧場 414－ 81：08．1 2．0�
55 フェリキタス 牝2鹿 54

52 △松本 大輝 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか 幌村牧場 424＋ 21：08．2� 3．6�
66 スプレンディダ 牝2鹿 54

52 △小沢 大仁吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 424± 01：08．3クビ 10．0�
78 ワキアプリンセス 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ永井商事� 橋田 満 平取 稲原牧場 430－101：08．4� 55．2�
11 イナウィンク 牡2鹿 54 C．ホー 岡田 牧雄氏 新谷 功一 浦河 �川フアーム 428± 01：08．61� 19．1�

（香港）

33 タマモメガジョッキ 牡2鹿 54 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B468± 0 〃 クビ 15．8	
89 プリティジェニー 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈大和屋 暁氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 412＋101：09．13 10．0

22 テイケイヴィーノ 牝2黒鹿54 団野 大成兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 402－ 41：09．41� 12．3�
810 キャビネットバトル 牡2鹿 54 長岡 禎仁琴浦 諒氏 杉山 佳明 新ひだか チャンピオンズファーム 424± 01：09．82� 122．2�
77 アリアージュ 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河 �グリーンファーム加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 446＋181：10．01� 180．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，466，100円 複勝： 54，060，600円 枠連： 6，488，900円
馬連： 49，042，300円 馬単： 29，545，100円 ワイド： 47，734，300円
3連複： 81，774，000円 3連単： 115，378，100円 計： 425，489，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 160円 �� 300円 �� 370円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 414661 的中 � 168050（1番人気）
複勝票数 計 540606 的中 � 228148（1番人気）� 109446（2番人気）� 51120（3番人気）
枠連票数 計 64889 的中 （4－5） 15216（1番人気）
馬連票数 計 490423 的中 �� 98233（1番人気）
馬単票数 計 295451 的中 �� 36316（1番人気）
ワイド票数 計 477343 的中 �� 97947（1番人気）�� 35405（3番人気）�� 27854（5番人気）
3連複票数 計 817740 的中 ��� 94709（1番人気）
3連単票数 計1153781 的中 ��� 36938（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．0―11．3―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．4―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズエルサ �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．7．10 小倉2着

2020．1．28生 牝2鹿 母 キャンディバローズ 母母 アフレタータ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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。

23026 8月20日 晴 稍重 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

611� モ デ ィ カ 牝3鹿 52
50 △松本 大輝吉田 和美氏 石坂 公一 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd B482＋ 61：43．5 5．1�
510 アダマスミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 484± 01：45．8大差 5．1�
36 タイキモンストル 牡3栗 56 酒井 学�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484－ 2 〃 クビ 94．8�
11 サ ハ ラ 牡3鹿 56 川田 将雅草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B488± 01：46．11� 3．1�
59 ナリタイチモンジ 牡3鹿 56 富田 暁�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 B482－121：47．05 12．2	
35 シエロフェイス 牡3黒鹿56 C．ホー STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 426－ 4 〃 アタマ 7．8


（香港）

23 ゲ イ ボ ル グ 牡3鹿 56 和田 竜二吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 510＋161：47．74 48．0�
24 ヒロノアステロイド 牡3栗 56 幸 英明サンエイ開発� 梅田 智之 浦河 谷川牧場 564＋ 21：48．55 36．8�
713 イーサンアイ 牡3黒鹿56 太宰 啓介国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 454＋ 61：49．35 51．9
12 インブレッドセンス 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈吉田 晴哉氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B462－ 41：50．04 7．2�

48 � シナモンベアー 牝3鹿 54
51 ▲角田 大河ゴドルフィン 角田 晃一 愛 Godolphin 486± 01：50．1クビ 197．5�

47 ラスターサンライズ 牝3芦 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 432＋121：51．27 451．6�
815 グルアガッハ 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋ 51：51．52 10．7�
816 メイショウモヒート 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 492－ 2 〃 ハナ 177．2�
612 バトルシャイニング 牡3黒鹿56 国分 恭介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496± 01：51．6� 124．7�
714 アマノカイザー 牡3鹿 56 国分 優作中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 450－121：51．91� 257．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，694，700円 複勝： 59，894，900円 枠連： 12，627，300円
馬連： 56，534，200円 馬単： 24，962，900円 ワイド： 56，282，300円
3連複： 93，991，800円 3連単： 95，428，000円 計： 436，416，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 190円 � 2，120円 枠 連（5－6） 1，140円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 600円 �� 8，500円 �� 6，420円

3 連 複 ��� 53，560円 3 連 単 ��� 147，510円

票 数

単勝票数 計 366947 的中 � 57145（3番人気）
複勝票数 計 598949 的中 � 80212（3番人気）� 98289（2番人気）� 5405（12番人気）
枠連票数 計 126273 的中 （5－6） 8557（5番人気）
馬連票数 計 565342 的中 �� 27620（6番人気）
馬単票数 計 249629 的中 �� 6260（10番人気）
ワイド票数 計 562823 的中 �� 25998（6番人気）�� 1633（51番人気）�� 2168（43番人気）
3連複票数 計 939918 的中 ��� 1316（106番人気）
3連単票数 計 954280 的中 ��� 469（374番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．7―42．4―54．3―1：05．9―1：17．7―1：30．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�モ デ ィ カ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 More Than Ready デビュー 2022．1．10 中京2着

2019．9．5生 牝3鹿 母 More Than Real 母母 Miss Seffens 6戦1勝 賞金 11，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーサンアイ号・インブレッドセンス号・シナモンベアー号・ラスターサンライズ号・グルアガッハ号・

メイショウモヒート号・バトルシャイニング号・アマノカイザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」
のため，令和4年9月20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〕 メイショウモヒート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20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。
（非抽選馬） 4頭 オータムソング号・ザヴォーグ号・ハギノロックオン号・ベイパーコーン号
※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。

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20日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

35 コ ル カ ノ ン 牝3芦 54 西村 淳也吉田 千津氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 446－ 21：07．7 8．7�
817 クリノオスカル 牝3栗 54

51 ▲角田 大河栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 420＋ 41：07．8クビ 12．2�
36 テイエムラトーヌ 牝3芦 54

50 ★今村 聖奈竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 416－14 〃 ハナ 7．7�
713 マーブルファクター 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 484－ 21：08．11� 30．7�

12 ショウナンナージャ 牝3青鹿54 富田 暁国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 442＋ 2 〃 クビ 10．8�
715 クリノガイア 牝3栗 54 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 秋田牧場 426＋ 61：08．2クビ 213．6�
818 テイケイアンジェ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480± 0 〃 ハナ 105．5	
714 インペリアス 牝3鹿 54 藤岡 康太杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 446＋ 61：08．31 5．4

48 トウカイエクラン 牝3栗 54 北村 友一内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 B440－ 6 〃 ハナ 3．3�
11 パールアゲイン 牝3黒鹿54 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 408－ 61：08．4クビ 122．3�
23 ファイアーコード 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希岡田 牧雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 412－12 〃 アタマ 53．0
611 メイショウアルル 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 426＋18 〃 アタマ 124．2�
24 サンマルヴァレー 牝3鹿 54 酒井 学相馬 勇氏 千田 輝彦 新ひだか 飛野牧場 462± 0 〃 ハナ 16．6�
47 ルクスリリー 牝3鹿 54 国分 優作�ルクス 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 408－ 41：08．5� 255．2�
816 クリノニーナ 牝3芦 54 C．ホー 栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村牧場 418－101：08．6クビ 26．2�

（香港）

510 マテンロウサニー 牝3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 452＋10 〃 クビ 6．7�
59 ト イ ム ム 牝3青鹿54 団野 大成成田 才仁氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 452－ 4 〃 ハナ 58．5�
612 コイビトミサキ 牝3栗 54

52 △松本 大輝三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 398－101：08．7� 211．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，874，700円 複勝： 41，428，800円 枠連： 12，393，000円
馬連： 49，591，600円 馬単： 19，812，500円 ワイド： 49，057，100円
3連複： 79，882，700円 3連単： 71，501，400円 計： 352，541，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 460円 � 300円 枠 連（3－8） 1，900円

馬 連 �� 11，400円 馬 単 �� 23，100円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 1，350円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 27，630円 3 連 単 ��� 159，010円

票 数

単勝票数 計 288747 的中 � 26407（5番人気）
複勝票数 計 414288 的中 � 33325（6番人気）� 22098（8番人気）� 38054（5番人気）
枠連票数 計 123930 的中 （3－8） 5036（10番人気）
馬連票数 計 495916 的中 �� 3370（35番人気）
馬単票数 計 198125 的中 �� 643（71番人気）
ワイド票数 計 490571 的中 �� 3756（36番人気）�� 9545（15番人気）�� 6318（24番人気）
3連複票数 計 798827 的中 ��� 2168（84番人気）
3連単票数 計 715014 的中 ��� 326（469番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．1―11．5―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．1―44．6―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ル カ ノ ン �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Tapit デビュー 2022．2．20 阪神6着

2019．4．29生 牝3芦 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 ルクスリリー号・クリノニーナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20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。

23028 8月20日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

713 スウィートスカー 牝3鹿 54 川田 将雅池袋レーシング �島 一歩 新ひだか 田中 裕之 468－ 41：45．6 2．2�
12 エスポワールエール 牡3鹿 56 C．ホー �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 41：45．81� 10．1�

（香港）

23 ブラッドワイルド 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 506＋ 21：45．9� 25．0�
611 アールフォルス 牝3鹿 54 松若 風馬桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 456＋ 21：46．0クビ 5．8�
36 ティーフォートゥー 牝3栗 54 横山 典弘金子真人ホール

ディングス	 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 430＋101：46．21� 51．6

59 スマートドラフト 牝3鹿 54 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 432＋ 21：46．62 5．5�
11 ホウオウカントリー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 446＋14 〃 アタマ 295．0�
35 フォールロワ 牡3栗 56

54 △松本 大輝フィールドレーシング 四位 洋文 新ひだか 千代田牧場 448＋ 4 〃 クビ 116．6
47 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 団野 大成新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：46．7クビ 4．8�
815 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 富田 暁泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 B476－ 41：46．81 26．7�
714 テーオーライラ 牝3栗 54 幸 英明小笹 公也氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 448－ 21：47．01 346．5�
510 バリューテーラー 牝3黒鹿54 西村 淳也中西 浩一氏 森田 直行 日高 藤本ファーム 426＋ 61：47．31� 54．6�
612 クールドレーヌ 牝3青鹿 54

51 ▲川端 海翼�ターフ・スポート羽月 友彦 新ひだか 今 牧場 402－ 21：48．04 216．4�
24 スージーテイラー 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈 DMMドリームクラブ	 奥村 豊 千歳 社台ファーム 418－221：48．53 64．8�
816 ア ジ ュ ー ル 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B430＋ 61：49．99 251．7�

（15頭）
48 エイシンクリード 牝3鹿 54 北村 友一	栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，135，300円 複勝： 76，438，800円 枠連： 9，453，000円
馬連： 57，245，200円 馬単： 28，194，000円 ワイド： 54，671，800円
3連複： 91，475，200円 3連単： 104，711，000円 計： 468，324，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 250円 � 430円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 470円 �� 910円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 14，530円

票 数

単勝票数 差引計 461353（返還計 603） 的中 � 162903（1番人気）
複勝票数 差引計 764388（返還計 1000） 的中 � 326567（1番人気）� 53564（5番人気）� 26551（7番人気）
枠連票数 差引計 94530（返還計 29） 的中 （1－7） 8587（3番人気）
馬連票数 差引計 572452（返還計 2404） 的中 �� 45442（3番人気）
馬単票数 差引計 281940（返還計 1145） 的中 �� 14758（5番人気）
ワイド票数 差引計 546718（返還計 2582） 的中 �� 32498（6番人気）�� 15203（10番人気）�� 4961（22番人気）
3連複票数 差引計 914752（返還計 8157） 的中 ��� 13258（16番人気）
3連単票数 差引計1047110（返還計 10910） 的中 ��� 5224（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．7―47．7―59．4―1：11．0―1：22．4―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6
1
3
10（6，7）（2，13）（3，9，16）（4，11，12）5，14（1，15）・（10，7，11）（6，13）（2，12）16（3，9）5（14，15）4，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スウィートスカー �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2022．1．23 小倉2着

2019．3．30生 牝3鹿 母 グレースグランド 母母 フレンチリヴィエラ 5戦1勝 賞金 13，900，000円
〔出走取消〕 エイシンクリード号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20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〕 アジュール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20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。



23029 8月20日 晴 良 （4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

813 シルフィードレーヴ 牝2芦 54 幸 英明山崎 太嗣氏 西園 正都 新ひだか 田原橋本牧場 434 ―1：08．5 43．8�
610 キタサンエルピス 牝2黒鹿54 荻野 極�大野商事 本田 優 新冠 村田牧場 470 ―1：08．71� 89．8�
58 オーサムサンライズ 牝2鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 404 ―1：08．91� 22．3�
712 アスターフラッペ 牝2黒鹿54 富田 暁加藤 久枝氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 430 ―1：09．0クビ 19．5�
711 ライジングホープ 牝2鹿 54 C．ホー �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 412 ―1：09．1� 2．6�

（香港）

69 ジャストザヴァルス 牝2鹿 54
51 ▲角田 大河ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 410 ― 〃 クビ 40．6	

34 エ フ ボ マ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁藤田 孟司氏 高橋 亮 日高 モリナガファーム 450 ― 〃 ハナ 78．6

45 ミ ン ク ス 牝2鹿 54

52 △松本 大輝�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 408 ―1：09．2� 42．6�
33 アムブロシアー 牝2鹿 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大久保龍志 新ひだか 静内フアーム 428 ―1：09．3� 3．2
22 グランツベリー 牝2黒鹿54 北村 友一広尾レース� 田中 克典 新ひだか 木村 秀則 438 ― 〃 ハナ 17．1�
57 フローラルハニー 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 460 ―1：09．72� 53．9�
46 カラフルラグーン 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈堀 祥子氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 422 ―1：09．8� 8．8�
814 キセキニャン 牝2栗 54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小林 真也 浦河 宮内牧場 432 ―1：10．11� 54．7�
11 マルカラピッド 牝2栗 54

52 △小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464 ―1：10．42 9．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，578，700円 複勝： 39，629，500円 枠連： 9，768，900円
馬連： 48，838，800円 馬単： 21，890，700円 ワイド： 43，748，600円
3連複： 72，628，300円 3連単： 74，291，800円 計： 352，375，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，380円 複 勝 � 980円 � 1，970円 � 570円 枠 連（6－8） 7，630円

馬 連 �� 80，870円 馬 単 �� 188，710円

ワ イ ド �� 14，890円 �� 6，060円 �� 14，380円

3 連 複 ��� 383，600円 3 連 単 ��� 2，992，300円

票 数

単勝票数 計 415787 的中 � 8037（10番人気）
複勝票数 計 396295 的中 � 10658（8番人気）� 5072（14番人気）� 19530（7番人気）
枠連票数 計 97689 的中 （6－8） 991（25番人気）
馬連票数 計 488388 的中 �� 468（85番人気）
馬単票数 計 218907 的中 �� 87（174番人気）
ワイド票数 計 437486 的中 �� 757（81番人気）�� 1874（48番人気）�� 784（79番人気）
3連複票数 計 726283 的中 ��� 142（312番人気）
3連単票数 計 742918 的中 ��� 18（1914番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．5―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．1―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（7，11）（8，13）（2，3）（12，14）－4（5，10）9－6－1 4 ・（7，11，13）（2，8，3）14，12（4，10）（5，9）－6－1
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

シルフィードレーヴ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2020．3．3生 牝2芦 母 キモンクイーン 母母 ロ ー リ エ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カラフルラグーン号の騎手今村聖奈は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※フローラルハニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

23030 8月20日 晴 稍重 （4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
1：44．8
1：44．8

不良
不良

48 ヤマニンウルス 牡2鹿 54
50 ★今村 聖奈土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 536 ―1：44．3レコード 2．7�

510 ゴ ラ イ コ ウ 牡2鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 新谷 功一 新ひだか 坂本 智広 500 ―1：48．6大差 5．9�
12 オーヴァーストーム 牡2栗 54 団野 大成�GET NEXT 佐々木晶三 新冠 須崎牧場 492 ―1：48．8� 8．1�
35 ヨドノストロング 牡2鹿 54 国分 優作海原 聖一氏 大根田裕之 浦河 林農場 456 ―1：49．75 82．2�
24 ダイメイセブン 牡2栗 54 藤岡 康太宮本 昇氏 本田 優 日高 出口牧場 476 ―1：50．76 18．1�
23 ハーベストデイ 牡2栗 54 北村 友一 	サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 482 ―1：50．8� 21．0

815 スナークドリアン 牡2鹿 54 松若 風馬杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 518 ― 〃 ハナ 30．9�
714 イ ス ト ロ ス 牡2鹿 54 C．ホー 	サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518 ―1：52．18 5．2�

（香港）

612 メイケイビューティ 牝2栗 54 酒井 学名古屋競馬� 木原 一良 浦河 酒井牧場 484 ―1：52．63 95．8
47 ゴッドスピードレオ 牡2鹿 54 和田 竜二重野 心平氏 宮本 博 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 496 ― 〃 アタマ 18．7�
36 ラ キ ッ シ ュ 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ	ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 510 ―1：52．7クビ 30．6�
713 ハクアイゼウス 牡2黒鹿 54

52 △小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 大柳ファーム 460 ―1：53．12� 135．6�
11 ニホンピロビート 牡2青鹿54 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B468 ―1：53．41� 190．2�
59 スマートアリオン 牡2鹿 54 太宰 啓介大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 480 ―1：53．93 21．7�
816 レッツゴーローズ 牝2栗 54 富田 暁水谷光太郎氏 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 480 ―1：58．2大差 22．3�

（15頭）
611 テングクラブ 牡2黒鹿 54

51 ▲角田 大河寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 村上 欽哉 484 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，240，400円 複勝： 45，149，900円 枠連： 12，754，300円
馬連： 47，144，700円 馬単： 20，498，400円 ワイド： 44，048，600円
3連複： 71，004，200円 3連単： 67，267，100円 計： 350，107，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 150円 � 220円 枠 連（4－5） 770円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 330円 �� 550円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 差引計 422404（返還計 10284） 的中 � 126591（1番人気）
複勝票数 差引計 451499（返還計 14682） 的中 � 98920（1番人気）� 78590（2番人気）� 42193（4番人気）
枠連票数 差引計 127543（返還計 175） 的中 （4－5） 12827（2番人気）
馬連票数 差引計 471447（返還計 26525） 的中 �� 42368（2番人気）
馬単票数 差引計 204984（返還計 11084） 的中 �� 11539（2番人気）
ワイド票数 差引計 440486（返還計 29315） 的中 �� 36749（2番人気）�� 19928（4番人気）�� 16140（5番人気）
3連複票数 差引計 710042（返還計 76651） 的中 ��� 24672（3番人気）
3連単票数 差引計 672671（返還計 67924） 的中 ��� 6985（5番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．2―13．4―12．5―12．0―11．9―11．6―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．6―44．0―56．5―1：08．5―1：20．4―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8
1
3
・（4，8）15（2，16）－（3，6）（9，5）10，14－12（7，13）＝1・（4，8）－2，15（3，10）－5－14－（9，13）（12，7）－6－16－1

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンウルス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2020．5．21生 牡2鹿 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 テングクラブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テングクラブ号は，令和4年8月21日から令和4年9月19日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔その他〕 ダイメイセブン号・ハーベストデイ号・スナークドリアン号・イストロス号・メイケイビューティ号・ゴッドスピードレオ号・

ラキッシュ号・ハクアイゼウス号・ニホンピロビート号・スマートアリオン号・レッツゴーローズ号は，1着馬がレコードタイムであっ
たため，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サンテックス号・ピンクソレイユ号・フローラルハニー号
※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。



23031 8月20日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

611 ピースキーパー 牝3栗 54 西村 淳也 �ゴールドアップ・
カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 436－ 81：07．1 13．2�

816 ジョーリベリカ 牡3栗 56 城戸 義政上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 456± 01：07．42 26．9�
36 ダイヤモンドフジ 牡3鹿 56 富田 暁 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 448－121：07．61� 11．1�
48 ダンツキタイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 478－ 21：07．7� 5．6�
47 マテンロウメーヴェ 牝3鹿 54 団野 大成寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496－ 21：07．8� 19．6�
23 タマモテラコッタ 牡3芦 56 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B486＋ 21：07．9� 4．3	
24 タガノタンゴ 牡3栗 56 川田 将雅八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 21：08．0� 4．1

59 キ ル ス テ ン 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 456＋ 21：08．1クビ 63．7�
818 チ ベ リ ウ ス 牡3鹿 56 松若 風馬桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 前谷 武志 514－ 4 〃 ハナ 8．0
612 ストームサージ �3青鹿56 C．ホー ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：08．21 25．7�
（香港）

817 テーオーコンドル �3青鹿 56
52 ★今村 聖奈小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 460＋ 61：08．3� 9．0�

35 アスターデカゴン 牡3鹿 56
54 △松本 大輝加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 478＋ 21：08．61� 49．1�

510 ミエノアラジン 牡3鹿 56 長岡 禎仁里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 440± 01：08．81 206．3�
713 ヴ ラ マ ン ク 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 高橋 修 452－181：08．9� 247．0�
714 タツセイリュウ 牡3栗 56 幸 英明鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 B480＋ 81：09．11� 137．0�
715 オクトパシー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 406－ 41：09．42 105．8�
11 テイエムウイン 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 オリオンファーム 436－201：09．71� 225．9�
12 アリュシナシオン 牡3鹿 56 国分 恭介一村 哲也氏 小崎 憲 新ひだか 坂本 智広 508 ―1：14．8大差 143．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，452，800円 複勝： 56，737，000円 枠連： 19，688，100円
馬連： 63，372，000円 馬単： 24，038，100円 ワイド： 61，643，500円
3連複： 109，006，100円 3連単： 96，276，300円 計： 471，213，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 340円 � 550円 � 290円 枠 連（6－8） 1，580円

馬 連 �� 10，260円 馬 単 �� 17，150円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 1，240円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 25，320円 3 連 単 ��� 146，940円

票 数

単勝票数 計 404528 的中 � 24383（7番人気）
複勝票数 計 567370 的中 � 44887（5番人気）� 24843（8番人気）� 54184（4番人気）
枠連票数 計 196881 的中 （6－8） 9608（7番人気）
馬連票数 計 633720 的中 �� 4783（36番人気）
馬単票数 計 240381 的中 �� 1051（59番人気）
ワイド票数 計 616435 的中 �� 5772（31番人気）�� 13089（14番人気）�� 5302（35番人気）
3連複票数 計1090061 的中 ��� 3228（82番人気）
3連単票数 計 962763 的中 ��� 475（480番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．7―11．1―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．6―43．7―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースキーパー �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．11．7 阪神3着

2019．3．28生 牝3栗 母 ボンセジュール 母母 マウンテンミステリー 11戦1勝 賞金 13，960，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時30分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリュシナシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20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。

23032 8月20日 晴 稍重 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

24 ジャズブルース 牡3青鹿 54
51 ▲角田 大河 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 452－ 41：45．4 55．7�

12 ハイエストポイント 牡4青鹿 57
53 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 21：45．61� 3．6�
11 	 ス キ ピ オ 牡4青鹿57 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 豊洋牧場 488－ 81：45．91
 23．1�
48 ウナギノボリ 牡3黒鹿 54

50 ★永島まなみ小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 466＋10 〃 クビ 8．1�
815 パイプライナー 牡5芦 57 C．ホー �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B508＋ 21：46．0クビ 24．2	
（香港）

59 ムーンリットナイト 牡3鹿 54 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496＋ 61：46．1� 5．6

23 タイセイエピソード 牡3栗 54 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 472＋ 41：46．52� 11．8�
36 	 シャープレシオ 牡5黒鹿57 富田 暁青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 468－ 41：46．71� 330．0�
611 セカンドエフォート 牡9青鹿57 西村 淳也 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：46．8
 82．4
47 ダノンフォーナイン 牡3青鹿54 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 506＋ 41：46．9クビ 3．6�
816	 ロードドミニオン �5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 畑端 省吾 新ひだか タイヘイ牧場 432－ 61：47．11� 46．0�
612	 パワータイショウ 牡3鹿 54 森 裕太朗西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 506－ 21：48．16 262．9�
510 キュートヴィラン 牝3鹿 52 北村 友一吉田 勝己氏 四位 洋文 米 Nancy

Mazzoni 474－ 4 〃 アタマ 5．9�
713	 フ ロ イ ン グ 牡4鹿 57 小牧 太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 468± 01：48．2クビ 245．9�
714 アストゥーリアス 牡5栗 57

55 △小沢 大仁菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 472± 01：48．94 443．0�
（15頭）

35 ブラジリアンソング 牡3青鹿 54
52 △松本 大輝 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B500＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，574，500円 複勝： 59，705，200円 枠連： 16，206，900円
馬連： 68，074，200円 馬単： 26，192，500円 ワイド： 59，319，200円
3連複： 103，767，500円 3連単： 99，571，800円 計： 479，411，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，570円 複 勝 � 940円 � 140円 � 700円 枠 連（1－2） 1，260円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 21，230円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 15，150円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 54，800円 3 連 単 ��� 429，690円

票 数

単勝票数 差引計 465745（返還計 22416） 的中 � 6688（10番人気）
複勝票数 差引計 597052（返還計 30023） 的中 � 12390（10番人気）� 164388（1番人気）� 17095（8番人気）
枠連票数 差引計 162069（返還計 128） 的中 （1－2） 9927（4番人気）
馬連票数 差引計 680742（返還計 84584） 的中 �� 6321（27番人気）
馬単票数 差引計 261925（返還計 31732） 的中 �� 925（59番人気）
ワイド票数 差引計 593192（返還計 75977） 的中 �� 5984（26番人気）�� 986（59番人気）�� 10892（18番人気）
3連複票数 差引計1037675（返還計233449） 的中 ��� 1420（110番人気）
3連単票数 差引計 995718（返還計227047） 的中 ��� 168（719番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．1―13．4―12．7―12．6―12．5―11．9―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．0―43．4―56．1―1：08．7―1：21．2―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7
1
3
1，10（4，16）7（3，15）9－（2，6）－（13，8）－12（11，14）
1（10，16）（4，7）（3，15）（9，8）2（6，13，14）（11，12）

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

勝馬の
紹 介

ジャズブルース �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．5 中京5着

2019．3．31生 牡3青鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ 9戦2勝 賞金 17，523，000円
〔競走除外〕 ブラジリアンソング号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブラジリアンソング号は，令和4年8月21日から令和4年9月19日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ランスオブウェイブ号
※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。



23033 8月20日 晴 良 （4小倉4） 第3日 第9競走 ��
��2，000�

あ だ ち や ま

足 立 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：56．8
1：56．1

良
良

44 リカンカブール 牡3黒鹿54 藤岡 康太�ラ・メール 田中 克典 浦河 辻 牧場 488± 01：57．6 2．5�
811 サトノマジェスタ 牡4青鹿57 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482± 01：57．8� 36．0�
67 エーデルブルーメ 牝3鹿 52 川田 将雅 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 2．9�
22 サンライズエース 牡3黒鹿54 横山 典弘�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 488＋ 61：58．01	 5．5�
66 アンフィニドール 牝4鹿 55 富田 暁前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 488＋ 21：58．53 11．9	
33 シゲルローズマリー 牡3青鹿54 西村 淳也森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 464－ 21：58．6クビ 14．2

55 ヒルノエドワード 牡5黒鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 476－12 〃 クビ 56．6�
810 タガノバルコス 牡3鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 61：58．81	 113．6�
11 アランヴェリテ 牡3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 478± 01：59．33 30．8
79 � ト ル ナ ヴ ァ 牝3栗 52 団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛

John Grogan &
Lope de Vega
Syndicate

478＋ 22：03．5大差 12．5�
78 � ネクサスハート 牡4鹿 57 C．ホー DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 522－ 62：11．6大差 91．4�

（香港）

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，964，800円 複勝： 64，632，900円 枠連： 14，545，300円
馬連： 79，143，700円 馬単： 37，159，400円 ワイド： 67，989，000円
3連複： 122，932，100円 3連単： 179，980，200円 計： 618，347，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 400円 � 110円 枠 連（4－8） 4，640円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 8，980円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 170円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 21，730円

票 数

単勝票数 計 519648 的中 � 165492（1番人気）
複勝票数 計 646329 的中 � 171420（2番人気）� 19795（8番人気）� 215050（1番人気）
枠連票数 計 145453 的中 （4－8） 2425（14番人気）
馬連票数 計 791437 的中 �� 10137（16番人気）
馬単票数 計 371594 的中 �� 3102（28番人気）
ワイド票数 計 679890 的中 �� 10495（16番人気）�� 135345（1番人気）�� 15575（13番人気）
3連複票数 計1229321 的中 ��� 31240（11番人気）
3連単票数 計1799802 的中 ��� 6003（74番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―11．1―12．1―11．7―12．0―12．3―11．9―12．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．6―33．7―45．8―57．5―1：09．5―1：21．8―1：33．7―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
1，9＝2（10，4，6）（3，8，7）（5，11）
1－9，2（3，4）（7，6）10（5，11）－8

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

勝馬の
紹 介

リカンカブール �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Zoffany デビュー 2021．10．16 阪神6着

2019．4．16生 牡3黒鹿 母 アンブラッセモワ 母母 Ice Flower 4戦2勝 賞金 24，280，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔その他〕 ネクサスハート号は，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〕 トルナヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20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。

23034 8月20日 晴 良 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

11 アドマイヤザーゲ 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 01：47．3 4．3�
44 オラヴェリタス 牡3黒鹿54 今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B498＋ 21：47．4� 12．4�
22 ヤマニンサルバム 牡3黒鹿54 藤岡 康太土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 490－121：47．61� 1．4�
55 ラブアンバサダー 牝5鹿 55 横山 典弘�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 アタマ 8．0�
77 シーリアスラブ 牡6鹿 57 荻野 極吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 458－121：48．13 13．7�
66 サイモンルモンド �5栗 57 幸 英明澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 41：48．74 64．1	
88 	 ラストアプローズ 牝4鹿 55 松本 大輝 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：49．33
 166．0

33 クラーベドラド 牡3青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494＋121：49．51
 33．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 44，083，100円 複勝： 110，621，000円 枠連： 発売なし
馬連： 59，157，200円 馬単： 41，680，300円 ワイド： 39，734，100円
3連複： 76，335，100円 3連単： 227，908，200円 計： 599，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 180円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 460円 �� 140円 �� 260円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 計 440831 的中 � 81375（2番人気）
複勝票数 計1106210 的中 � 76711（2番人気）� 32204（5番人気）� 872678（1番人気）
馬連票数 計 591572 的中 �� 18377（9番人気）
馬単票数 計 416803 的中 �� 7223（13番人気）
ワイド票数 計 397341 的中 �� 16926（6番人気）�� 93497（1番人気）�� 34204（4番人気）
3連複票数 計 763351 的中 ��� 81355（2番人気）
3連単票数 計2279082 的中 ��� 16824（32番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．7―12．0―12．1―12．3―11．2―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．5―49．5―1：01．6―1：13．9―1：25．1―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．4
1
3
・（2，5）（1，4）－3，7，6－8・（2，5，4）1（3，7）6，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤザーゲ 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 Cape Cross デビュー 2020．9．6 小倉1着

2018．2．22生 牡4鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク 7戦3勝 賞金 36，365，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

追 加 記 事（令和 4年第 4回小倉競馬）
〔制裁〕　　　騎手小沢大仁は，新型コロナウイルス感染拡大予防に関する騎手としての注意

義務を怠り戒告。



23035 8月20日 晴 良 （4小倉4） 第3日 第11競走
タイキシャトル追悼競走

��
��1，200�

べ っ ぷ

別府ステークス
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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

79 � ハリーバローズ 牡5鹿 57 川田 将雅猪熊 広次氏 上村 洋行 米
Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B482± 01：07．3 2．5�
67 グ ラ ン レ イ 牡5鹿 57 川須 栄彦名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 466－ 81：07．4クビ 12．5�
710 グッドマックス 牝5芦 55 森 裕太朗長谷川光司氏 小林 真也 浦河 ヒダカフアーム 464－ 2 〃 クビ 26．0�
55 セ リ シ ア 牝4芦 55 和田 竜二西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 466＋ 41：07．5	 9．4�
56 ル ク ル ト 牡5鹿 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 462－ 4 〃 クビ 9．3�
33 オルダージュ 
6黒鹿57 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 472－ 21：07．81	 22．1	
68 メメントモリ 牝5鹿 55 C．ホー 吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 468－ 21：07．9� 14．3


（香港）

812 ダノンシティ 牡6鹿 57 西村 淳也�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 2 〃 ハナ 6．3�
11 � クリノアリエル 牝7青 55 酒井 学栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B424＋ 61：08．0� 38．5�
44 タイガーサイレンス 牡5青鹿57 国分 優作伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 448－ 6 〃 アタマ 96．9
811 ロ ー ウ ェ ル 
4黒鹿57 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 41：08．1クビ 4．5�
22 � チェリーブリーズ 牝5鹿 55 松本 大輝�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 476± 01：08．31 267．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 90，356，000円 複勝： 103，982，800円 枠連： 43，387，700円
馬連： 223，547，300円 馬単： 83，851，800円 ワイド： 152，946，800円
3連複： 354，444，500円 3連単： 432，478，400円 計： 1，484，995，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 320円 � 500円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，110円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ��� 33，260円

票 数

単勝票数 計 903560 的中 � 279155（1番人気）
複勝票数 計1039828 的中 � 247162（1番人気）� 73977（6番人気）� 42567（8番人気）
枠連票数 計 433877 的中 （6－7） 31528（5番人気）
馬連票数 計2235473 的中 �� 101572（6番人気）
馬単票数 計 838518 的中 �� 24923（8番人気）
ワイド票数 計1529468 的中 �� 63173（6番人気）�� 35394（15番人気）�� 12367（35番人気）
3連複票数 計3544445 的中 ��� 25653（40番人気）
3連単票数 計4324784 的中 ��� 9426（120番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．2―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―44．7―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．8
3 ・（3，11）（5，8，9）（1，4，10）（12，7）（2，6） 4 3（5，11，9）（8，10）12（1，4，6，7）2

勝馬の
紹 介

�ハリーバローズ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Lomitas デビュー 2019．11．2 京都3着

2017．5．6生 牡5鹿 母 Isobel Baillie 母母 Dubai Soprano 18戦4勝 賞金 67，781，000円
※クリノアリエル号・タイガーサイレンス号・ローウェル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

23036 8月20日 曇 良 （4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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

712� クロデメニル 牝3鹿 52 川田 将雅藤田 晋氏 森 秀行 米 Teneri Farm 490＋14 58．1 8．4�
46 フルールドネージュ 牝5栗 55

53 △松本 大輝ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 444－ 2 〃 クビ 3．6�
33 ラインガルーダ 牡5鹿 57

55 △小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 468＋ 4 58．31 4．8�
814� フチサンメルチャン 牡5栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 460－10 58．51� 45．5�
58 ビーアイフェリペ 牡4栗 57 C．ホー 馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 518＋ 6 58．6	 11．0�

（香港）

11 ヨッシーフェイス 牡4芦 57
53 ★今村 聖奈 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 498＋ 2 〃 アタマ 4．9	

22 � コパノミッキー 牡3栗 54 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 浦河 日進牧場 474－13 58．7クビ 8．0

711 オ カ リ ナ 牡5栗 57 
島 良太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530＋ 2 58．8� 33．9�
69 ミ ラ ク ル 牝4鹿 55 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456＋ 2 〃 アタマ 50．3�
57 ワキノクイーン 牝4鹿 55 団野 大成脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 464＋10 59．01� 107．8
45 テ オ ド ラ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B478＋10 59．21� 102．5�

813 コ ウ バ コ 牝4栗 55 幸 英明増田江利子氏 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 492＋ 6 〃 クビ 15．8�
610 ウェーブメジャー 牡4鹿 57 藤岡 康太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B472± 0 59．41� 21．2�
34 スカリーワグ 牡4栗 57

53 ★永島まなみ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 B504－161：02．6大差 31．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，587，900円 複勝： 84，689，300円 枠連： 23，828，100円
馬連： 135，796，700円 馬単： 50，390，900円 ワイド： 112，815，700円
3連複： 210，096，500円 3連単： 229，694，800円 計： 917，899，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 240円 � 150円 � 180円 枠 連（4－7） 1，360円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，170円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 24，850円

票 数

単勝票数 計 705879 的中 � 66968（5番人気）
複勝票数 計 846893 的中 � 76735（5番人気）� 169335（1番人気）� 117850（2番人気）
枠連票数 計 238281 的中 （4－7） 13519（3番人気）
馬連票数 計1357967 的中 �� 46845（5番人気）
馬単票数 計 503909 的中 �� 7436（22番人気）
ワイド票数 計1128157 的中 �� 35225（6番人気）�� 23341（15番人気）�� 77189（1番人気）
3連複票数 計2100965 的中 ��� 42691（4番人気）
3連単票数 計2296948 的中 ��� 6701（47番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．8―45．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クロデメニル �
�
父 Practical Joke �

�
母父 Pegasus Wind デビュー 2021．11．7 阪神1着

2019．3．18生 牝3鹿 母 Valiant Emilia 母母 Valiant Saint 6戦2勝 賞金 19，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 スカリーワグ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 スカリーワグ号の騎手永島まなみは，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：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカリーワグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20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 クリノカサット号・デアリングウーマン号・ロードクラージュ号
（非抽選馬） 1頭 サトノディーバ号
※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。追 加 記 事（第 4回小倉競馬第 2日第 4競走）

〔その他〕　　キュルキュマ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



（4小倉4）第3日 8月20日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 166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

196，200，000円
5，970，000円
24，000，000円
1，070，000円
23，770，000円
73，531，000円
4，565，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
581，009，000円
796，970，700円
181，141，500円
937，487，900円
408，216，600円
789，991，000円
1，467，338，000円
1，794，487，100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 6，956，641，800円

総入場人員 5，268名 （有料入場人員 4，814名）
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