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２３０１３ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

７７ オウケンハナミズキ 牝２青 ５４ 川田 将雅福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９０－ ２１：０８．７ ５．９�

２２ カノヤミノリ 牡２芦 ５４ 佐藤 哲三神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４４８－１０１：０８．８� ２．０�
１１ プレシャスペスカ 牝２黒鹿５４ 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４４８－ ６１：０８．９クビ ３．８�
６６ シゲルコウギョク 牡２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４５２± ０１：１０．０７ ２９．６�
５５ シゲルドリアン 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 中前牧場 ４３４＋ ４１：１０．２１� ６．７�
３３ デンコウベリル 牡２芦 ５４

５３ ☆松山 弘平田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４８４－ ４１：１０．５１� １８．６�
４４ クラウンビースト 牡２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４３６＋ ４１：１０．７１� １５．５�
８８ スナークドリーム 牝２鹿 ５４ 鷹野 宏史杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ４４２＋ ４１：１１．８７ １３１．１	

（８頭）

売 得 金

単勝： １３，４２４，０００円 複勝： ２４，６０３，６００円 枠連： 発売なし

馬連： ２８，２１８，３００円 馬単： ２２，８８３，０００円 ワイド： １０，４３８，７００円

３連複： ３３，５２８，７００円 ３連単： ８５，５９４，１００円 計： ２１８，６９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ２９０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ３，７６０円

票 数

単勝票数 計 １３４２４０ 的中 � １８１６５（３番人気）
複勝票数 計 ２４６０３６ 的中 � ２７８８５（４番人気）� ９０２９０（１番人気）� ５６７１８（２番人気）
馬連票数 計 ２８２１８３ 的中 �� ３３８７６（２番人気）
馬単票数 計 ２２８８３０ 的中 �� １０９３５（５番人気）
ワイド票数 計 １０４３８７ 的中 �� １０１０６（２番人気）�� ７７４８（４番人気）�� ２０３６４（１番人気）
３連複票数 計 ３３５２８７ 的中 ��� ４９１７８（１番人気）
３連単票数 計 ８５５９４１ 的中 ��� １６８１５（９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１１．６―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４５．５―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．８
３ １，７（２，３）（４，５）－６＝８ ４ ・（１，７）（２，３）（４，５）－６－８
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

オウケンハナミズキ 

�
父 バ ゴ 


�
母父 Singspiel デビュー ２０１１．７．１６ 京都８着

２００９．３．２５生 牝２青 母 デ ュ プ レ 母母 Child Prodigy ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スナークドリーム号は，平成２３年８月３１日まで平地競走に出走できない。

２３０１４ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１４ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２８＋ ６１：４７．８ ４．５�

２３ ベリーフィールズ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４５８－１２１：４７．９� ２．８�
４８ リボルトレイダー 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ４１６± ０１：４８．４３ ７．３�
５９ サンレイプレシャス 牝３黒鹿５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４８２＋１０１：４８．７１� ８．５�
１２ プレシャスマリン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 B４６８± ０ 〃 アタマ ４８．３�
５１０ アイアンクリッパー 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：４８．８クビ ４６．２�
４７ エアジュプロンサ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �ラッキーフィールド大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：４９．０１� １０．０	
３５ レディーコロンブス 牝３栗 ５４ 北村 友一岸田 勝宏氏 大根田裕之 新ひだか 佐竹 学 ４４６－１０１：４９．３２ １１．７

２４ ジャングルウィップ 牝３鹿 ５４ 酒井 学岩� 僖澄氏 田島 良保 浦河 三枝牧場 ４１４＋ ４１：４９．４� ２２１．４�
６１２ トウカイルミナス 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４７０＋ ２１：４９．５� ２６２．１�
１１ イサミスマイル 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４２０＋ ６１：４９．６� ２００．０
７１３ シンコーロマン 牝３芦 ５４ 熊沢 重文豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４７６－ ８１：５０．１３ １１．８�
６１１ レインボークォーツ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７６－ ８１：５０．４１� １１．６�
８１５ ミスズファミリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４２０＋ ６１：５０．６１� ７０３．８�
３６ ソトーグラシオ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：５０．７クビ ９５．７�
８１６ イソノヴィーナス 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜磯野 俊雄氏 鈴木 孝志 日高 有限会社
ケイズ ４３４＋１８１：５０．８� ４３０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９３２，１００円 複勝： ２５，５７８，８００円 枠連： １１，３０６，２００円

馬連： ３５，３７２，０００円 馬単： ２５，０９８，１００円 ワイド： １７，６０８，０００円

３連複： ５５，９９０，２００円 ３連単： ８２，５４７，０００円 計： ２６７，４３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（２－７） ４８０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ７，５５０円

票 数

単勝票数 計 １３９３２１ 的中 � ２４６９９（２番人気）
複勝票数 計 ２５５７８８ 的中 � ４５３４７（２番人気）� ６０８６７（１番人気）� ２８１３５（３番人気）
枠連票数 計 １１３０６２ 的中 （２－７） １７４１０（１番人気）
馬連票数 計 ３５３７２０ 的中 �� ３５９８４（１番人気）
馬単票数 計 ２５０９８１ 的中 �� １２３８２（２番人気）
ワイド票数 計 １７６０８０ 的中 �� １４２７５（１番人気）�� ７５６７（５番人気）�� １０７３１（３番人気）
３連複票数 計 ５５９９０２ 的中 ��� ２６７６９（２番人気）
３連単票数 計 ８２５４７０ 的中 ��� ８０７４（８番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．０―１２．０―１４．３―１２．９―１２．４―１２．６―１２．９―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―２９．７―４４．０―５６．９―１：０９．３―１：２１．９―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．５
１
３
１６－１４（５，７，８）（１，９）（２，１０，１３）（４，３，１１）（６，１２）－１５・（１６，７，３）（１４，８，１３）（２，９，１０，１１）１２（５，１）－（４，６）－１５

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

勝馬の
紹 介

ホホヲヨセテ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神３着

２００８．４．１５生 牝３鹿 母 アイリスイン 母母 ランバダレディ ７戦１勝 賞金 ９，９７０，０００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。
（非当選馬） １頭 メモリーフェミナ号

第４回　小倉競馬　第２日



２３０１５ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

３５ マイティースコール 牡３栗 ５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２１：４８．２ ６．０�

４６ サクラアルディート 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４８０＋ ６１：４８．６２� １．８�
２３ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６ 武 豊後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５４－ ２１：４８．７� ６．４�
７１２ プレミアムカード �３鹿 ５６ 浜中 俊青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８± ０ 〃 クビ ６．７�
１１ ヒットナンバー 牡３栗 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７８＋ ２１：４８．９１	 ４０．２�
７１３ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４４２＋ ２１：４９．１１	 １３．１�
３４ メイショウシレトコ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ４１．０	
８１４ マリアンデール 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：４９．３１	 ９０．６

５９ マイダルタニアン 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５２± ０ 〃 アタマ ２９．３�
２２ キョウワブリット 牡３栗 ５６ 小坂 忠士�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４８＋ ４１：４９．５１� ６３６．６
８１５ ヨンハメモリー 牡３栗 ５６

５４ △国分 優作三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４７０＋ ２１：４９．６クビ ３４．８�
４７ ハギノフォルテ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三安岡美津子氏 鮫島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム ４５０ ―１：４９．８１� ２０４．２�
６１０ アキノスプレンダー 牝３栗 ５４ 芹沢 純一山中 明広氏 作田 誠二 新ひだか 大塚牧場 ４０８－１０１：４９．９クビ ９３３．２�
５８ アオイシャトル 牡３栗 ５６ 熊沢 重文浅野多喜男氏 大橋 勇樹 様似 �村 伸一 ４４８－ ４１：５０．２１� ７６５．０�
６１１ クーリドフレイズ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４２６－１０１：５１．３７ ２１９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，６１７，９００円 複勝： ４９，５２３，３００円 枠連： １１，９６８，８００円

馬連： ４０，４０１，５００円 馬単： ３３，０３２，１００円 ワイド： ２０，１２２，０００円

３連複： ６６，６０４，３００円 ３連単： １１７，５４４，６００円 計： ３６１，８１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（３－４） ４５０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ４１０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ５，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２２６１７９ 的中 � ３０１６７（２番人気）
複勝票数 計 ４９５２３３ 的中 � ５１４５６（４番人気）� ２５３３２４（１番人気）� ５９９１５（２番人気）
枠連票数 計 １１９６８８ 的中 （３－４） ２００６９（２番人気）
馬連票数 計 ４０４０１５ 的中 �� ６２２３７（１番人気）
馬単票数 計 ３３０３２１ 的中 �� １８８４７（４番人気）
ワイド票数 計 ２０１２２０ 的中 �� ２５４０６（２番人気）�� １０４２０（５番人気）�� ２６０５２（１番人気）
３連複票数 計 ６６６０４３ 的中 ��� ７４６６４（１番人気）
３連単票数 計１１７５４４６ 的中 ��� １７０９７（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．７―４９．１―１：０１．６―１：１３．９―１：２５．６―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．３
１
３
５，８（１，１２，１４）６，１３（２，３）（７，１０，１５）４，１１－９
５，８（１，１２）（６，１４，１５）（２，３，１３）９，４（７，１０）－１１

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

勝馬の
紹 介

マイティースコール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．６．１９ 阪神２着

２００８．４．１２生 牡３栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア ３戦１勝 賞金 ７，１８０，０００円
※出走取消馬 マルブツリュウ号（疾病〔左肩跛行〕のため）

２３０１６ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第４競走 ２，９００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０７．１良

３３ リバーキャッスル 牝６栗 ５８ 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４４４－ ８３：１６．２ １６．７�

８８ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５８ 中村 将之 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４７２－ ２３：１６．８３� １．４�

６６ トムウィンズ 牡６芦 ６０ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 ４７０＋ ２３：１７．９７ ５．３�
１１ � セフティファンキー 牡５栗 ６０ 南井 大志池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４５８＋ ４３：２２．５大差 １６．７�
２２ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ６０ 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６６＋ ８３：２２．７１� ７１．０�
４４ ナンゴクノゴルゴ 牡３鹿 ５８ 今村 康成渡 義光氏 武 宏平 鹿児島 徳重 正幸 ４３６± ０３：２４．２９ ８９．９�
５５ サンゴシック 牡５栗 ６０ 西谷 誠幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５１０± ０３：２６．０大差 ６．５	
７７ � フミノイダテン 牡４鹿 ６０ 難波 剛健谷 二氏 目野 哲也 新ひだか へいはた牧場 ５４２＋ ４ （競走中止） ４１．５


（８頭）

売 得 金

単勝： １４，６５７，８００円 複勝： ３０，４０２，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ２５，６６４，７００円 馬単： ２４，２６１，７００円 ワイド： １０，１６３，６００円

３連複： ３０，４６４，９００円 ３連単： １００，７４８，６００円 計： ２３６，３６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � ２１０円 � １００円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ３００円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ８，８９０円

票 数

単勝票数 計 １４６５７８ 的中 � ６９２６（５番人気）
複勝票数 計 ３０４０２８ 的中 � １１３５０（４番人気）� ２１０１０５（１番人気）� ４１７３６（２番人気）
馬連票数 計 ２５６６４７ 的中 �� ２７１５８（３番人気）
馬単票数 計 ２４２６１７ 的中 �� ７５４２（７番人気）
ワイド票数 計 １０１６３６ 的中 �� ８７９６（３番人気）�� ６６３５（６番人気）�� ２７５３０（１番人気）
３連複票数 計 ３０４６４９ 的中 ��� ３７６０１（２番人気）
３連単票数 計１００７４８６ 的中 ��� ８３７３（２５番人気）

上り １マイル １：４６．６ ４F ４９．７－３F ３７．３
コーナー
通過順位

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

�
�
８，３，６－５，１－４，２・（３，８）＝６＝１＝２，４，５

勝馬の
紹 介

リバーキャッスル �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２１ 阪神８着

２００５．４．７生 牝６栗 母 テイエムロゼット 母母 サムモアマジック 障害：５戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔競走中止〕 フミノイダテン号は，３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サンゴシック号の騎手西谷誠は，２周目向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影響）



２３０１７ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

５９ ヴェアデイロス 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６ ―１：０９．５ ４．７�

４６ カ ジ キ 牡２鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ―１：０９．６� １．６�

３５ ネオヴァンクル 牡２栗 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：０９．７クビ １２．７�
５８ コウエイサツマ 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 伊東 政清 ４８２ ―１：０９．９１� ８５．２�
４７ カシノアポロン 牡２鹿 ５４ 杉村 一樹柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４７４ ―１：１０．０� ６４．４�

（荒尾）

３４ グランデセイフウ 牡２栗 ５４ 田中 健 �グランデオーナーズ 福島 信晴 熊本 片山 建治 ４７０ ―１：１０．２１� ２３９．６�
７１２ カピトリヌス 牝２栗 ５４ 北村 友一 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４３０ ― 〃 クビ １１．５

６１１ クリノカリスマ 牡２鹿 ５４ 幸 英明栗本 博晴氏 武田 博 日高 豊田田村牧場 ４７６ ―１：１０．９４ １８３．５�

（カリスマクリチャン）

１１ エーシンフルパワー 牡２栗 ５４ 川田 将雅�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 木田牧場 ４７２ ―１：１１．２１� １１．４�
７１３ シゲルオリーブ 牡２栗 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社
宮村牧場 ４５０ ―１：１１．５２ １９０．３

２３ シゲルノイチゴ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 飯田 明弘 青森 野々宮牧場 ３８８ ―１：１２．３５ １８５．３�

６１０ ハハノオモイノセテ 牝２鹿 ５４ 岩崎 祐己西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４００ ―１：１２．９３� ２２６．３�
８１４ クイーンローズ 牝２芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４２４ ―１：１５．３大差 １１７．１�
８１５ リッシンドラゴン 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 徳重 実幸 ４３６ ―１：１５．６１� ２７３．７�
２２ リュクスメジャー 牝２栗 ５４ 武 豊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８ ―１：１８．７大差 １２．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，３７４，１００円 複勝： ３８，７０７，５００円 枠連： １０，５３８，４００円

馬連： ４２，３１４，０００円 馬単： ３８，７４６，７００円 ワイド： １９，１６４，３００円

３連複： ５４，２５９，４００円 ３連単： １１９，８２６，６００円 計： ３４６，９３１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（４－５） ３００円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ５６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ３，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２３３７４１ 的中 � ３９５６５（２番人気）
複勝票数 計 ３８７０７５ 的中 � ５３１７３（２番人気）� ２２１２５３（１番人気）� ２３８１１（３番人気）
枠連票数 計 １０５３８４ 的中 （４－５） ２６５１６（１番人気）
馬連票数 計 ４２３１４０ 的中 �� ９８５２５（１番人気）
馬単票数 計 ３８７４６７ 的中 �� ３４２１９（２番人気）
ワイド票数 計 １９１６４３ 的中 �� ３５８７７（１番人気）�� ７０１１（７番人気）�� １２３１３（４番人気）
３連複票数 計 ５４２５９４ 的中 ��� ５０５４６（２番人気）
３連単票数 計１１９８２６６ 的中 ��� ２２６２０（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．１―１１．６―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．０―４５．６―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェアデイロス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．３．１５生 牡２鹿 母 マザーレイク 母母 ソルティーレディー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンローズ号・リッシンドラゴン号・リュクスメジャー号は，平成２３年８月３１日まで平地競走に

出走できない。
※カシノアポロン号・グランデセイフウ号・コウエイサツマ号・シゲルオリーブ号・ハハノオモイノセテ号・リッシンドラゴン号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３０１８ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１６ ロードランパート 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �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 ４６６－ ４１：４７．６ １．６�

１２ マサノエクスプレス 牡３鹿 ５６
５４ △国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４５２＋１０１：４７．７� ３．７�

２３ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６
５５ ☆高倉 稜吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４５０＋ ６１：４８．３３� ６９．０�

２４ メジロビゼン 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎岩� 伸道氏 宮本 博 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０＋ ２１：４８．６１� １０．９�
８１５ キーメーカー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４８８－ ６ 〃 クビ １７．３�
３５ キュールエキュール 牝３黒鹿５４ 小牧 太岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４５６＋ ２１：４８．７クビ ２０．９�
５１０ アメージングミノル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７２－ ６１：４９．１２� ３４．５	
７１３ ヒルノカヴール 牡３栗 ５６ 佐久間寛志蛭川 正文氏 鹿戸 明 新冠 グリー牧場 ５２８＋ ８１：４９．７３� ３１６．２

３６ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 中村 将之眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５０６＋ ４１：４９．９１� ６２．３�
１１ マスターイーグル 牡３鹿 ５６ 幸 英明�三嶋牧場 北出 成人 様似 中脇 一幸 ４４２＋ ６ 〃 クビ ５２．８
７１４ クリスタルエイト 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４６２＋ ６１：５０．０� ２６３．６�
４７ ヤマカツエイト 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 日高 竹島 幸治 ４４０＋ ６１：５０．１クビ ３４５．７�
５９ シンゼンバイロン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 白老 習志野牧場 ４７８＋ ４１：５０．５２� ２１５．０�
６１２ テイエムトマホーク 牡３黒鹿５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９４＋ ２１：５０．９２� ４３．９�
６１１ レアリサール 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �ローレルレーシング 笹田 和秀 新冠 石田牧場 ４１８－ ６ 〃 ハナ １９０．８�
４８ サンライズアルザス 牡３芦 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７８＋１８１：５２．２８ ２４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７０２，２００円 複勝： ４５，１５６，０００円 枠連： １２，９１２，０００円

馬連： ３９，９３４，９００円 馬単： ３４，８４３，０００円 ワイド： １８，８８９，０００円

３連複： ５５，８３６，１００円 ３連単： １１１，１８３，６００円 計： ３３９，４５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ８６０円 枠 連（１－８） ２４０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� １６０円 �� １，４８０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� １２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２０７０２２ 的中 � １０４１６７（１番人気）
複勝票数 計 ４５１５６０ 的中 � ３０２７７５（１番人気）� ４６０８７（２番人気）� ４０８４（１１番人気）
枠連票数 計 １２９１２０ 的中 （１－８） ３９９２８（１番人気）
馬連票数 計 ３９９３４９ 的中 �� １２３３０４（１番人気）
馬単票数 計 ３４８４３０ 的中 �� ６０９０６（１番人気）
ワイド票数 計 １８８８９０ 的中 �� ４２９２４（１番人気）�� ２４８８（１８番人気）�� １７９９（２３番人気）
３連複票数 計 ５５８３６１ 的中 ��� １０４４９（１２番人気）
３連単票数 計１１１１８３６ 的中 ��� ６４０３（３２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―２９．６―４３．０―５６．５―１：０９．１―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４F５１．１―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ロードランパート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１．３０ 京都２着

２００８．３．２２生 牡３鹿 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce ６戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
※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） １頭 タマモアイガー号
（非抽選馬） ３頭 ウォーターワールド号・ナリタハピネス号・ビューオペラ号



２３０１９ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１４ ダノンフェアリー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９６＋ ４１：０７．８ ２．４�

５９ レ ー ガ ン 牡３青鹿５６ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８０－ ６１：０８．０１� ６．３�
３５ サカジロロイヤル 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ４８６＋ ６１：０８．１� ３．８�
１２ サンライズイーグル 牡３黒鹿５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４６６－ ８１：０８．４１� ２５．４�
３６ マイネプルメリア 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４１４－ ６１：０８．８２� ５０．４�
１１ ウインヴァルキリー 牝３青 ５４ 浜中 俊�ウイン 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４８４＋ ４ 〃 ハナ １６．３�
２４ アサヒチェリー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二	アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４５２＋ ２ 〃 ハナ １１１．７

７１３ メイケイダンサー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４７８－ ２１：０９．０１� ８７．３�
８１８ アイアンセラヴィ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６１：０９．２１� ８７．５�
７１５ マ ー ル ー ト 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ １３．４
８１７ パンドラクラウン 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４４０＋２４ 〃 ハナ １０１．５�
４７ エリモフロンティア 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介山本 慎一氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント ４６４－ ４ 〃 ハナ ４９．６�
２３ マコトポセイドン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３８－ ４１：０９．３� １９．４�
８１６ バタースコッチ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４４４＋１６１：０９．４� １４４．１�
４８ ペプチドタカラブネ 牝３芦 ５４ 酒井 学沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４７２－ ２１：１０．２５ １８１．３�
６１１ オースミラバー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５００＋ ８１：１０．４１� １３．１�
６１２ ニュージョブ 牝３栗 ５４ 北村 友一M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 浦新 徳司 ４２８＋３６１：１０．７１� １８０．８�
５１０ シゲルペイペイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 須貝 尚介 新ひだか 友田牧場 ４３８± ０１：１１．０１� ５０１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，０９３，７００円 複勝： ４１，２５８，３００円 枠連： １５，１２６，３００円

馬連： ５７，０６７，３００円 馬単： ３７，８３８，０００円 ワイド： ２５，９７３，３００円

３連複： ８０，４８３，０００円 ３連単： １３１，６４９，６００円 計： ４１２，４８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（５－７） ５６０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� ２，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２３０９３７ 的中 � ７９０１１（１番人気）
複勝票数 計 ４１２５８３ 的中 � １２０６８０（１番人気）� ６６８６４（３番人気）� ９０４７４（２番人気）
枠連票数 計 １５１２６３ 的中 （５－７） ２００８６（２番人気）
馬連票数 計 ５７０６７３ 的中 �� ６４１３０（２番人気）
馬単票数 計 ３７８３８０ 的中 �� ２５８８７（２番人気）
ワイド票数 計 ２５９７３３ 的中 �� ２１８０７（３番人気）�� ３５００１（１番人気）�� ２１８２６（２番人気）
３連複票数 計 ８０４８３０ 的中 ��� ８３３４２（１番人気）
３連単票数 計１３１６４９６ 的中 ��� ３２７９０（２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．０―１１．３―１１．３―１１．９

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェアリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Southern Halo デビュー ２０１０．１０．１０ 京都４着

２００８．２．４生 牡３鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer ６戦１勝 賞金 ９，４２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルペイペイ号は，平成２３年９月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウセトウチ号

２３０２０ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第８競走 ��
��２，０００�

あ だ ち や ま

足 立 山 特 別
発走１３時５０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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６６ サトノパンサー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９４＋ ８１：５８．８ １．８�

８９ マイネルガヴロシュ 牡４青鹿５７ 酒井 学 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７８＋ ４１：５９．１１� ４．３�

７７ オールターゲット 牡５栗 ５７ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４６８＋１２１：５９．３１� １５．１�
２２ テイエムバゴオー 牡４黒鹿５７ 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４８０－ ４１：５９．５１	 １７．６�
８８ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５４ 幸 英明橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７４＋１０１：５９．７１	 １４．８�
１１ ジョーアポロン 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８０－ ６２：００．０２ ６７．１	
３３ クーガーストリート 牡３青鹿５４ 秋山真一郎 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４－１２ 〃 ハナ ７．０

４４ リバークリーク 牡３栗 ５４ 杉村 一樹河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５１８＋ ４２：００．２１ １４９．８�

（荒尾）

５５ プルシアンオリーブ 牡５青鹿５７ 北村 友一 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５０４－ ６２：０２．８大差 ８．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，７３１，３００円 複勝： ３７，２８３，５００円 枠連： ９，６１６，３００円

馬連： ４３，４９６，８００円 馬単： ３９，４８２，６００円 ワイド： １９，１８６，２００円

３連複： ５７，１９６，１００円 ３連単： １５５，３５３，１００円 計： ３８２，３４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（６－８） ２４０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ３７０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ２，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０７３１３ 的中 � ９２５３１（１番人気）
複勝票数 計 ３７２８３５ 的中 � １９８９５４（１番人気）� ６９６２０（２番人気）� １４５４８（６番人気）
枠連票数 計 ９６１６３ 的中 （６－８） ２９７６９（１番人気）
馬連票数 計 ４３４９６８ 的中 �� １１４８５８（１番人気）
馬単票数 計 ３９４８２６ 的中 �� ７４７５２（１番人気）
ワイド票数 計 １９１８６２ 的中 �� ４２８９２（１番人気）�� １１２４５（６番人気）�� ５２９９（１１番人気）
３連複票数 計 ５７１９６１ 的中 ��� ４１５３６（４番人気）
３連単票数 計１５５３５３１ 的中 ��� ４１８７１（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．２―１２．９―１２．４―１１．８―１１．８―１１．９―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．３―４７．２―５９．６―１：１１．４―１：２３．２―１：３５．１―１：４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．６
１
３

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

２
４

・（２，５）（１，８）（３，９）７（４，６）・（２，９，６）８（１，５，３，７）４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノパンサー 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１９ 阪神３着

２００８．３．２４生 牡３鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント ８戦２勝 賞金 ２１，６８０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２３０２１ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第９競走 ��
��１，２００�

ち く し

筑 紫 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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１８ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５４ 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ２１：０８．０ ４．０�

４８ ラヴアンドサンクス 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎�アカデミー 千田 輝彦 新冠 清水 克則 ４４４＋ ６１：０８．１� ８１．６�
２４ マルセイユシチー 牝５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 ４５６＋ ８１：０８．３１ １１．７�
５９ フェブムービング 牡４鹿 ５７ 北村 友一釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４９０＋１０ 〃 クビ １２．１�
４７ ヒカリトリトン 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９２± ０１：０８．４クビ ３５．１�
１１ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７２＋１６ 〃 クビ ２．５�
８１７ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５４± ０１：０８．５� １９．８	
５１０ バラードソング 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ ５９．８

３５ シンコープリンス 牡４青鹿５７ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５８± ０１：０８．６� １７．８�
６１２ テイエムカルメン 牝５鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １２．１�
１２ エナジーハート 牝４鹿 ５５ 川田 将雅�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ８１：０８．７� ７．９
７１４ スズカサクセス 牡４鹿 ５７ 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４７８＋１２１：０９．０１� １４１．２�
２３ 	 スペシャルドリーム 牡３鹿 ５４ 杉村 一樹廣松 一義氏 真島 元徳 浦河 冨岡 博一 ５００＋ ６ 〃 クビ ４２１．６�

（佐賀） （荒尾）

６１１	 リ リ ー 牝３青鹿５２ 西村 栄喜小部 芳子氏 西久保政等 様似 鎌田 孝一 ４７４－ ２１：０９．１� １４１．６�
（佐賀） （荒尾）

３６ キミニアエタキセキ 牝３黒鹿５２ 藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４２２－ ６１：０９．２� ６６．８�

８１６ シゲルジュウヤク 牡３栗 ５４ 高倉 稜森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４６０－１０１：０９．３� ３７３．５�
７１３ アグネスアンジュ 牝３栗 ５２ 国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４８± ０１：０９．４� ４２．６�
７１５
� イメージレイナ 牝４青鹿５５ 高橋 亮岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４５０＋ ２１：０９．５クビ ４４８．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，７６０，３００円 複勝： ４９，１１０，４００円 枠連： ２６，７８５，５００円

馬連： １０２，５２９，８００円 馬単： ６０，５８６，６００円 ワイド： ３９，１８１，２００円

３連複： １３０，８０６，４００円 ３連単： ２３９，９００，８００円 計： ６７９，６６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １，９３０円 � ３００円 枠 連（４－８） ５，９２０円

馬 連 �� ２３，８９０円 馬 単 �� ３７，３９０円

ワ イ ド �� ５，４８０円 �� ８３０円 �� ６，４１０円

３ 連 複 ��� ６２，９４０円 ３ 連 単 ��� ３６０，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３０７６０３ 的中 � ６１４５７（２番人気）
複勝票数 計 ４９１１０４ 的中 � ９０２６７（２番人気）� ５１３９（１３番人気）� ４２７７２（３番人気）
枠連票数 計 ２６７８５５ 的中 （４－８） ３３４３（１９番人気）
馬連票数 計１０２５２９８ 的中 �� ３１６８（４６番人気）
馬単票数 計 ６０５８６６ 的中 �� １１９６（７７番人気）
ワイド票数 計 ３９１８１２ 的中 �� １７１３（４４番人気）�� １２３１２（８番人気）�� １４６３（５１番人気）
３連複票数 計１３０８０６４ 的中 ��� １５３４（１２６番人気）
３連単票数 計２３９９００８ 的中 ��� ４９１（６８５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．１―１１．４―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．３―４４．７―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ノ ハ ノ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１３着

２００８．３．１０生 牡３鹿 母 プロミネントカット 母母 カッティングエッジ １０戦２勝 賞金 ２３，６０７，０００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 エトピリカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２３０２２ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第１０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５１０ ス エ ズ �６鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１８± ０１：４３．８ ４．５�

７１３� パルラメンターレ 牡４鹿 ５７ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４９２－ ２１：４４．０１	 ３．９�

５９ ブ ル ロ ッ ク 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B４７４－ ２１：４４．４２
 ９．８�

１１ タガノジョーカー 牝４栗 ５５ 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４６０＋ ８１：４４．５
 １５．９�
３６ ヨ ク バ リ 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７６－ ６１：４４．６� １７７．９�
２３ タガノアッシュ 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４＋１０ 〃 クビ １１．５�
８１５ プレファシオ 牡４芦 ５７ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：４４．７クビ ２１．０	
２４ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７ 酒井 学
ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５１４＋１０１：４５．０１� ３７．６�
１２ ボーカリスト 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：４５．１� ４０．４�
４８ ナムラブレット 牡５鹿 ５７ 国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４２－１６１：４５．５２
 １１７．９
７１４ クリスマスキング 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４７８＋ ８ 〃 ハナ １３７．４�
６１１ ト ラ バ ン ト 牡３栗 ５４ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２１：４５．６
 ３．６�
６１２ トップコマチ 牝６鹿 ５５ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６６＋１０ 〃 クビ ９．１�
４７ タマモビート 牡５鹿 ５７ 高倉 稜タマモ
 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム B４７２－ ２１：４６．９８ ２４４．１�
８１６ マジックアロー 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４７０＋ ６１：４７．２１� １３０．４�
３５ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 浜中 俊広尾レース
 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４８２＋２２１：４８．１５ １０８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，５８４，１００円 複勝： ５８，９７１，０００円 枠連： ３３，４８９，５００円

馬連： １３７，６４３，５００円 馬単： ７４，１０２，３００円 ワイド： ４７，７４６，８００円

３連複： １８１，４８７，１００円 ３連単： ３１１，９６２，２００円 計： ８８０，９８６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（５－７） ５９０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ５５０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� １３，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３５５８４１ 的中 � ６２５８１（３番人気）
複勝票数 計 ５８９７１０ 的中 � １４２９０５（１番人気）� ９２１７６（３番人気）� ５０６５６（５番人気）
枠連票数 計 ３３４８９５ 的中 （５－７） ４２３１３（３番人気）
馬連票数 計１３７６４３５ 的中 �� １１１２６７（２番人気）
馬単票数 計 ７４１０２３ 的中 �� ２５２８２（６番人気）
ワイド票数 計 ４７７４６８ 的中 �� ３１８５１（２番人気）�� ２１５４９（６番人気）�� １２９５９（１３番人気）
３連複票数 計１８１４８７１ 的中 ��� ５３５４０（５番人気）
３連単票数 計３１１９６２２ 的中 ��� １６７７８（３０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―２８．９―４１．２―５３．５―１：０６．１―１：１８．５―１：３０．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス エ ズ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Alydar デビュー ２００７．７．２９ 小倉１５着

２００５．３．２４生 �６鹿 母 マチカネアイーダ 母母 Lady’s Secret ３３戦４勝 賞金 ７７，１１４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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 カリスマサンスカイ号
（非抽選馬） ２頭 ツルマルスピリット号・テイエムドンマイ号

１レース目



２３０２３ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第１１競走
小倉競馬場開設８０周年記念 サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４７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，２２．７．３１以降２３．７．２４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 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００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

８１７ イタリアンレッド 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：５７．３レコード ７．６�

５９ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５５ 熊沢 重文�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ８１：５７．６１� ４７．９�
３６ リクエストソング 牡５鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：５７．７� １５．９�
２４ ヤマニンキングリー 牡６栗 ５６ 石橋 守土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９０－ ４ 〃 クビ ８．８�
８１８� エーシンジーライン 牡６黒鹿５５ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm ４９０＋ ４１：５７．８� ３６．０�
１２ ナリタクリスタル 牡５黒鹿５７．５ 武 豊�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 ４７８－ ８ 〃 ハナ ４．８	
２３ サンライズマックス 牡７黒鹿５７ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ２０．１

７１３ ワルキューレ 牝７青 ４８ 岩崎 祐己岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ４８４－１２ 〃 ハナ ８６．４�
４８ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５５ 酒井 学�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６０－ ４ 〃 ハナ ９．２�
３５ アドマイヤメジャー 牡５青鹿５６ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：５７．９� ６．７
８１６ アンノルーチェ 牡６鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５０－ ８１：５８．２２ ３２．６�
６１１ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５３ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７２± ０１：５８．５１� ３９．２�
４７ ホッコーソレソレー 牡９青鹿５３ 川須 栄彦矢部 幸一氏 村山 明 門別 浦新牧場 ４８２＋ ８１：５８．９２� ２０２．３�
７１５� コスモファントム 牡４鹿 ５７．５ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５１０＋ ６１：５９．０� ７．３�
６１２ サンライズベガ 牡７鹿 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５１６＋ ８１：５９．１� １５．０�
５１０ トーホウアラン 牡８栗 ５７ 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４８４－１４ 〃 アタマ ９６．０�
１１ ホクトスルタン 牡７芦 ５７ 川田 将雅布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５２２＋２２２：００．０５ １８．０�
７１４ ヤマニンウイスカー 牡５青 ５３ 藤岡 康太土井 肇氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ５０２＋ ４２：０１．８大差 ２１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５１，８００，３００円 複勝： ２１３，９４６，０００円 枠連： １７６，４４４，１００円

馬連： ７９５，４３３，４００円 馬単： ３５９，４５５，６００円 ワイド： ２４０，２４６，２００円

３連複： １，１１２，５４７，８００円 ３連単： １，９１９，９９２，８００円 計： ４，９６９，８６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ３１０円 � １，３６０円 � ４９０円 枠 連（５－８） ８，０５０円

馬 連 �� ３０，３６０円 馬 単 �� ４８，２９０円

ワ イ ド �� ７，７１０円 �� ２，９５０円 �� ６，０５０円

３ 連 複 ��� １３２，８００円 ３ 連 単 ��� ８７０，３７０円

票 数

単勝票数 計１５１８００３ 的中 � １５９２０７（４番人気）
複勝票数 計２１３９４６０ 的中 � ２０９１５４（４番人気）� ３６９６９（１５番人気）� １１４１６８（８番人気）
枠連票数 計１７６４４４１ 的中 （５－８） １６１９２（２８番人気）
馬連票数 計７９５４３３４ 的中 �� １９３４０（８５番人気）
馬単票数 計３５９４５５６ 的中 �� ５４９４（１５７番人気）
ワイド票数 計２４０２４６２ 的中 �� ７６２８（９０番人気）�� ２０２８５（４２番人気）�� ９７４２（８０番人気）
３連複票数 計１１１２５４７８ 的中 ��� ６１８３（３５８番人気）
３連単票数 計１９１９９９２８ 的中 ��� １６２８（２１６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．８―２２．５―３３．３―４５．３―５７．１―１：０８．９―１：２０．９―１：３２．９―１：４４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

イタリアンレッド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Indian Ridge デビュー ２００９．６．６ 中京３着

２００６．２．２４生 牝５鹿 母 バルドネキア 母母 Rosa de Caerleon １７戦７勝 賞金 １７２，０２７，０００円
〔騎手変更〕 ヤマニンキングリー号の騎手武幸四郎は，負傷のため石橋守に変更。

２３０２４ ７月３１日 晴 良 （２３小倉４）第２日 第１２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１２� エイシンマロニエ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅平井 豊光氏 中尾 秀正 米
Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５２２－ ４ ５８．３ ４．５�

３３ ワンダービーナス 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８２－ ４ ５８．５１� ２．３�
７１１ タカノキング 牡４鹿 ５７ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４７２－１２ ５８．８１	 １１．１�
８１４ グランスカイ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ ５．０�
５７ タイセイマグナム 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５２６± ０ ５８．９
 ２３．１�
４５ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４９８＋１４ ５９．２２ ２１．５�
６９ ケージーヨシツネ 牡３鹿 ５４

５２ △国分 優作川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５０＋１０ 〃 アタマ １８．９	
４６ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４９２＋ ８ ５９．３クビ ２７．３

８１３ リバーロイヤル 牡３栗 ５４ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４５８＋ ２ ５９．５１� ５５．７�
１１ � クレバーアグネス 牡５栗 ５７

５６ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７０± ０１：００．４５ ６７．０
３４ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５２

５１ ☆川須 栄彦竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ５０８＋ ８ 〃 ハナ １５．８�
６１０ ゴーオンホーマン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７２＋１２１：００．５	 ７１．５�
５８ パ テ ィ オ 牝３鹿 ５２

４９ ▲水口 優也山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４２６＋ ８ 〃 クビ １５７．８�
２２ ア ル テ ミ ス 牝４栗 ５５ 太宰 啓介橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム B５２８＋１５１：０２．１１０ １９７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，８６７，０００円 複勝： ５１，３４４，５００円 枠連： ３０，４４９，２００円

馬連： １１７，３２５，９００円 馬単： ７６，６１９，０００円 ワイド： ４１，２３８，９００円

３連複： １５２，８５８，５００円 ３連単： ３０９，４９３，２００円 計： ８１７，１９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２６０円 枠 連（３－７） ４００円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ８００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� １１，１００円

票 数

単勝票数 計 ３７８６７０ 的中 � ６７３８１（２番人気）
複勝票数 計 ５１３４４５ 的中 � ８４１４５（２番人気）� １５４５９６（１番人気）� ３７５７５（４番人気）
枠連票数 計 ３０４４９２ 的中 （３－７） ５６４１２（１番人気）
馬連票数 計１１７３２５９ 的中 �� １４５２５５（２番人気）
馬単票数 計 ７６６１９０ 的中 �� ４２３０６（３番人気）
ワイド票数 計 ４１２３８９ 的中 �� ４３２４０（１番人気）�� １１５２５（９番人気）�� １８３８０（４番人気）
３連複票数 計１５２８５８５ 的中 ��� ５１８４７（３番人気）
３連単票数 計３０９４９３２ 的中 ��� ２０５８９（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンマロニエ �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Valid Appeal デビュー ２０１０．１．１７ 京都１６着

２００７．４．３生 牡４鹿 母 Oedy’s Appeal 母母 Oedipus Rex １１戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 デンコウウインディ号・ヒノデポベーダ号・リアライズナラック号
（非抽選馬） １頭 マルブツサバンナ号

４レース目



（２３小倉４）第２日 ７月３１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

２３６，９９０，０００円
１，０８０，０００円
１５，８９０，０００円
２，５１０，０００円
２１，４２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，８４５，０００円
５，１３７，６００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
４０８，５４４，８００円
６６５，８８５，７００円
３３８，６３６，３００円
１，４６５，４０２，１００円
８２６，９４８，７００円
５０９，９５８，２００円
２，０１２，０６２，５００円
３，６８５，７９６，２００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 ９，９１３，２３４，５００円

総入場人員 ２２，０４９名 （有料入場人員 ）


