
２００６１ ８月１日 曇 良 （２２小倉１）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

２２ シゲルシャチョウ 牡２鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４７２± ０１：０９．０ ４８．８�

４６ カノヤキャプテン 牝２鹿 ５４ 福永 祐一神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５０± ０１：０９．１� ４．１�
２３ ニイハオジュウクン 牡２鹿 ５４ 松田 大作鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４２０－ ２１：０９．３１� １８．４�
８１４ レ ー ガ ン 牡２青鹿５４ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４５６－ ６ 〃 クビ １９９．６�
７１３ ウ ル ル 牝２鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４８２－ ８ 〃 ハナ １．５�
４７ チアフルアイズ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅�アカデミー 池江 泰郎 新ひだか フジワラフアーム ３９２－１０１：０９．４クビ １９．５	
７１２ セイプロスペリティ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４５６－１４１：０９．５� ２５．３

５８ カシノウィンド 牡２青鹿５４ 藤岡 康太柏木 務氏 田所 秀孝 新冠 海馬沢 明 ４６４－１２１：０９．８１� ２４２．８�
５９ ドリームガン 牡２黒鹿５４ 上野 翔セゾンレースホース� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４６２± ０１：０９．９� ５９．１�
３５ フレンドハーバー 牡２鹿 ５４ 幸 英明戸山 昌彦氏 坪 憲章 平取 中川 隆 ４９２－ ８ 〃 アタマ １３９．２
１１ コウエイキング 牡２鹿 ５４ 川島 信二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４５６－ ２１：１０．１１� １５．８�
８１５ ケージーヨシツネ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４３８＋ ４１：１０．７３� １８．１�
６１０ マ ギ ー メ イ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４１２± ０１：１０．９１ ３９５．２�
６１１ キリシマガール 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４４２＋１２１：１１．６４ ２８８．６�
３４ リッシンカッポレ 牡２黒鹿５４ 赤木高太郎小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 徳重 実幸 ４５６＋ ２１：１３．１９ ３３９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６２，１００円 複勝： ６１，９１４，８００円 枠連： １２，５３３，８００円

普通馬連： ４１，１１５，２００円 馬単： ３８，８７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９８，０００円

３連複： ６０，８５１，７００円 ３連単： １１９，６１７，５００円 計： ３７４，５６３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８８０円 複 勝 � １，９９０円 � ２６０円 � ６７０円 枠 連（２－４） １，７１０円

普通馬連 �� ７，４１０円 馬 単 �� ２０，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ３，４２０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２４，１９０円 ３ 連 単 ��� ２４１，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２０７６２１ 的中 � ３３５３（８番人気）
複勝票数 計 ６１９１４８ 的中 � ７１５７（８番人気）� ７４５５３（２番人気）� ２３０９３（４番人気）
枠連票数 計 １２５３３８ 的中 （２－４） ５４３５（７番人気）
普通馬連票数 計 ４１１１５２ 的中 �� ４０９８（１８番人気）
馬単票数 計 ３８８７０５ 的中 �� １４１９（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９８０ 的中 �� ２５９９（１８番人気）�� １３１９（２８番人気）�� ６０９５（８番人気）
３連複票数 計 ６０８５１７ 的中 ��� １８５７（５１番人気）
３連単票数 計１１９６１７５ 的中 ��� ３６５（３８８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．１―１１．６―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．４―４５．０―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルシャチョウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．６．２０ 阪神５着

２００８．２．２４生 牡２鹿 母 ピサノロマン 母母 ファーストセーラ ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔その他〕 ウルル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッシンカッポレ号は，平成２２年９月１日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ウルル号は，平成２２年９月１日まで出走できない。
※キリシマガール号・リッシンカッポレ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２００６２ ８月１日 曇 良 （２２小倉１）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０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 ６２５，０００
６２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．９
１：４６．６

良

良

８１５ モスカートローザ 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ８１：４８．５ ２．３�

２３ ローザディアマント 牝２鹿 ５４ 北村 友一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：４８．６� ３．４�
３５ ヴィクトリースター 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 追分ファーム ４３８－ ２ 〃 ハナ １３．３�
４７ ダ ン テ ス ク 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６０－ ２１：４８．７� ５．７�
７１４ マ イ ネ マ オ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４６２－ ８ 〃 同着 ３３．０�
４８ ソーラーセイル 牡２青鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介後藤 繁樹氏 野村 彰彦 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４５４＋ ２１：４８．９１� ３１．７	

５１０ ツィンクルブーケ 牝２芦 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４３８± ０１：４９．１１� １４８．９

７１３ クィーンオブライフ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４９０－ ６１：４９．５２� ２９．９�
２４ マイネマグノリア 牝２栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ２１：４９．６� ４４．８�
１１ タ フ 牡２芦 ５４ 鮫島 良太�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ９５．４
１２ ダーズンローズ 牡２青 ５４ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５６± ０ 〃 アタマ １２．９�
６１１ カイアナイト 牝２青鹿５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４２２－ ８１：４９．７� ９９．１�
８１６ ヒデノオーカン 牡２青鹿５４ 飯田 祐史大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ２１：４９．８クビ ２５６．７�
５９ シゲルサンジ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 ミルファーム ４９２± ０１：４９．９� ３３１．８�
３６ バンブーチェルシー 牡２青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６６＋ ４１：５０．１１� ４１．７�
６１２ トツゼンノハピネス 牝２栗 ５４ 川田 将雅小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４２２－１８１：５０．４１� ３５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８４，２００円 複勝： ３１，４２５，７００円 枠連： １２，５１９，５００円

普通馬連： ４２，２１１，２００円 馬単： ３１，４４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７７２，４００円

３連複： ５８，６３２，９００円 ３連単： ９６，０１３，３００円 計： ３１２，６００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（２－８） ４３０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４９０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ４，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０５８４２ 的中 � ７０７３０（１番人気）
複勝票数 計 ３１４２５７ 的中 � ８３５７３（１番人気）� ６７３４６（２番人気）� ２５１２９（４番人気）
枠連票数 計 １２５１９５ 的中 （２－８） ２１８２５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４２２１１２ 的中 �� ６５８０７（１番人気）
馬単票数 計 ３１４４１２ 的中 �� ３０４５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７７２４ 的中 �� ２６８８０（１番人気）�� ９２９７（４番人気）�� ６２１４（７番人気）
３連複票数 計 ５８６３２９ 的中 ��� ２６９８３（２番人気）
３連単票数 計 ９６０１３３ 的中 ��� １５０６４（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３６．１―４８．７―１：０１．２―１：１３．１―１：２４．８―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．４
１
３
１２，１３（４，７，１６）１５（２，１１）（５，１４）１０（３，６，９）８，１・（１２，１３，１６）（４，７）（５，２，１５）（１４，８，６）（１０，１１）（３，９）－１

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

勝馬の
紹 介

モスカートローザ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fire Maker デビュー ２０１０．７．１０ 阪神３着

２００８．５．４生 牝２鹿 母 ローザロバータ 母母 May Day Ninety ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 モスカートローザ号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※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） ２頭 エスタンシア号・ダンスインザスカイ号
（非抽選馬） １頭 キョウワオリオン号



２００６３ ８月１日 曇 良 （２２小倉１）第６日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・右）

牝，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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４７ ピアノボレロ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３２－ ２１：４７．０ ８．９�

１２ ラガーラブリン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４３６＋ ２１：４７．３２ ６．０�
４８ フラワーガイア 牝３栗 ５４ 藤岡 康太花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河 太陽牧場 B５００＋ ２ 〃 クビ ３．４�
５１０ ピサノアウローラ 牝３鹿 ５４ 小牧 太市川 義美氏 沖 芳夫 新ひだか フジワラフアーム ４８０＋ ６１：４７．４� ３．３�
７１３ パ キ ッ シ ュ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ２１：４７．６１� ９．８�
１１ キモンピンキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 日高 ヤナガワ牧場 ４９４＋ ４１：４８．０２� １９．２�
５９ エリモマーヴェラス 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４０６－ ２１：４８．２� ７８．５�
６１１ ダイシンベール 牝３鹿 ５４ 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７０－ ２１：４８．４１� ２６．３	
３６ カワカミショコラ 牝３栗 ５４ 高橋 亮 
三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ５１２＋ ４１：４９．１４ １７．４�
７１４ ド ナ リ ベ ラ 牝３鹿 ５４ 北村 友一山田 貢一氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４５８± ０１：４９．５２� １７２．９�
２３ ハナショウブ 牝３栗 ５４ 石橋 守ディアレスト 松永 昌博 日高 福満牧場 ４９２＋ ２１：４９．８２ ２１．５
３５ マジカルパラソル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１０＋１２１：５１．３９ １３５．３�
６１２ フミノスマイル 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４６４－ ２１：５１．４クビ ２９６．１�
８１６ ウェーブピアサー 牝３栗 ５４ 松田 大作 
サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム ４８４± ０１：５１．９３ １４２．３�
２４ ナムラクンリン 牝３栗 ５４ 赤木高太郎奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 伊藤 和明 B４６８＋ ８ （競走中止） ２０．５�

（１５頭）
８１５ オーパスクイーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，７０４，７００円 複勝： ２５，８７６，３００円 枠連： １３，３３６，５００円

普通馬連： ３８，５３１，１００円 馬単： ２８，１１６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０４０，４００円

３連複： ５８，１１５，３００円 ３連単： ８４，９３３，０００円 計： ２８１，６５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２７０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（１－４） ５２０円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ４８０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １７，１２０円

票 数

単勝票数 差引計 １５７０４７（返還計 ２２４） 的中 � １３９７４（４番人気）
複勝票数 差引計 ２５８７６３（返還計 ２５８） 的中 � ２０１９０（５番人気）� ３５２２１（３番人気）� ６５３６３（１番人気）
枠連票数 差引計 １３３３６５（返還計 ５ ） 的中 （１－４） １９２４５（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ３８５３１１（返還計 ２７８１） 的中 �� １３８４０（８番人気）
馬単票数 差引計 ２８１１６０（返還計 １６８８） 的中 �� ４３１５（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７０４０４（返還計 １１７５） 的中 �� ４６０７（９番人気）�� ９０６９（４番人気）�� ９１０６（３番人気）
３連複票数 差引計 ５８１１５３（返還計 ６９３２） 的中 ��� １７３８６（５番人気）
３連単票数 差引計 ８４９３３０（返還計 １３１０４） 的中 ��� ３６６３（３９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．９―１３．３―１３．１―１２．５―１３．１―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．８―４３．１―５６．２―１：０８．７―１：２１．８―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．３
１
３
７，８（１，１４）１３，１６，２（６，１０）（５，９）－３－（１１，１２）・（７，８）１０（１，１３）３（２，１４）（６，９）１１，５－１６，１２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピアノボレロ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fappiano デビュー ２０１０．１．３１ 京都１１着

２００７．４．１８生 牝３鹿 母 ベ ル ピ ア ノ 母母 Bel Sheba ７戦１勝 賞金 １０，０００，０００円
〔出走取消〕 オーパスクイーン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ナムラクンリン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ナムラクンリン号は，発走直後に膠着したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナムラクンリン号は，平成２２年８月２日から平成２２年８月３１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 シェルバレッタ号



２００６４ ８月１日 曇 良 （２２小倉１）第６日 第４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
１：４６．６

良

良

５９ ウインバリアシオン 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：４９．３ ３．５�

４８ タガノエベンヌ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０ ―１：４９．８３ ６．４�
３５ アスールアラテラ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４１４ ―１：５０．０１ ４．７�
１２ ネオザイオン 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４６ ― 〃 ハナ ７．９�
８１６ レールスプリッター 牡２鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B４８０ ― 〃 クビ ２０．１�
８１５ ミエノスペシャル 牝２青鹿５４ 川島 信二里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 ４３０ ―１：５０．３２ １２．９	
２４ コスモロッキー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 日高 富川牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ７７．０

７１３ ビ ー ム 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ４９６ ― 〃 アタマ ５．８�
６１２ ピルケンハンマー 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４６８ ―１：５０．７２� ８７．９�

（マコトシャングリラ）

７１４ マーベラスビジン 牝２栗 ５４ 岩田 康誠笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６４ ― 〃 クビ ７５．９
５１０ カネトシパシュート 牡２栗 ５４ 太宰 啓介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：５０．８� １２５．１�
１１ オウエイロブロイ 牡２芦 ５４ 幸 英明大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社

大原ファーム ４６４ ―１：５１．０１� １３．３�
４７ ナムラカンタベリー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１２ ―１：５１．４２� ４１．１�
３６ ラブイズゴッド 牡２青鹿５４ 浜中 俊江口雄一郎氏 谷 潔 新ひだか 坂本 春信 ４８０ ―１：５３．１大差 ５７．５�
２３ マイネソルシエール 牝２栗 ５４ 赤木高太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５０ ―１：５４．１６ １０７．４�
６１１ ビッグアスリート 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文横瀬 兼二氏 田所 秀孝 様似 中村 勝則 ４４４ ―２：０３．７大差 １９０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８８４，３００円 複勝： ２４，４７７，７００円 枠連： １４，１６５，２００円

普通馬連： ４３，２２５，５００円 馬単： ３１，９９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４１９，５００円

３連複： ５７，８８５，６００円 ３連単： ８８，８１０，５００円 計： ２９４，８６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－５） １，０８０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ４３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ９，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６８８４３ 的中 � ３８７６１（１番人気）
複勝票数 計 ２４４７７７ 的中 � ４７０７９（１番人気）� ３４８２８（３番人気）� ３７６６６（２番人気）
枠連票数 計 １４１６５２ 的中 （４－５） ９７３９（３番人気）
普通馬連票数 計 ４３２２５５ 的中 �� ２７３０４（２番人気）
馬単票数 計 ３１９９９８ 的中 �� １１９４２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４１９５ 的中 �� １０２２９（１番人気）�� １０１９１（２番人気）�� ６８４７（４番人気）
３連複票数 計 ５７８８５６ 的中 ��� ２３８１３（１番人気）
３連単票数 計 ８８８１０５ 的中 ��� ７２５０（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．２―１２．８―１２．５―１２．１―１１．８―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．１―４９．９―１：０２．４―１：１４．５―１：２６．３―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

ウインバリアシオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird 初出走

２００８．４．１０生 牡２鹿 母 スーパーバレリーナ 母母 Count On a Change １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグアスリート号は，平成２２年９月１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シゲルシュジ号・テイエムラブパワー号・ホーマンアクセル号



２００６５ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第５競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

１１ ワンダービーナス 牝３黒鹿５４ 松田 大作山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８２＋１４ ５８．８ ７．６�

５８ ルクールダンジェ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８２＋１６ 〃 クビ ２．１�
８１３ ツルマルホクト 牡３栗 ５６ 酒井 学鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４７２－２２ ５９．７５ ７．２�
７１２ マリンバラッド 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４６８－ ４ ５９．８� １８．２�
２２ ポートクラシック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣水戸眞知子氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 B５０２＋ ６ ５９．９� ２７．５�
５７ カシノアレグロ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ３４．４�
３３ ミーヒチャラサン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４４０－ ６１：００．１１ １５．２	
８１４ ロードアビリティ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 
ロードホースクラブ 北出 成人 新ひだか 土田農場 B５０８＋１１１：００．４１� １９．２�
６１０ ヘッドザポール 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１８＋１０１：００．８２� １４．９�
４６ テイエムヨカゲナ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４６４＋ ８１：００．９クビ １２．４
４５ タイセイグリッター 牡３鹿 ５６ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５０４－ ２１：０１．７５ ７０．７�
７１１ トウショウセレクト 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平トウショウ産業
 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１２ ―１：０１．８クビ １４．７�
３４ スリーキャピタル 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井商事
 小野 幸治 日高 白井牧場 ４９４ ―１：０２．０１� ４８．５�
６９ グランパスシチー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 
友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 出羽牧場 ４９８ ―１：０３．３８ ８４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，８９４，７００円 複勝： ２０，８１０，９００円 枠連： １１，０６０，９００円

普通馬連： ３７，８３５，８００円 馬単： ２８，０７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８１７，９００円

３連複： ５７，４７８，２００円 ３連単： ８８，０４６，６００円 計： ２７６，０１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（１－５） ９２０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，０５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １５，２５０円

票 数

単勝票数 計 １５８９４７ 的中 � １６６１６（３番人気）
複勝票数 計 ２０８１０９ 的中 � ２１８９９（３番人気）� ５４３２７（１番人気）� ２２６８９（２番人気）
枠連票数 計 １１０６０９ 的中 （１－５） ８８８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３７８３５８ 的中 �� ２６９１７（２番人気）
馬単票数 計 ２８０７０３ 的中 �� ７４１６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８１７９ 的中 �� １０３２９（２番人気）�� ３６２７（１１番人気）�� １０６５６（１番人気）
３連複票数 計 ５７４７８２ 的中 ��� １７１９４（１番人気）
３連単票数 計 ８８０４６６ 的中 ��� ４２６２（１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．３―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．１―３４．４―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダービーナス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 イ ナ リ ワ ン デビュー ２０１０．５．１５ 京都８着

２００７．４．１０生 牝３黒鹿 母 ワンダーアロマ 母母 ラブリースター ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 グランパスシチー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 テイエムヨカゲナ号の騎手田嶋翔は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランパスシチー号は，平成２２年９月１日まで平地競走に出走できない。



２００６６ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１８ ビップレジェンド 牡３栗 ５６ 柴田 善臣鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４５８＋１０２：００．０ ３２．８�

８１７ マグニフィセント 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３４－ ２２：００．１� ６．１�
８１６ シエラネヴァダ 牡３栗 ５６ 福永 祐一田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 ４９８＋ ２２：００．２� ２．０�
６１１ コードゼット 牡３栗 ５６ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋１６ 〃 クビ ３．２�
５１０ ス ゴ イ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠北側 雅司氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５２２＋１６２：００．４１� １４．８�
３５ アグネスジルバ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４５４－ ４２：００．７１� ３３．６�
７１５ テイエムブユウデン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４３０＋ ２２：００．８クビ ２２．３�
１１ テイエムタフネス 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４５４＋ ８２：０１．２２� １３９．７	
４７ ドントキリシマ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太西村新一郎氏 村山 明 むかわ 貞広 賢治 ４４８－ ２２：０１．４１� ２２４．４

２４ スズカグラス 牡３芦 ５６

５３ ▲川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４７８＋２０ 〃 クビ ３４６．７�
７１４ レディハピネス 牝３鹿 ５４ 北村 友一 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４４４－ ２２：０１．５� １６８．１
２３ キョウワキングダム 牡３青 ５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４７６＋ ６２：０１．９２� ３４．８�
４８ ピースデピュティ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４７６－ ４２：０２．０� ３４．１�
１２ エーティーボストン 牡３栗 ５６ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 日高 門別牧場 ４６８＋ ２２：０２．８５ ２７６．２�
７１３ シ エ ス タ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�下河辺牧場 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ １８０．９�
３６ マルタカユビキタス 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉�橋まゆみ氏 山内 研二 新ひだか 池田牧場 ５２０＋ ２２：０３．４３� １７１．７�
６１２ エーケーコンコルド 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 ４３６ ―２：０３．７２ １０９．７�
５９ ドレスインブラック 牝３青 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６２：０５．７大差 ２４１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９２１，６００円 複勝： ３３，５８１，４００円 枠連： １８，０１１，２００円

普通馬連： ５５，０３７，４００円 馬単： ４５，２１９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１９１，３００円

３連複： ７６，１１９，５００円 ３連単： １４３，７０８，１００円 計： ４１６，７８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２８０円 複 勝 � ５００円 � １９０円 � １１０円 枠 連（８－８） ４２０円

普通馬連 �� ７，１５０円 馬 単 �� ２２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� ８６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� ４１，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２２９２１６ 的中 � ５５１５（６番人気）
複勝票数 計 ３３５８１４ 的中 � ９９００（７番人気）� ３７５６５（３番人気）� １４２５２３（１番人気）
枠連票数 計 １８０１１２ 的中 （８－８） ３１７５２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５０３７４ 的中 �� ５６８３（１８番人気）
馬単票数 計 ４５２１９０ 的中 �� １５１５（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１９１３ 的中 �� ２８１７（１７番人気）�� ５８４８（８番人気）�� ２７０４８（２番人気）
３連複票数 計 ７６１１９５ 的中 ��� １７７７６（９番人気）
３連単票数 計１４３７０８１ 的中 ��� ２５７３（１０３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１２．３―１２．２―１１．９―１２．１―１２．２―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．９―５９．１―１：１１．０―１：２３．１―１：３５．３―１：４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．９
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップレジェンド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 The Minstrel デビュー ２００９．１１．１４ 京都９着

２００７．４．１０生 牡３栗 母 ノンダムール 母母 Pas de Nom １０戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドレスインブラック号は，平成２２年９月１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） １頭 マーティントゥルー号
（非抽選馬） １頭 モリナリ号



２００６７ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第７競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１３時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４８ ニホンピロワルター 牡３栗 ５６ 藤岡 康太小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８４－ ４１：４７．１ ２．３�

２３ リリーストライカー 牡３栗 ５６ 浜中 俊土井 孝夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０４± ０１：４７．３１� ２．８�

６１２ ツルマルヤマト 牡３栗 ５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７８＋ ４１：４７．８３ ７．０�
３５ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 松岡 正海小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ４１：４８．０１� ９．９�
２４ メイショウテレジア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三松本 好�氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ４６２－ ２１：４８．１クビ ５２．７�
７１３ メイショウトシイエ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３２＋ ２１：４８．３１� １２．４�
３６ サ ヴ ァ ラ ン 牡３黒鹿５６ 北村 友一 	キャロットファーム 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム ５４６＋ ６１：４８．７２� ２９．０

６１１ シルクマウンテン 牡３鹿 ５６ 田中 健有限会社シルク湯窪 幸雄 新冠 ラツキー牧場 ４２４－ ６１：４９．１２� ２０３．８�
５９ � ド ニ ュ 牝３鹿 ５４ 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Management ４８２－ ７１：４９．２	 ９５．０
１１ クリノプリンス 牡３栗 ５６ 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 ５２４ ―１：４９．３	 １７４．７�
８１５ アンクルガンバレ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜塚本 能交氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５８＋１４ 〃 ハナ １４８．９�
８１６ ヒシミステリー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 新ひだか 平野牧場 ５１８＋１０１：４９．７２� １０１．８�
４７ チュウワミラクル 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰中西 忍氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６２－１２１：４９．９１� ６４．６�
７１４� ボッカデラヴェリタ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 	キャロットファーム 大久保龍志 米 Shadai Cor-

poration B５３６ ―１：５０．０クビ ５４．２�
１２ タマモトップスター 
３芦 ５６

５３ ▲川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ４９２－１２１：５１．４９ ２５５．８�
５１０ レッドクリスタル 
３栗 ５６ 高田 潤上田 宗義氏 昆 貢 新ひだか 神垣 道弘 B４３６－１２１：５１．９３ ２６９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２５７，８００円 複勝： ２９，８８９，８００円 枠連： １５，８１９，３００円

普通馬連： ５２，１７９，８００円 馬単： ４１，８３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１４９，８００円

３連複： ７３，３１２，１００円 ３連単： １４３，００２，５００円 計： ３９８，４４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－４） ３１０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� １，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２１２５７８ 的中 � ７５１８２（１番人気）
複勝票数 計 ２９８８９８ 的中 � ６８７９２（２番人気）� ９３６２９（１番人気）� ３６０８６（３番人気）
枠連票数 計 １５８１９３ 的中 （２－４） ３８０７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２１７９８ 的中 �� １１９５６２（１番人気）
馬単票数 計 ４１８３３３ 的中 �� ５３６３３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１４９８ 的中 �� ３５４９１（１番人気）�� １４１０５（３番人気）�� ２０６８４（２番人気）
３連複票数 計 ７３３１２１ 的中 ��� ９２９０４（１番人気）
３連単票数 計１４３００２５ 的中 ��� ５７１２２（１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１２．２―１３．３―１３．１―１３．１―１３．１―１２．３―１１．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．３―４３．６―５６．７―１：０９．８―１：２２．９―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．３
１
３
８，１２，３，６（２，１１）（４，１３）７，９（１，５）－１５，１４（１０，１６）
８，１２（３，６）（４，１１）１３（２，１，５）（７，１５，９，１６）－１４－１０

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロワルター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．３１ 京都３着

２００７．３．１２生 牡３栗 母 ニホンピロビオラ 母母 ニホンピロピュアー ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００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） １頭 ナスムネタカ号
（非抽選馬） ４頭 ウインドスピード号・エアレモネード号・ゴッドマジック号・シゲルサコン号



２００６８ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第８競走 ��
��２，０００�

わ か と

若 戸 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

１１ � サンマルエミネム 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉相馬 勇氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４７０± ０２：００．０ １３．６�

２２ テイエムシバスキー 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ２２．６�
７１０ ラインドリーム 牝４黒鹿５５ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４５２－１０２：００．１� ３．３�
６８ タムロスカイ 牡３栗 ５４ 岩田 康誠谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８０＋１４２：００．２クビ ５．２�
７９ ミヤコトップガン 牡４栗 ５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４４６± ０２：００．４１� ４．７�
８１２ スーパーオービット 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５２＋ ６２：００．５� ６．０�
５５ セイピーシーズ 牝３鹿 ５２ 安藤 光彰金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４４４－ ２２：００．６	 ８１．９	
８１１ アドマイヤアゲイン 牡４青鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６ 〃 クビ １０．１

３３ ナムラチェンジ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４７４＋１２２：００．７� ２８．３�
５６ テ ツ キ セ キ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３６＋ ４ 〃 クビ １４．６�
４４ ナリタシルクロード 牡３鹿 ５４ 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ４８８－ ２２：０１．３３� ７６．０
６７ ワシャモノタリン 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５００＋ ４２：０１．５１
 ２７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１３，６００円 複勝： ４６，４５１，５００円 枠連： ２１，０９９，５００円

普通馬連： ８３，４２１，８００円 馬単： ５３，７６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０８０，０００円

３連複： １１３，８１２，５００円 ３連単： ２１８，５９１，１００円 計： ５９１，４３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３３０円 � ５８０円 � １５０円 枠 連（１－２） １１，４１０円

普通馬連 �� １１，２６０円 馬 単 �� ２２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９９０円 �� ７６０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １５，４００円 ３ 連 単 ��� １６１，０００円

票 数

単勝票数 計 ２４２１３６ 的中 � １４０５６（６番人気）
複勝票数 計 ４６４５１５ 的中 � ３２０５５（５番人気）� １６３８４（８番人気）� １１５７３４（１番人気）
枠連票数 計 ２１０９９５ 的中 （１－２） １３６５（２４番人気）
普通馬連票数 計 ８３４２１８ 的中 �� ５４６８（３５番人気）
馬単票数 計 ５３７６５２ 的中 �� １７７７（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００８００ 的中 �� ２４００（３５番人気）�� １０１９２（８番人気）�� ４４５２（２３番人気）
３連複票数 計１１３８１２５ 的中 ��� ５４５６（５４番人気）
３連単票数 計２１８５９１１ 的中 ��� １００２（４５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１１．６―１３．１―１２．６―１１．５―１１．６―１１．６―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．２―３５．８―４８．９―１：０１．５―１：１３．０―１：２４．６―１：３６．２―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
１
３
２，９（１，１０）（４，６，８）－（３，５，１１）１２－７
２＝（１，９，１０）（６，８）（５，１１）１２，４，３－７

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

勝馬の
紹 介

�サンマルエミネム �
�
父 エアエミネム �

�
母父 マヤノトップガン

２００６．５．１０生 牡４鹿 母 �アイエスシャイン 母母 �キリセオリー １５戦１勝 賞金 １９，１８０，０００円
初出走 JRA



２００６９ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第９競走 ��
��１，７００�

ひびきなだ

響 灘 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３５ ニホンピロアワーズ 牡３青鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ４９２＋ ８１：４４．９ ４．５�

１２ ス エ ズ �５鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５０２－１０１：４５．２１� １６．３�
２４ ポイマンドレース 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ８ 〃 アタマ ２．３�
４８ 	 アイアムルビー 牝３栗 ５２ 幸 英明堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４４２± ０１：４５．３
 ６．４�
８１５ シルクターンベリー 牡３鹿 ５４ 松田 大作有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７８± ０１：４５．５１� １９．５�
７１３� ジェンティリティー �５栗 ５７ 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２６－ ２ 〃 ハナ １５４．７�
２３ バンドゥロンシャン 牡４栗 ５７ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：４５．８１� ６．９	
５１０ スパークルシチー 牡５黒鹿５７ 和田 竜二 
友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 B４８４＋ ４１：４６．７５ ３３．４�
３６ マーベラスアロー 牡６栗 ５７ 浜中 俊笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４９０＋１２１：４６．９１
 １９０．８�
７１４	 エーシンブイムード 牝５青鹿５５ 福永 祐一
栄進堂 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４６０＋ ４１：４７．０クビ ７３．６
５９ リバティーフロー 牡４栗 ５７ 松岡 正海臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５００＋ ８１：４７．２１
 ９．７�
４７ � ブ チ カ マ シ 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４４０－１０１：４７．３
 １９１．９�
８１６ マイネルトラヴェル 牡７青鹿５７ 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４８０± ０１：４７．６２ ４０６．１�
６１２� テーオーエンジェル 牝５栗 ５５ 柴田 善臣小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４６８－ ６１：４８．８７ １２６．１�
１１ スズカフェロー 牡７鹿 ５７ 川須 栄彦永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４９４＋ ８１：４８．９
 ３３７．０�
６１１ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５４ 安藤 光彰藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８６＋１０１：５０．１７ ９５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，４２７，１００円 複勝： ６２，９５７，０００円 枠連： ２７，６０８，９００円

普通馬連： １２１，１４３，２００円 馬単： ８０，２１５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０７３，７００円

３連複： １５５，６０３，１００円 ３連単： ３０９，３９７，９００円 計： ８３３，４２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � １１０円 枠 連（１－３） ３，３５０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ２３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� １６，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３６４２７１ 的中 � ６４２１４（２番人気）
複勝票数 計 ６２９５７０ 的中 � １０４９１２（２番人気）� ３４８７７（６番人気）� ２２６８４８（１番人気）
枠連票数 計 ２７６０８９ 的中 （１－３） ６０８４（１１番人気）
普通馬連票数 計１２１１４３２ 的中 �� ２７９０７（１１番人気）
馬単票数 計 ８０２１５７ 的中 �� １０６３９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００７３７ 的中 �� ９４８１（１１番人気）�� ５１１９６（１番人気）�� １６４３７（５番人気）
３連複票数 計１５５６０３１ 的中 ��� ６９５９９（４番人気）
３連単票数 計３０９３９７９ 的中 ��� １３５３１（５１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．７―１３．８―１２．９―１１．７―１２．２―１２．３―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．６―４３．４―５６．３―１：０８．０―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロアワーズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１．２３ 京都３着

２００７．５．３生 牡３青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ ６戦３勝 賞金 ３４，０１７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブイコナン号は，平成２２年９月１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ワンダープロ号
（非抽選馬） ２頭 ナックルパート号・プレストンペスカ号



２００７０ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第１０競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４６回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，２１．８．１以降２２．７．２５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

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１８ ニホンピロレガーロ 牡７鹿 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４９８－ ８１：５７．９ １９．７�

６１１ バトルバニヤン 牡６栗 ５７ 和田 竜二津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ６．３�
１１ スマートギア 牡５栗 ５７ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ２１：５８．２１� ４．９�
２３ ナリタクリスタル 牡４黒鹿５５ 幸 英明�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２ 〃 クビ ５．０�
１２ ステップシチー 牡６栗 ５２ 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 浦河 北光牧場 ４９４－ ２１：５８．３クビ ６２．０�
７１５ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８０－ ６ 〃 アタマ ４８．１�
８１６ サンライズベガ 牡６鹿 ５５ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９８－ ２１：５８．４クビ ５．６	
３６ ホワイトピルグリム 牡５芦 ５６ 福永 祐一
ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６２－ ６ 〃 ハナ ７．５�
５１０ アルコセニョーラ 牝６黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３６＋１２１：５８．６１� ２９．３�
４８ シルクネクサス 牡８栗 ５６ 北村 友一有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０８＋ ８１：５８．７クビ ９９．３
３５ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５５ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １５．７�
７１３ ラインプレアー 牡５芦 ５５ 小牧 太大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５３０－１０１：５９．０２ ４６．２�
２４ オースミスパーク 牡５鹿 ５６ 藤岡 康太�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４６０＋ ４１：５９．２１ １１．８�
４７ マキハタサイボーグ �８鹿 ５３ 国分 恭介
槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０６＋ ４１：５９．３� １７６．５�
７１４ ゼンノグッドウッド 牡７鹿 ５４ 松山 弘平大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：５９．４� １０２．３�
６１２ メイショウレガーロ 牡６黒鹿５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６２± ０１：５９．７２ １８．３�
８１７ トーホウレーサー 牡６栗 ５６ 浜中 俊東豊物産� 川村 禎彦 新冠 松本 信行 ５４６＋ ２２：０１．１９ ７７．８�

（１７頭）
５９ アドマイヤオーラ 牡６鹿 ５８ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４５，６９６，２００円 複勝： ２０９，５７５，３００円 枠連： １８２，８７３，５００円

普通馬連： ７８１，６５２，８００円 馬単： ３６７，３７３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０１，１１１，９００円

３連複： ９５５，４８６，０００円 ３連単： １，８５７，７１８，８００円 計： ４，７０１，４８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ６４０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（６－８） １，０４０円

普通馬連 �� ８，９６０円 馬 単 �� ２１，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２５０円 �� ２，１６０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １５，８３０円 ３ 連 単 ��� １２４，１３０円

票 数

単勝票数 差引計１４５６９６２（返還計１１２０２７） 的中 � ５８４３６（９番人気）
複勝票数 差引計２０９５７５３（返還計１５２４０６） 的中 � ６９６５１（９番人気）� ２６８８０１（４番人気）� ３００７０７（３番人気）
枠連票数 差引計１８２８７３５（返還計 １１８８１） 的中 （６－８） １３０８００（３番人気）
普通馬連票数 差引計７８１６５２８（返還計１１５９５４０） 的中 �� ６４４３６（３１番人気）
馬単票数 差引計３６７３７３２（返還計５６６５０１） 的中 �� １２６６６（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計２０１１１１９（返還計２９８４５７） 的中 �� ２１４１９（２９番人気）�� ２２４２２（２８番人気）�� ７４０８１（６番人気）
３連複票数 差引計９５５４８６０（返還計２３０２６６３） 的中 ��� ４４５５３（５３番人気）
３連単票数 差引計１８５７７１８８（返還計４４３４５３１） 的中 ��� １１０４５（３７２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１２．３―１２．０―１２．０―１２．１―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．０―３４．３―４６．６―５８．６―１：１０．６―１：２２．７―１：３４．２―１：４５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．２
１
３
４，１６（１２，１７）２，８，１８，１１，３（１５，７）（５，６）－１０，１３－（１，１４）・（４，１６）（１２，１７）（２，８，１８，１１）６（３，１５）（７，１３）（５，１０）１－１４

２
４

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

ニホンピロレガーロ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００６．３．２５ 阪神１２着

２００３．５．３０生 牡７鹿 母 ニホンピロポリーナ 母母 ニホンピロクリア ２８戦６勝 賞金 １７３，８５２，０００円
〔競走除外〕 アドマイヤオーラ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
※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 ノットアローン号



２００７１ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�

ち く し

筑 紫 特 別
発走１６時１０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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４８ エナジーハート 牝３鹿 ５２ 川田 将雅�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４２＋ ８１：０７．８ １３．１�

２４ シルクナデシコ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４１８＋ ６１：０７．９� ９．１�
１１ ビ ス カ ヤ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２２－ ８１：０８．０� ２１．９�
４７ ヴィクトリーマーチ 牝３栗 ５２ 岩田 康誠吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４５６＋ ４１：０８．１� ２．６�
３６ フェブスカイ 牡３鹿 ５４ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４６＋ ８１：０８．２� １７．８�
６１１ マルセイユシチー 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４４８± ０ 〃 アタマ １１．９�
５９ エイシンフェアリー 牝４栗 ５５ 和田 竜二平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム B４４６± ０ 〃 アタマ ４．２	
３５ ショウナンアトム 牡４鹿 ５７ 国分 恭介国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４７０± ０ 〃 アタマ ２２．３

８１５ マスターチアフル 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ８ 〃 ハナ ２４．７�
８１６	 ム ー ヴ 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦池住 安信氏 清水 久詞 浦河 三栄牧場 ４４２＋ ２１：０８．６２� １９９．５
１２ メイショウナナボシ 牝３鹿 ５２ 福永 祐一松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ６１：０８．８１
 ８８．１�
７１３	 ベストトゥベスト 牡４黒鹿５７ 松山 弘平村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 田中 春美 ４６２＋ １１：０８．９� ２９２．０�
６１２ オレンジシュプール 牝５栗 ５５ 鮫島 良太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ ４９．４�
２３ �	 グッドリーズン 牡４芦 ５７ 北村 友一青木 基秀氏 坂口 正則 米 Woods

Edge Farm ４６２－ ２１：０９．８５ １８２．５�
７１４ シゲルスペランツァ 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４５０＋ ２１：０９．９� ２０８．１�
５１０ ラヴアンドサンクス 牝３黒鹿５２ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４４６－ ８１：１０．４３ ７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，３８０，４００円 複勝： ５６，６７８，１００円 枠連： ３４，７８７，３００円

普通馬連： １４８，０８３，７００円 馬単： ８９，４６５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９９７，３００円

３連複： １８１，３０１，５００円 ３連単： ３７３，３５７，６００円 計： ９６７，０５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３７０円 � ２９０円 � ６００円 枠 連（２－４） １，０００円

普通馬連 �� ６，２９０円 馬 単 �� １４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ３，１５０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ３０，４６０円 ３ 連 単 ��� １８１，４００円

票 数

単勝票数 計 ３８３８０４ 的中 � ２３１６８（６番人気）
複勝票数 計 ５６６７８１ 的中 � ４１６４１（６番人気）� ５５８９９（４番人気）� ２２８８７（９番人気）
枠連票数 計 ３４７８７３ 的中 （２－４） ２５７２２（２番人気）
普通馬連票数 計１４８０８３７ 的中 �� １７３９６（２１番人気）
馬単票数 計 ８９４６５０ 的中 �� ４５４５（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９９７３ 的中 �� ５７１４（２２番人気）�� ３４８８（３７番人気）�� ５８５１（２０番人気）
３連複票数 計１８１３０１５ 的中 ��� ４３９３（９２番人気）
３連単票数 計３７３３５７６ 的中 ��� １５１９（４９０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．０―１１．２―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．３―４４．５―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エナジーハート �
�
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 ２００９．１２．１３ 阪神２着

２００７．２．２３生 牝３鹿 母 タガノルビー 母母 センゴクルビー ７戦２勝 賞金 ２２，００６，０００円



２００７２ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時５０分 （芝・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１１ ブルーモーメント 牝３鹿 ５２ 福永 祐一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ４１：４６．８ ３．７�

８１２ セキサンダンスイン 牝４鹿 ５５
５２ ▲高倉 稜�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４５８＋１８１：４７．０１� ５．８�

４４ ファイアレッド 牡５青鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム B４６８± ０ 〃 ハナ １１．３�
２２ � ハギノアスラン �６鹿 ５７ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４５２＋ ４１：４７．１� ９４．０�
６８ ヴ ィ ジ レ 牡５青 ５７ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：４７．２� ３４．６�
５５ � サンライズウィル 牡４鹿 ５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ６．７�
１１ � メイショウサミット 牡４鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４８－ ８１：４７．３	 ７．６	
６７ キンセイポラリス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４０２＋ ６１：４７．４� ４．２

７１０ プレザントブリーズ 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４６６－ ２１：４７．６１� １８．４�
５６ � アースコンシャス 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 競優牧場 B４９８－１０１：４７．８１� ２０．４

３３ サダムトウコン 牡３黒鹿５４ 小牧 太大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４６６＋ ８１：４７．９� １７．１�
７９ � メイショウサーバル 牝４黒鹿５５ 高橋 亮松本 好�氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４２４－ ８１：４８．０� １３１．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，４５２，１００円 複勝： ４６，１３０，７００円 枠連： ２９，９１０，６００円

普通馬連： １１３，２２６，８００円 馬単： ７２，８０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，４７７，４００円

３連複： １４８，１９８，７００円 ３連単： ３１６，２４６，７００円 計： ７９９，４５２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ３２０円 枠 連（８－８） ９９０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ９００円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ４，６２０円 ３ 連 単 ��� １７，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３３４５２１ 的中 � ７１７２３（１番人気）
複勝票数 計 ４６１３０７ 的中 � ８７４２０（１番人気）� ６４４０６（３番人気）� ３１５５８（６番人気）
枠連票数 計 ２９９１０６ 的中 （８－８） ２２４９９（５番人気）
普通馬連票数 計１１３２２６８ 的中 �� ７９８０９（２番人気）
馬単票数 計 ７２８０９６ 的中 �� ３１３４９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９４７７４ 的中 �� ２３３７９（２番人気）�� １０５１１（１２番人気）�� ８７７１（１４番人気）
３連複票数 計１４８１９８７ 的中 ��� ２３７０８（１５番人気）
３連単票数 計３１６２４６７ 的中 ��� １３３６５（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３５．９―４７．５―５８．９―１：１０．６―１：２２．４―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ブルーモーメント �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．２４ 京都３着

２００７．４．９生 牝３鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ ７戦２勝 賞金 １７，９５０，０００円



（２２小倉１）第６日 ８月１日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３４，６２０，０００円
２，５５０，０００円
１０，７２０，０００円
２，５７０，０００円
２３，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，９２５，５００円
５，０４７，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４１２，１７８，８００円
６４９，７６９，２００円
３９３，７２６，２００円
１，５５７，６６４，３００円
９０９，１７８，８００円
４８９，０２９，６００円
１，９９６，７９７，１００円
３，８３９，４４３，６００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 １０，２４７，７８７，６００円

総入場人員 ２５，８０２名 （有料入場人員 ）




