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２２００１ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１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 サウンドアドバイス 牝２栗 ５４ 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４５０＋１２１：０８．７ ２．７�

５５ ラ シ ー マ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ２．４�
３３ クインスウィーティ 牝２芦 ５４ 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４１０＋ ８１：０９．０１� １２．７�
４４ トーホウハヤブサ 牡２栗 ５４ 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４５０－ ６１：０９．１� ５．９�
１１ トップエトワール 牡２芦 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９６＋ ２１：０９．３１� １７．０�
８８ シグナルプロシード 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太�樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ ９．４	
２２ エイシンビーム 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信平井 豊光氏 坂口 正則 様似 清水 誠一 ４４０＋ ２１：０９．４� ２７．３

６６ カシノビッグベン 牡２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８６－ ８１：１０．７８ ９０．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： １４，７５６，２００円 複勝： ２２，１３８，５００円 枠連： 発売なし

馬連： ２７，７３２，９００円 馬単： ２０，６０８，９００円 ワイド： １２，３４８，７００円

３連複： ３５，０９０，５００円 ３連単： ７７，１０６，４００円 計： ２０９，７８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２００円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ２，６６０円

票 数

単勝票数 計 １４７５６２ 的中 � ４４６２７（２番人気）
複勝票数 計 ２２１３８５ 的中 � ６０９４８（２番人気）� ６６７７５（１番人気）� １８８４５（５番人気）
馬連票数 計 ２７７３２９ 的中 �� ６２１９１（１番人気）
馬単票数 計 ２０６０８９ 的中 �� ２２３１６（２番人気）
ワイド票数 計 １２３４８７ 的中 �� ２５３２６（１番人気）�� １０７４３（２番人気）�� ６０９１（７番人気）
３連複票数 計 ３５０９０５ 的中 ��� ３０９６８（３番人気）
３連単票数 計 ７７１０６４ 的中 ��� ２１４６０（４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．６―１１．７―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３４．１―４５．８―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアドバイス �

父 アグネスタキオン �


母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．７．１ 中京２着

２０１０．３．２０生 牝２栗 母 ミネルバサウンド 母母 シンメイミネルバ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 トップエトワール号は，枠入り不良。
〔制裁〕 サウンドアドバイス号の騎手高倉稜は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

２２００２ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第２競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

１１ ナリタスカイ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４０４± ０１：５８．９ １９．４�

８１４ スリーアフロディテ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４７４－ ２１：５９．３２� ２．２�
６１０ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４０８－ ４１：５９．５１� １５．１�

８１３ ワンダーヴォーグ 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 ４４６－ ２１：５９．６� １３．２�
５８ チ ー ズ マ ヨ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：５９．７� ４．２�
２２ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２４± ０１：５９．９１� １８．５�
３３ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４０８－ ４ 〃 ハナ ２２０．３	
６９ モルトフェリーチェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 
社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４２８－ ６２：００．０� ６．７�
７１１ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４ 田辺 裕信�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４８－ ４２：００．３１� ４３．９�
７１２ ガ ー ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２６± ０２：００．４� １３．５
４６ ネオシアリーズ 牝３栗 ５４ 高倉 稜小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４４８＋１２２：００．５� ３７．１�
４５ シャムローグ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 
キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４０４＋１０２：０１．８８ ５７．４�
３４ スズカバビロン 牝３栗 ５４ 国分 優作永井 啓弍氏 小野 幸治 浦河 辻 牧場 ４３８－１０２：０３．２９ ２１３．７�
５７ ミッキーハナコ 牝３栗 ５４ 小牧 太野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４２－ ８２：０９．８大差 ７２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，９２８，１００円 複勝： ２５，６６１，９００円 枠連： ６，８９５，９００円

馬連： ２５，２４９，９００円 馬単： １６，５４１，６００円 ワイド： １３，３００，１００円

３連複： ４０，４８７，９００円 ３連単： ６１，６３９，８００円 計： ２００，７０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ３９０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（１－８） １，３３０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ５，０８０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ２，１４０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 ��� ３８，１００円

票 数

単勝票数 計 １０９２８１ 的中 � ４４５４（８番人気）
複勝票数 計 ２５６６１９ 的中 � １１８６１（７番人気）� ９５０９５（１番人気）� １８４８２（５番人気）
枠連票数 計 ６８９５９ 的中 （１－８） ３８３５（６番人気）
馬連票数 計 ２５２４９９ 的中 �� ９４８７（７番人気）
馬単票数 計 １６５４１６ 的中 �� ２４０７（１８番人気）
ワイド票数 計 １３３００１ 的中 �� ３７３２（１０番人気）�� １４４４（２７番人気）�� ６６１７（５番人気）
３連複票数 計 ４０４８７９ 的中 ��� ６５２８（１６番人気）
３連単票数 計 ６１６３９８ 的中 ��� １１９４（１２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．６―１２．５―１２．１―１２．０―１２．１―１１．９―１１．７―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．１―４７．６―５９．７―１：１１．７―１：２３．８―１：３５．７―１：４７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタスカイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Woodman デビュー ２０１２．２．２６ 阪神９着

２００９．２．３生 牝３黒鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー ４戦１勝 賞金 ５，０６０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーハナコ号は，平成２４年８月２８日まで平地競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第１日



２２００３ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１５ ワンダーコロアール 牡３黒鹿５６ 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム ４５６－ ８１：４５．６ １０．３�

２４ ミッキーマーチ 牡３栗 ５６ 小牧 太野田みづき氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ５２２－ ２１：４６．０２� １．７�
１２ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８８－ ２１：４６．２１ ６．０�
４８ トーセンサミット 牡３青鹿５６ 浜中 俊島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０６－２４１：４６．４１� ６．７�
６１１ セ ヴ ェ ル ス 牡３鹿 ５６ 幸 英明関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４９８＋１８１：４６．５クビ ３４．４�
２３ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：４７．１３� １６．１�
７１４ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９６－ ６１：４７．５２� ７５．４	
５１０ エクストラトーン 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ２４０．２�
６１２ ヤマニンカセドラル 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９０－ ２１：４８．３５ ２６１．９�
１１ サトノローレル 牡３芦 ５６ 和田 竜二里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５７０＋１０１：４８．５１� ４２．４
８１６ ヒカリサーベル 牡３青 ５６ 熊沢 重文
ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 中川牧場 ４９２－ ８１：４９．０３ １４．８�
７１３ ロングバース 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４６８＋ ２１：４９．１� ８８．４�
５９ トウカイボイジャー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５６＋ ２１：４９．２クビ １３８．９�
３５ シルクヴェリタス 牡３黒鹿５６ 北村 友一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ２１：４９．３� １０７．５�
４７ ニホンピロルッツ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４５６－１４１：４９．８３ ２０２．５�
３６ トムエピソード 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５００－１０１：５０．３３ ５５６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０１２，９００円 複勝： ４３，３０８，４００円 枠連： １０，４２１，８００円

馬連： ３１，１８１，５００円 馬単： ２５，４６７，７００円 ワイド： １７，３４９，５００円

３連複： ４７，９９３，０００円 ３連単： ８８，１２０，２００円 計： ２８１，８５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－８） ４５０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ９００円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� １２，４５０円

票 数

単勝票数 計 １８０１２９ 的中 � １３８２５（４番人気）
複勝票数 計 ４３３０８４ 的中 � ２４３２８（５番人気）� ２３２６６４（１番人気）� ４８７２８（２番人気）
枠連票数 計 １０４２１８ 的中 （２－８） １７４７４（２番人気）
馬連票数 計 ３１１８１５ 的中 �� ２３０１３（４番人気）
馬単票数 計 ２５４６７７ 的中 �� ６５８８（８番人気）
ワイド票数 計 １７３４９５ 的中 �� ９２９０（５番人気）�� ４０１９（１０番人気）�� ２６１９４（１番人気）
３連複票数 計 ４７９９３０ 的中 ��� ２１８１６（４番人気）
３連単票数 計 ８８１２０２ 的中 ��� ５２２６（３５番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．６―１２．７―１２．６―１２．３―１２．８―１３．０―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．３―４２．０―５４．６―１：０６．９―１：１９．７―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．７
１
３
４（５，１１）（２，１６）（１，１３）（１０，８）３，１２（７，９）６，１４－１５
４，１１（２，５）（１６，８）１（３，１２）（１０，１５）１３，１４，７，９－６

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

勝馬の
紹 介

ワンダーコロアール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１２．３．１７ 阪神９着

２００９．３．２７生 牡３黒鹿 母 ワンダーマドンナ 母母 アラマサブレーヴ ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円

２２００４ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時２５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ マイオリオン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４１６－１０１：４６．９ ２２．８�

２４ コンドッティエーレ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７０± ０ 〃 ハナ ８．４�
３６ アルティメイト 牝３青鹿５４ 幸 英明アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４４０＋ ６ 〃 ハナ ６．８�
７１３ ジュディソング 牝３栗 ５４ 浜中 俊中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８－１２１：４７．１１ ７．０�
５９ ホッコーキンツル 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 ４３２－ ２１：４７．３１� ３７．７�
６１２ キ ワ ミ 牝３鹿 ５４ 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４３８－ ６ 〃 クビ ８３．１�
４８ リマンドインパクト 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４８ ―１：４７．５１� ８．１	
５１０ セ ン グ レ ン 牡３青鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４ 〃 クビ ２０．２

１２ ボールドマックス 牡３栗 ５６ 藤岡 康太増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 ４４０－１６１：４７．６クビ ７２．７�
３５ ヒドゥンアセッツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二吉田 和子氏 長浜 博之 新ひだか 前川 正美 ４８０ ―１：４７．８１� ２２．９�
７１４ メイショウゲンカイ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７０－ ６１：４８．０１� ６６．９
２３ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ２．０�
４７ コウエイミラー 牝３栗 ５４ 川須 栄彦西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 森永牧場 ４２２－ ４１：４８．１クビ ７４．１�
８１５ サ ル タ ヒ コ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松田 整二氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：４９．６９ ２５８．６�
８１６ ハイランドヒル 牡３栗 ５６ 松山 弘平小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 石田牧場 ４５６－ ２１：５１．４大差 ２６３．６�
６１１ ベルウッドブレット 牡３鹿 ５６ 北村 友一鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６８＋ ６ （競走中止） １９９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１５８，８００円 複勝： ２４，３２６，７００円 枠連： ９，８８０，２００円

馬連： ２９，９７８，１００円 馬単： ２０，８２４，７００円 ワイド： １５，５４３，６００円

３連複： ４４，８８７，２００円 ３連単： ６９，８６２，７００円 計： ２３２，４６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２８０円 複 勝 � ４９０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（１－２） １，１１０円

馬 連 �� ５，９７０円 馬 単 �� １４，８７０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� １，２４０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １０，４５０円 ３ 連 単 ��� ８２，７６０円

票 数

単勝票数 計 １７１５８８ 的中 � ５９４５（７番人気）
複勝票数 計 ２４３２６７ 的中 � １１０２９（８番人気）� ３４１２９（２番人気）� ３１１４２（３番人気）
枠連票数 計 ９８８０２ 的中 （１－２） ６６１６（５番人気）
馬連票数 計 ２９９７８１ 的中 �� ３７０７（１８番人気）
馬単票数 計 ２０８２４７ 的中 �� １０３４（４７番人気）
ワイド票数 計 １５５４３６ 的中 �� ２３３２（１９番人気）�� ３０６２（１３番人気）�� ４９７９（８番人気）
３連複票数 計 ４４８８７２ 的中 ��� ３１７３（３４番人気）
３連単票数 計 ６９８６２７ 的中 ��� ６２３（２３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．１―３５．１―４６．８―５８．７―１：１０．７―１：２２．６―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイオリオン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．９．２５ 札幌３着

２００９．３．１２生 牝３鹿 母 バアゼルクローバー 母母 ストームザミント ７戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔競走中止〕 ベルウッドブレット号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイランドヒル号は，平成２４年８月２８日まで平地競走に出走できない。



２２００５ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１５分 （芝・右）

九州産馬，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

８１６ カシノランナウェイ �２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４７２ ―１：０８．９ ４．６�

３６ エンブレムゴール 牝２黒鹿５４ 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 ４６６ ―１：０９．４３ １５．４�
４８ カシノロビン 牡２芦 ５４ 北村 友一柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 ４５２ ―１：０９．８２� ７１．５�
２４ マルシゲキング 牡２黒鹿５４ 鮫島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４２６ ―１：１０．０１� ５．１�
６１２ カシノレアネス 牝２黒鹿５４ 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 ４３４ ― 〃 ハナ ５４．８�
５１０ テイエムイッキュウ 牡２栗 ５４ 幸 英明竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 鹿児島 テイエム牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ４．３�
７１４ カシノハートフル 牝２黒鹿５４ 国分 恭介柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 ４６２ ―１：１０．４２� ２３．８�
７１３ テイエムハエモンド 牝２鹿 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４２６ ―１：１０．５クビ ５４．６	
３５ クラウンボースロン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 ４４４ ―１：１０．６� １６．７

６１１ カシノサトラップ 牡２栗 ５４ 田辺 裕信柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 ４８２ ― 〃 クビ ６．２�
１１ コウエイシーチャン 牝２鹿 ５４ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４０８ ―１：１０．７� ６．４�
４７ カシノコゴロウ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４４０ ―１：１０．８クビ ４２．８
２３ テイエムマコテハエ 牡２栗 ５４ 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 ４６２ ―１：１２．０７ ５０．７�
８１５ テイエムオヒサア 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 清水 久詞 鹿児島 テイエム牧場 ４２２ ― 〃 アタマ １０９．９�
１２ キリシマダイナー 牝２栗 ５４ 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 ３７０ ―１：１２．１� ６２．２�
５９ キョウワブーケ 牝２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂�協和牧場 日吉 正和 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ４５６ ―１：１３．８大差 １１０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４６５，９００円 複勝： ２２，４６８，６００円 枠連： １１，０６０，０００円

馬連： ３０，６７５，６００円 馬単： ２１，４２１，８００円 ワイド： １５，０３８，１００円

３連複： ４５，７０７，１００円 ３連単： ６６，７６２，８００円 計： ２２６，５９９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ４８０円 � １，９９０円 枠 連（３－８） １，４８０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ５，９４０円 �� ９，５３０円

３ 連 複 ��� ７２，８６０円 ３ 連 単 ��� ２５０，１１０円

票 数

単勝票数 計 １３４６５９ 的中 � ２３４１９（２番人気）
複勝票数 計 ２２４６８６ 的中 � ３８２４７（２番人気）� １１５５２（７番人気）� ２４１３（１４番人気）
枠連票数 計 １１０６００ 的中 （３－８） ５５４１（６番人気）
馬連票数 計 ３０６７５６ 的中 �� ８１９１（１１番人気）
馬単票数 計 ２１４２１８ 的中 �� ３１８２（２０番人気）
ワイド票数 計 １５０３８１ 的中 �� ３７５６（１１番人気）�� ６１１（５７番人気）�� ３７９（７８番人気）
３連複票数 計 ４５７０７１ 的中 ��� ４６３（１７４番人気）
３連単票数 計 ６６７６２８ 的中 ��� １９７（６１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．２―１１．４―１２．４

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノランナウェイ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 スズカストリート 初出走

２０１０．４．２０生 �２栗 母 カシノエスケイプ 母母 サンカンピアレス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 クラウンボースロン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワブーケ号は，平成２４年８月２８日まで平地競走に出走できない。

２２００６ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時４５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

７１１ メジャーミノル 牡２栗 ５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４ ―１：０９．０ １．５�

８１２ セルリアンスバル 牡２芦 ５４
５１ ▲中井 裕二�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 ４４０ ―１：０９．２１ ３１．６�

７１０ マルトクスパート 牡２鹿 ５４ 国分 優作高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４４２ ―１：０９．３� １３．０�
３３ ニホンピロチャージ 牡２黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 ４２０ ―１：０９．９３� ２２．９�
４４ コウエイアース 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 ４４０ ―１：１０．０� １６６．６�
１１ テイエムシシーポス 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４５６ ―１：１０．２１ １３２．１�
５７ エヴリシーズン 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４１８ ― 〃 クビ １９．０	
６９ ザッツトライアンフ 牡２鹿 ５４ 小牧 太桑畑 
信氏 橋口弘次郎 新冠 松浦牧場 ４２２ ― 〃 アタマ ２１．２�
４５ ロイヤルレイド 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６６ ―１：１０．３� １４５．５�
６８ ハーツコンセンサス 牝２青鹿５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 新冠 追分ファーム ４３６ ―１：１０．４� ４．２
８１３ ジェイケイドミノ 牡２栗 ５４ 川須 栄彦小谷野次郎氏 西橋 豊治 新ひだか 藤川フアーム ４２２ ―１：１０．７２ １８．８�
５６ シゲルヤマネコザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 高岸 順一 ４９６ ―１：１１．８７ １３３．５�
２２ キ ゲ キ 牝２鹿 ５４ 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 新冠 中地 康弘 B４６８ ―１：１２．０１� ９３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，０１７，５００円 複勝： ４７，２６７，９００円 枠連： ９，１９０，６００円

馬連： ３０，１４０，５００円 馬単： ２６，９９４，２００円 ワイド： １４，４２９，６００円

３連複： ４０，４７６，０００円 ３連単： ９１，６９６，７００円 計： ２７９，２１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４９０円 � ２７０円 枠 連（７－８） ６００円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ４００円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ４，０５０円 ３ 連 単 ��� １４，５１０円

票 数

単勝票数 計 １９０１７５ 的中 � １０２７３９（１番人気）
複勝票数 計 ４７２６７９ 的中 � ２９１５５９（１番人気）� １０６８６（８番人気）� ２３５７９（３番人気）
枠連票数 計 ９１９０６ 的中 （７－８） １１４７９（２番人気）
馬連票数 計 ３０１４０５ 的中 �� １２３１４（７番人気）
馬単票数 計 ２６９９４２ 的中 �� ９２１７（７番人気）
ワイド票数 計 １４４２９６ 的中 �� ４３４９（１０番人気）�� ９９３９（３番人気）�� １３５１（２５番人気）
３連複票数 計 ４０４７６０ 的中 ��� ７３８５（１１番人気）
３連単票数 計 ９１６９６７ 的中 ��� ４６６６（４３番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．１―１１．５―１１．７―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．０―３４．５―４６．２―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーミノル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore 初出走

２０１０．３．２２生 牡２栗 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 セルリアンスバル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



２２００７ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００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 オーシャンドライブ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５２６－ ８１：４６．１ ４．２�

８１６ ヒカリオーシャン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 本田 優 伊達 高橋農場 ５０２－ ８１：４６．６３ ７．１�
７１４ オウケンイチゲキ 牡３鹿 ５６ 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５６± ０１：４７．２３� ３．５�
２４ エーシンクーフラン 牡３青 ５６ 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４８０－１２１：４７．９４ ５．９�
５９ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５８０＋ ８ 〃 クビ ９．３�
２３ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 国分 優作佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４８８－１０１：４８．０� ２７．８	
３５ サンライズシックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６６＋ ４１：４８．２１� ２６．４

４８ ブルースイショウ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８０＋ ４１：４８．４１� １５．７�
１２ ワンダージェニアル 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B５０４－ ６１：４８．５� １４４．８�
６１１ サザンネスト 牡３黒鹿５６ 松山 弘平五影 慶則氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 ４４４± ０１：４８．６� ９４．６
８１５ シゲルザボン 牡３黒鹿５６ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 田原橋本牧場 ５０４± ０１：４８．８１� ３１２．７�
５１０ ケイアイスピリット 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７８＋ ８１：４９．４３� ７．９�
３６ ウィンドミルシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 三石ファーム ４２２－１０１：４９．９３ １４７．０�
６１２ パープルベスト 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４３４－ ８１：５０．２１� ２８５．６�
７１３ ワイドラブナ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 梅田 智之 浦河 杵臼牧場 ４８２－ ３１：５０．７３ １８８．３�
１１ アグネスビスタ 牡３栗 ５６ 高倉 稜渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１８ ―１：５１．９７ ７３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１０３，０００円 複勝： ３０，１０５，１００円 枠連： １２，０３３，２００円

馬連： ４０，５５３，４００円 馬単： ２５，３３１，５００円 ワイド： １８，４６９，６００円

３連複： ５７，９３９，９００円 ３連単： ９２，７４８，０００円 計： ２９４，２８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（４－８） １，０８０円

馬 連 �� １，６８０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ３５０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� １１，９６０円

票 数

単勝票数 計 １７１０３０ 的中 � ３２２３６（２番人気）
複勝票数 計 ３０１０５１ 的中 � ５２７６０（２番人気）� ３４００３（３番人気）� ６４７９３（１番人気）
枠連票数 計 １２０３３２ 的中 （４－８） ８２７７（５番人気）
馬連票数 計 ４０５５３４ 的中 �� １７８７０（６番人気）
馬単票数 計 ２５３３１５ 的中 �� ７５４５（５番人気）
ワイド票数 計 １８４６９６ 的中 �� ７６８３（６番人気）�� １３７８２（１番人気）�� １００６５（２番人気）
３連複票数 計 ５７９３９９ 的中 ��� ２２２１５（２番人気）
３連単票数 計 ９２７４８０ 的中 ��� ５７２４（１３番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．１―１１．８―１３．８―１３．２―１２．２―１２．４―１２．５―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．６―４３．４―５６．６―１：０８．８―１：２１．２―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンドライブ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Petionville デビュー ２０１２．６．３０ 中京５着

２００９．３．２３生 牡３黒鹿 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion ２戦１勝 賞金 ５，０６０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスビスタ号は，平成２４年８月２８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。
（非抽選馬） １頭 マイネルボンド号

２２００８ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第８競走 ��３，３９０�第１４回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走１３時５０分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増，障害重賞競走未勝利馬（収得賞
金４００万円以下の馬を除く）１�減，収得賞金４００万円以下の馬２�減

賞 品
本 賞 ２８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円 ４，２００，０００円 ２，８００，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード３：４０．０良

４５ エムエスワールド 牡９黒鹿６２ 高田 潤ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７８－ ８３：４０．９ ５．５�

３３ テイエムハリアー 牡６芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５８＋ ２３：４１．４３ ２．７�
７１１� マ サ ラ イ ト 牡８鹿 ５９ 横山 義行丸井サカミ氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ５０２－１２３：４２．７８ ３３．８�
８１３ フサイチアソート �７栗 ５８ 植野 貴也岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６３：４２．８� ２７．６�
５８ ノボリデューク 牡７青 ５８ 森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４７４－１６３：４２．９� ２８．８�
８１４ ドングラシアス 牡８黒鹿６０ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１６± ０３：４３．１１	 ６．９�
６１０ レ ー ガ ン 牡４青鹿５８ 黒岩 悠重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８６－ ２３：４３．４２ ８１．２�
４６ ヒカリアライブ 牡６鹿 ５９ 西谷 誠	ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４４８＋１２３：４４．７８ １０．８

７１２ ローレルレヴァータ �５鹿 ５８ 小坂 忠士 	ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４９４＋ ４３：４５．３３� １９．３�
５７ ボストンリョウマ 牡４青鹿５８ 今村 康成ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８０－ ２３：４６．３６ １４３．７�
２２ エルチョコレート 牡６黒鹿５８ 難波 剛健三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７６＋ ８３：４６．９３� １０６．９
３４ ウィルビーキング �８栗 ５８ 田村 太雅前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ８３：４８．１７ １１３．３�
６９ ランヘランバ 牡９黒鹿６０ 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５２－１０３：５４．３大差 ２２．８�
１１ ヴァンダライズ 牡５栗 ５９ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７０± ０ （競走中止） ４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，７６３，３００円 複勝： ３６，０５１，２００円 枠連： １５，９５８，１００円

馬連： ５４，３７５，７００円 馬単： ３７，１１９，２００円 ワイド： ２６，０５５，３００円

３連複： ９２，２８４，４００円 ３連単： １５６，５９６，７００円 計： ４４２，２０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ６２０円 枠 連（３－４） ６４０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２，１３０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ８，０８０円 ３ 連 単 ��� ３２，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２３７６３３ 的中 � ３４１０５（３番人気）
複勝票数 計 ３６０５１２ 的中 � ５７８２３（３番人気）� ７４３３４（１番人気）� １０９６９（９番人気）
枠連票数 計 １５９５８１ 的中 （３－４） １８４４３（１番人気）
馬連票数 計 ５４３７５７ 的中 �� ５３５９３（１番人気）
馬単票数 計 ３７１１９２ 的中 �� １５９８６（４番人気）
ワイド票数 計 ２６０５５３ 的中 �� ２０３４１（２番人気）�� ２８０８（２９番人気）�� ３７０６（２１番人気）
３連複票数 計 ９２２８４４ 的中 ��� ８４３８（２５番人気）
３連単票数 計１５６５９６７ 的中 ��� ３５９３（８８番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５３．６－３F ４０．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エムエスワールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．８．２０ 小倉１着

２００３．４．２２生 牡９黒鹿 母 トップワールド 母母 キクノコトブキ 障害：９戦４勝 賞金 １１８，３８２，０００円
〔競走中止〕 ヴァンダライズ号は，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。



２２００９ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第９競走 ��
��１，２００�

い ま り

伊 万 里 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５１０ イントゥザストーム 牝３鹿 ５２ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ３９８－１０１：０７．６ ９．３�

７１３ メイショウツガル 牡４鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４６６± ０１：０７．７� ２．９�
６１１� ダ ノ ン ロ ゼ 牡６鹿 ５７ 北村 友一�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：０７．９１	 １０２．８�
３６ デンコウデア 牝３黒鹿５２ 藤懸 貴志田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４４４－ ８１：０８．０	 １０３．７�
２４ トロピカルメジャー 牡３黒鹿５４ 和田 竜二小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４５６＋ ８１：０８．１� ２１．０�
４７ エーシンフルマーク 牡３栗 ５４ 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９４＋１６１：０８．２	 １０．１�
４８ フラムドール 牝５栗 ５５ 松山 弘平吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４９０＋２２１：０８．３	 ９０．６	
１２ マジカルツアー 牡３栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４６０－ ４１：０８．４� ３．４

１１ テイエムアモーレ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ２８．３�
３５ ハ ピ シ ン 牝４黒鹿５５ 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４４－２０１：０８．５クビ １７．０�
５９ カイシュウタビビト 牡３芦 ５４ 田辺 裕信飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 B４８８－ ４１：０８．７１	 １０．０
８１５ グリューネワルト 牝５青鹿５５ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B４８２＋ ６１：０８．９１	 ６２．７�
６１２ リッカスウィープ 牡５鹿 ５７ 高倉 稜立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８６－ ２ 〃 ハナ ２８．１�
８１７ カシノラピス 牝３栗 ５２ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４１６－１６１：０９．６４ ４５０．８�
７１４ トツゼンノハピネス 牝４栗 ５５ 酒井 学小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４４８＋ ２１：０９．８１
 ８３．８�
８１６ エーティーオヤブン 牡３栗 ５４ 国分 恭介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ２１：１０．１１� １５．５�

（１６頭）
２３ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５１４－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２６，５４４，４００円 複勝： ４６，９３２，９００円 枠連： １７，４７６，２００円

馬連： ７４，５０６，３００円 馬単： ４５，００５，７００円 ワイド： ３０，７９６，０００円

３連複： １００，２５８，９００円 ３連単： １７７，７７４，４００円 計： ５１９，２９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３００円 � １４０円 � １，６８０円 枠 連（５－７） ６１０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ８，４９０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� ２６，８７０円 ３ 連 単 ��� １４９，４３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６５４４４（返還計 １２８２） 的中 � ２２６５４（３番人気）
複勝票数 差引計 ４６９３２９（返還計 ２１２４） 的中 � ３５８８９（４番人気）� １３８８４８（１番人気）� ４９４２（１５番人気）
枠連票数 差引計 １７４７６２（返還計 １２６） 的中 （５－７） ２１２４１（２番人気）
馬連票数 差引計 ７４５０６３（返還計 １６０１１） 的中 �� ４０１３５（３番人気）
馬単票数 差引計 ４５００５７（返還計 ８８０２） 的中 �� ９４６３（１２番人気）
ワイド票数 差引計 ３０７９６０（返還計 ６９８８） 的中 �� １４９５０（３番人気）�� ８４８（６８番人気）�� ２１９９（３９番人気）
３連複票数 差引計１００２５８９（返還計 ４０１３７） 的中 ��� ２７５４（８７番人気）
３連単票数 差引計１７７７７４４（返還計 ７７２７８） 的中 ��� ８７８（４５１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．９―１１．４―１１．４―１１．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イントゥザストーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．７．２ 京都２着

２００９．２．１０生 牝３鹿 母 バイユーストーム 母母 At the Half １０戦２勝 賞金 ２２，４５２，０００円
〔競走除外〕 クレムリンシチー号は，疾病〔右寛跛行〕のため装鞍所で競走除外。

２２０１０ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第１０競走 ��１，７００�
か ら つ

唐 津 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００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 ダイヴァーダウン 牡３栗 ５４ 小牧 太吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５０－ ４１：４４．２ ６．４�

３５ タングルジャングル 牡４鹿 ５７ 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４５８＋ ２１：４４．４１� ５３．８�

２４ � クリーンイメージ 牡４栗 ５７ 国分 恭介石橋 和夫氏 武 宏平 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ２１：４５．１４ ３５５．５�
２３ スマートルシファー 牡４黒鹿５７ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５１４＋ ８１：４５．４１� １．４�
８１５ アドマイヤスキップ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２１：４５．６１� ２５．６�
５９ バンブーチェルシー 牡４青鹿５７ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７４－ ４ 〃 アタマ ４６．８	
７１３ アクシーバンダム 牡３黒鹿５４ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４５６＋ ２１：４６．２３� ５７．３

６１２ マ サ シ 牡４青 ５７ 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４７４－ ５１：４６．８３� ９８．５�
１１ ハクユウシャンティ 牡３黒鹿５４ 川須 栄彦 �H.Iコーポレーション 武 宏平 新ひだか 田原橋本牧場 ４６８＋ ２１：４６．９� １３０．５�
４８ リリーファイアー 牡４鹿 ５７ 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００－ ４１：４７．１１� ７．７
７１４ サトノサミット 牡４芦 ５７ 藤岡 康太里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５０８＋ ２１：４７．３１� １６．８�
３６ シルバーチーフ 牡４芦 ５７ 幸 英明加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４８０＋ ８１：４７．６２ ２５４．１�
８１６ サウンドアフリート 牡３栗 ５４ 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４２－ ８１：４８．２３� １３６．２�
５１０ ドリームガイド 牡４青鹿５７ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４６０－ ４１：４９．１５ １８２．９�
６１１ サンレイワイルド 牡４黒鹿５７ 花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ４９８－ ４１：５０．３７ ６０８．４�
１２ スマートマーズ 牡３栗 ５４ 浜中 俊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 ４６４± ０１：５１．０４ ３３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８８７，４００円 複勝： ９６，６８０，９００円 枠連： ２３，００８，７００円

馬連： ８４，１８２，４００円 馬単： ６４，５７１，７００円 ワイド： ３４，８２２，６００円

３連複： １１２，４３４，５００円 ３連単： ２６９，６８８，６００円 計： ７１８，２７６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ３６０円 � １，７８０円 �１４，３９０円 枠 連（３－４） ４，８５０円

馬 連 �� １０，８４０円 馬 単 �� １８，８６０円

ワ イ ド �� ２，５１０円 �� １５，９９０円 �� ４８，７２０円

３ 連 複 ��� ５２８，５２０円 ３ 連 単 ��� ２，１１７，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３２８８７４ 的中 � ４０９８８（２番人気）
複勝票数 計 ９６６８０９ 的中 � ８２３９９（２番人気）� １３５００（９番人気）� １６０７（１５番人気）
枠連票数 計 ２３００８７ 的中 （３－４） ３５０３（１３番人気）
馬連票数 計 ８４１８２４ 的中 �� ５７３２（２２番人気）
馬単票数 計 ６４５７１７ 的中 �� ２５２７（３８番人気）
ワイド票数 計 ３４８２２６ 的中 �� ３４７６（２５番人気）�� ５３２（６７番人気）�� １７４（１０２番人気）
３連複票数 計１１２４３４５ 的中 ��� １５７（３００番人気）
３連単票数 計２６９６８８６ 的中 ��� ９４（１２９８番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．７―１１．７―１２．３―１２．６―１２．５―１２．４―１２．５―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．４―２９．１―４１．４―５４．０―１：０６．５―１：１８．９―１：３１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイヴァーダウン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１０．１６ 京都２着

２００９．２．１２生 牡３栗 母 プリンセスオーロラ 母母 プリンセスロマンス ７戦２勝 賞金 ２２，２１３，０００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〕 サンレイワイルド号・スマートマーズ号は，平成２４年８月２８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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 サーノ号・スズカブリザード号・テイエムアシュラ号・ドリームボルケーノ号・ヒミノキンカメ号・

マルティニーク号・メイショウブシドウ号・ヤマニンフリスキー号・リズミックビート号



２２０１１ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�九州スポーツ杯

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．７．３０以降２４．７．２２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

東京スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７７ エーシンジャッカル 牡４黒鹿５８ 和田 竜二�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６２＋ ２１：４４．７ １６．８�

５５ カルドブレッサ 牡４栗 ５７．５ 浜中 俊 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：４４．８� ２．３�
３３ � アウグーリオ 牡４栗 ５１ 藤懸 貴志前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.

Duffel ４４８－ ６１：４５．０１� ７９．７�
６６ イ デ ア 牡４鹿 ５４ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８４＋ ４１：４５．１� ４．１�
１１ ミヤコトップガン 牡６栗 ５５ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ４１：４５．４２ １５．２�
８１０ ドリームクラフト 牡６栗 ５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋１２１：４５．７１� １０．３	
７８ ニ ン ジ ャ 牡３鹿 ５３ 武 豊ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４６０± ０１：４６．５５ ４．８

４４ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５１ 高倉 稜丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４５８－１４１：４６．７１� ４７．２�
２２ スマイルバラッド 牡５栗 ５４ 幸 英明��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７８－ ４１：５０．４大差 ２９．３�
８９ サ ン ビ ー ム 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５３８＋２６１：５２．５大差 １５．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，９１０，１００円 複勝： ５３，７７４，８００円 枠連： ２４，９３９，６００円

馬連： １３５，１７２，０００円 馬単： ８５，５７１，５００円 ワイド： ４４，２６３，５００円

３連複： １７５，４０２，５００円 ３連単： ４０３，９４７，８００円 計： ９５９，９８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ３８０円 � １３０円 � １，２５０円 枠 連（５－７） ４４０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ６，６７０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ２８，２１０円 ３ 連 単 ��� １６０，８００円

票 数

単勝票数 計 ３６９１０１ 的中 � １７３５０（７番人気）
複勝票数 計 ５３７７４８ 的中 � ２９６１０（７番人気）� １７１４９２（１番人気）� ７６５８（１０番人気）
枠連票数 計 ２４９３９６ 的中 （５－７） ４２３６４（１番人気）
馬連票数 計１３５１７２０ 的中 �� ６２３００（６番人気）
馬単票数 計 ８５５７１５ 的中 �� １３０２７（２３番人気）
ワイド票数 計 ４４２６３５ 的中 �� １５２９７（９番人気）�� １５７３（４５番人気）�� ４１４２（２９番人気）
３連複票数 計１７５４０２５ 的中 ��� ４５９０（６７番人気）
３連単票数 計４０３９４７８ 的中 ��� １８５４（３６２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．１―１１．５―１１．９―１２．２―１２．０―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２２．３―３３．４―４４．９―５６．８―１：０９．０―１：２１．０―１：３２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンジャッカル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．７．２５ 函館１着

２００８．２．２４生 牡４黒鹿 母 エイシンリョンサン 母母 エイシンテネシー １６戦３勝 賞金 ６０，８０４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルバラッド号・サンビーム号は，平成２４年８月２８日まで平地競走に出走できない。

２２０１２ ７月２８日 晴 良 （２４小倉２）第１日 第１２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ トーホウガーデン 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７６＋２２ ５９．５ ９７．３�

５７ ケンタッキーロード 牡４鹿 ５７ 松山 弘平横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８６＋ ２ ５９．９２� ２８．７�
３３ ウエスタンハピネス 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４９４＋１４ 〃 クビ ２．９�
６９ メイショウドルセー 牡３黒鹿５４ 野元 昭嘉松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４７４＋ ２１：００．０� ５．１�
８１４ ダッシャーワン 牡４栗 ５７ 北村 友一�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ４１：００．１� ５．３�
８１３ ニ ザ エ モ ン 牡４黒鹿５７ 酒井 学小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４７２－ ２１：００．２� ７．３	
３４ 	 アスターポメリー 牡４栗 ５７ 川須 栄彦加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe ４３６＋ ８ 〃 ハナ １０．７

５８ ハ ロ ー タ マ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４４６－１４ 〃 クビ ４３．７�
４６ マンテンリューマ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲森 一馬小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４５４－ ２ 〃 アタマ ６５．０�
４５ サハラブレイヴ 牡３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二 �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：００．４１
 １３．２
６１０ カシノアクセル 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４４２＋１６１：００．６１ ６３．０�
７１２ コウユーサクラサク 牡３黒鹿５４ 浜中 俊加治屋康雄氏 領家 政蔵 日高 浜本 幸雄 ４３６－ ４ 〃 クビ １３．６�
２２ ビップセンノセン 牝４黒鹿５５ 幸 英明鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４５６＋ ８１：０１．２３� ３５．２�
１１ シルクティソナ 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４９２＋ ６１：０１．４１ ５５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，５０８，８００円 複勝： ４２，３２７，１００円 枠連： ２４，１２４，８００円

馬連： ８１，０３４，１００円 馬単： ４８，５２３，８００円 ワイド： ３５，０１７，７００円

３連複： １２０，６２０，６００円 ３連単： ２１８，００３，０００円 計： ６００，１５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，７３０円 複 勝 � １，１９０円 � ６４０円 � １７０円 枠 連（５－７） ４，８１０円

馬 連 �� ４８，０８０円 馬 単 �� １１４，４２０円

ワ イ ド �� １１，０２０円 �� ２，７４０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ５７，７３０円 ３ 連 単 ��� ６１４，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３０５０８８ 的中 � ２４７１（１４番人気）
複勝票数 計 ４２３２７１ 的中 � ７４９５（１３番人気）� １４７４２（８番人気）� ９０４７１（１番人気）
枠連票数 計 ２４１２４８ 的中 （５－７） ３７０７（１７番人気）
馬連票数 計 ８１０３４１ 的中 �� １２４４（７７番人気）
馬単票数 計 ４８５２３８ 的中 �� ３１３（１５９番人気）
ワイド票数 計 ３５０１７７ 的中 �� ７６３（８１番人気）�� ３１３５（３５番人気）�� ６９０９（１５番人気）
３連複票数 計１２０６２０６ 的中 ��� １５４２（１５６番人気）
３連単票数 計２１８００３０ 的中 ��� ２６２（１２３３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．７―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．５―４６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３６．７
３ ・（１，４）（２，１３）（３，９）１０，５，１１（７，６）１２，８，１４ ４ ・（１，４）（２，１３）（５，３，９）１０，７，１１，６（１４，１２，８）

勝馬の
紹 介

トーホウガーデン �
�
父 アルカセット �

�
母父 Hennessy デビュー ２０１１．１．３０ 小倉１１着

２００８．３．６生 牝４鹿 母 トーホウローマン 母母 クロケタリー １１戦２勝 賞金 １５，３７０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ウエスタンハピネス号の騎手水口優也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（５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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ワンダーゴヴェルノ号
（非抽選馬） ７頭 アルテミス号・グランスカイ号・ゴールドフレンド号・サカジロゴールド号・シゲルカリン号・シゲルユズ号・

リバーサルブロー号



（２４小倉２）第１日 ７月２８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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 手 当

２０１，６１０，０００円
１０，０１０，０００円
２，２４０，０００円
１７，９６０，０００円
５６，８３１，０００円
５，６２８，８００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
２６１，０５６，４００円
４９１，０４４，０００円
１６４，９８９，１００円
６４４，７８２，４００円
４３７，９８２，３００円
２７７，４３４，３００円
９１３，５８２，５００円
１，７７３，９４７，１００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 ４，９６４，８１８，１００円

総入場人員 ８，７９６名 （有料入場人員 ７，７１３名）


