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２２０１３ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）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

２２ テイエムシングン 牡２鹿 ５４ 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 ４７６± ０１：０８．５ ９．０�

１１ コウエイターボ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４± ０１：０８．６� ２３．３�
６６ ウイングリート 牡２鹿 ５４ 高倉 稜�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ９．５�
５５ シゲルワシザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 ４５６＋ ４１：０８．８１� １７．３�
８８ ウインドクラスト 牝２鹿 ５４ 酒井 学 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：０８．９� ２．４�
４４ カシノパシオン 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４５６－ ２１：０９．２２ ４２．０	
３３ ハ リ バ ッ ト 牡２青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 ４６０＋ ４ 〃 クビ ８４．６

７７ マイネルコイヌール 牡２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 パカパカ
ファーム ４３８－ ２１：０９．８３� ３．９�

８９ カノヤベンチャー 牡２栗 ５４ 浜中 俊神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 B４７２－ ２１：１０．９７ ４．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １３，６１１，４００円 複勝： ２１，８６１，９００円 枠連： ５，９６０，４００円

馬連： ２６，５４０，１００円 馬単： ２０，８００，７００円 ワイド： １２，８２３，６００円

３連複： ３９，９３０，３００円 ３連単： ７９，８４５，４００円 計： ２２１，３７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２４０円 � ３８０円 � ２６０円 枠 連（１－２） ７，８５０円

馬 連 �� ７，３２０円 馬 単 �� １３，２６０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ９７０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １４，６７０円 ３ 連 単 ��� １０７，３４０円

票 数

単勝票数 計 １３６１１４ 的中 � １２０４９（４番人気）
複勝票数 計 ２１８６１９ 的中 � ２５４８３（４番人気）� １４１６０（６番人気）� ２３２２６（５番人気）
枠連票数 計 ５９６０４ 的中 （１－２） ５６１（１６番人気）
馬連票数 計 ２６５４０１ 的中 �� ２６７７（１９番人気）
馬単票数 計 ２０８００７ 的中 �� １１５８（３８番人気）
ワイド票数 計 １２８２３６ 的中 �� ３０８３（１６番人気）�� ３２７９（１４番人気）�� ２９３４（１７番人気）
３連複票数 計 ３９９３０３ 的中 ��� ２００９（３８番人気）
３連単票数 計 ７９８４５４ 的中 ��� ５４９（２３９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１０．８―１１．４―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．０―４４．４―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムシングン 
�
父 サクラバクシンオー 

�
母父 スキャターザゴールド デビュー ２０１２．７．８ 中京５着

２０１０．３．３１生 牡２鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 ウインドクラスト号の騎手酒井学は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔調教再審査〕 ウインドクラスト号は，４コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

２２０１４ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）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 ４，６００，０００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

７１４ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０± ０１：４６．１ ３．０�

３５ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 松山 弘平華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４８４－ ２１：４６．４２ ３．５�
１２ メイショウアレーナ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４１４－ ２１：４７．０３� ２１．１�
６１２ ブラックビスケット 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 ４３０＋１４１：４７．２１� １４７．２�
４８ カワカミリバティー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４６２± ０１：４７．８３� ２３．８�
１１ カノヤベッピンサン 牝３黒鹿５４ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４３８－ ４１：４７．９� １５．５	
２３ キレイナダケデス 牝３栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 ４９６＋１８１：４８．６４ ６．２

８１５ エレガントカクテル 牝３鹿 ５４ 国分 恭介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４４２＋ ４１：４８．７クビ ９．５�
３６ スマイルモトヒメ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二黒澤 尚氏 千田 輝彦 新冠 飛渡牧場 ４４４＋１２１：４９．１２� ７０．２�
５９ アグネスレイシツ 牝３芦 ５４ 幸 英明渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 本巣牧場 ４６２± ０１：５０．０５ ５８．２
４７ ロ マ ン チ カ 牝３鹿 ５４ 酒井 学井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４１６－ ２１：５０．２１� ６１．０�
６１１ クィーンジラソーレ 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也中山 速水氏 武 宏平 浦河 細道牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ２６８．５�
２４ ヘヴンリーカラーズ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか グランド牧場 ４４８ ―１：５０．５１� １３．７�
８１６ メイショウタマモ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４１８＋ ８１：５１．０３ ２０１．６�
７１３ ペルルフィーヌ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―１：５２．６１０ ２８．０�
５１０ ヴァンクリフ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２６ ― （競走中止） ２０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７８６，２００円 複勝： ２３，６８６，７００円 枠連： １１，５４０，１００円

馬連： ３１，０４４，９００円 馬単： ２０，８６６，４００円 ワイド： １６，３８３，１００円

３連複： ４８，２３３，０００円 ３連単： ７２，２６６，６００円 計： ２３８，８０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３３０円 枠 連（３－７） ４６０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ９２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� ９，８４０円

票 数

単勝票数 計 １４７８６２ 的中 � ３９４９４（１番人気）
複勝票数 計 ２３６８６７ 的中 � ６０１６９（１番人気）� ５１４３７（２番人気）� １２５０２（５番人気）
枠連票数 計 １１５４０１ 的中 （３－７） １８９２４（１番人気）
馬連票数 計 ３１０４４９ 的中 �� ４３８２０（１番人気）
馬単票数 計 ２０８６６４ 的中 �� １５７３２（１番人気）
ワイド票数 計 １６３８３１ 的中 �� １９７６４（１番人気）�� ３９２１（１０番人気）�� ５８０８（６番人気）
３連複票数 計 ４８２３３０ 的中 ��� １３４６０（４番人気）
３連単票数 計 ７２２６６６ 的中 ��� ５４２０（１０番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．９―１２．８―１２．４―１２．３―１２．５―１２．８―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．７―２９．６―４２．４―５４．８―１：０７．１―１：１９．６―１：３２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３９．０
１
３
１４（１５，１２）（４，６）２（３，８）（１，１１，１３）５（７，１６）９
１４（１５，１２）５，６，２，８，４，１，３，９－（７，１１）１６－１３

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

勝馬の
紹 介

ウインアルエット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．１１．１２ 京都１０着

２００９．１．１５生 牝３鹿 母 ラークホイッスル 母母 Find Happiness １０戦１勝 賞金 １１，７００，０００円
〔競走中止〕 ヴァンクリフ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペルルフィーヌ号は，平成２４年８月２９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 オレンジビキニ号

第２回 小倉競馬 第２日



２２０１５ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第３競走 ��１，２００�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 ４，６００，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１７ アルレガーロ 牝３栗 ５４ 浜中 俊�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 B４５８－ ６１：０７．８ １．６�

３５ シゲルアプリコット 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 浦河 中村 雅明 ４９６－１０１：０８．２２� ６．９�
８１８ イ ツ ノ ヒ カ 牝３鹿 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ３８．４�
４８ カシノペンダント 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４３６－ ２ 〃 ハナ １１３．５�
２４ シゲルアンズ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４８０± ０１：０８．３� ９．４�
７１５ タマモギャラクシー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４６２＋１０１：０８．７２� ４５．７	
６１２ アサヒノネネ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４０６＋ ４１：０８．８� ５３．４

７１４ クレールドリュヌ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８－１８１：０８．９� ５８．９�
７１３ インプロージョン 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�アカデミー 加用 正 新ひだか フジワラフアーム ４５０＋１２１：０９．０� ７２．７�
８１６ メイショウミヤコ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史松本 好氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４３８＋ ８１：０９．１クビ ３１３．７�
１１ フォールメドウ 牝３栗 ５４ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４４８ ―１：０９．２� １４１．４�
１２ カレイドスコープ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１４ ―１：０９．３� ４９．０�
２３ サクラグロリアス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ １４．９�
５９ ファンタビュラス 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ５．９�
４７ メイショウタービン 牡３鹿 ５６ 酒井 学松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４５８－ ２１：０９．６１� １８４．８�
５１０ マヤノメスキータ 牝３栗 ５４ 幸 英明田所 英子氏 梅内 忍 新冠 高橋 忍 ４４４ ―１：０９．８１� ２３２．３�
３６ ナムラクーガー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬奈村 信重氏 松永 昌博 日高 賀張三浦牧場 ４７６＋ ８１：１０．０１� ４２５．５�
６１１ リメンバーミー 牝３青鹿５４ 高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 オリエント牧場 ４２８ ―１：１０．６３� ２６７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，８９３，７００円 複勝： ３９，２７３，５００円 枠連： １２，６０１，３００円

馬連： ３８，６８８，８００円 馬単： ３０，３３７，７００円 ワイド： ２０，４３９，６００円

３連複： ５４，９７４，７００円 ３連単： １０６，９３２，６００円 計： ３２４，１４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ５７０円 枠 連（３－８） ５４０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ７５０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ３，７００円 ３ 連 単 ��� ８，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２０８９３７ 的中 � １０３１２０（１番人気）
複勝票数 計 ３９２７３５ 的中 � １８５０２９（１番人気）� ４４９８３（２番人気）� ８９９６（８番人気）
枠連票数 計 １２６０１３ 的中 （３－８） １７３３１（３番人気）
馬連票数 計 ３８６８８８ 的中 �� ５４５００（２番人気）
馬単票数 計 ３０３３７７ 的中 �� ３２３６７（２番人気）
ワイド票数 計 ２０４３９６ 的中 �� ２１０５３（２番人気）�� ６３６１（８番人気）�� ２２３６（１８番人気）
３連複票数 計 ５４９７４７ 的中 ��� １０９６９（８番人気）
３連単票数 計１０６９３２６ 的中 ��� ８９５９（１８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．３―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４４．８―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルレガーロ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２０１１．８．２１ 札幌６着

２００９．３．１４生 牝３栗 母 メ ジ ェ ー ル 母母 カスパースカイゴールド ５戦１勝 賞金 ６，４００，０００円
〔その他〕 ファンタビュラス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ファンタビュラス号は，平成２４年８月２９日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ガッテンラヴ号・シゲルヒメリンゴ号

２２０１６ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：０７．１良

６６ コウエイキング �４鹿 ６０ 北沢 伸也西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４４８＋ ２３：１０．８ ９．８�

７７ メイショウルシェロ 牝７黒鹿５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４４４＋ ２ 〃 ハナ １．９�
２２ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 小坂 忠士田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５０－ ６３：１２．６大差 ４．１�
８９ � タビニデヨウ 牡４芦 ６０ 田村 太雅小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 ４５６＋ ８３：１３．１３ ４３．７�
４４ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５８ 黒岩 悠森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８０＋ ２３：１３．５２� １８．１�
３３ テイエムセイリュウ 牡３青鹿５８ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 ４９２± ０３：１４．０３ １９．３�
１１ タマモダイナミック 牡４鹿 ６０ 林 満明タマモ	 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 ５１４－１２３：１５．５９ ２７．０

８１０� セフティーフライト 牡３栗 ５８ 大江原 圭原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３８－ ６３：１７．７大差 １０８．８�
７８ � セフティファンキー 牡６栗 ６０ 白浜 雄造池田 實氏 服部 利之 浦河 梅田牧場 ４６４－ ２３：１７．９１� ３８．９�
５５ ボーカリスト 牡６鹿 ６０ 植野 貴也増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２３：１８．７５ ５．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，２５７，０００円 複勝： １８，３０４，２００円 枠連： ６，６９９，４００円

馬連： ２３，８７６，２００円 馬単： ２０，５０５，６００円 ワイド： １１，４３３，２００円

３連複： ３８，３７３，８００円 ３連単： ８１，５７６，０００円 計： ２１３，０２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（６－７） ８２０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５３０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ８，７２０円

票 数

単勝票数 計 １２２５７０ 的中 � ９９１８（４番人気）
複勝票数 計 １８３０４２ 的中 � １３２２１（４番人気）� ７２１９４（１番人気）� ３８２５７（２番人気）
枠連票数 計 ６６９９４ 的中 （６－７） ６０５７（３番人気）
馬連票数 計 ２３８７６２ 的中 �� １８６３２（３番人気）
馬単票数 計 ２０５０５６ 的中 �� ５４９５（１０番人気）
ワイド票数 計 １１４３３２ 的中 �� ７６１４（３番人気）�� ４２８６（７番人気）�� ２４４５３（１番人気）
３連複票数 計 ３８３７３８ 的中 ��� ３７３５８（２番人気）
３連単票数 計 ８１５７６０ 的中 ��� ６９１１（２５番人気）

上り １マイル １：４４．９ ４F ５１．４－３F ３８．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→�」
�
�
４－７－（６，９）－３，２－１－５－８＝１０
７（６，２）４，９－３－１＝５，８，１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイキング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１０．７．４ 阪神５着

２００８．４．１４生 �４鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 障害：１戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
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２２０１７ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）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

５８ � マイネルエテルネル 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd ４６０ ―１：０８．８ １．４�

３４ ケントヒーロー 牡２栗 ５４ 国分 優作田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 ４５０ ―１：０９．４３� １８３．２�
４６ アカノジュウロク 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：０９．７１� ９．２�
３３ アーマークラッド 牡２栗 ５４ 太宰 啓介吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２ ―１：１０．０２ ７．５�
２２ ティマイドリーム 牡２鹿 ５４ 幸 英明田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 ４８６ ―１：１０．１� ２７．１�
７１２ ドリームハヤテ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 ４９０ ―１：１０．４２ ３９．４�
８１３ テイエムカイソク 牡２鹿 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４４８ ― 〃 クビ ３３．６	
５７ ライブリシュネル 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８０ ―１：１０．５クビ ４２．０

７１１ ヤ マ ノ レ オ 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 ４８２ ―１：１０．９２� １０．４�
６９ バクシンパワー 牡２鹿 ５４ 川須 栄彦�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６０ ―１：１１．６４ １８．７
４５ アマクサオペラ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志奈良�孝一郎氏 坪 憲章 池田 新田牧場 ４３０ ―１：１２．１３ １７５．６�
８１４ カシノグリップ 牡２鹿 ５４ 酒井 学柏木 務氏 田所 秀孝 日高 門別牧場 ４３８ ―１：１２．４１� ２２９．９�
６１０ シゲルテンビンザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 イワミ牧場 ４４４ ―１：１３．５７ ２００．１�
１１ テイエムチカラ 牡２栗 ５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム ４８６ ―１：１５．７大差 １３６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，１４６，５００円 複勝： ４０，４０１，９００円 枠連： ９，４７８，７００円

馬連： ３５，２６８，５００円 馬単： ３２，８１３，３００円 ワイド： １８，１３１，４００円

３連複： ５２，１９９，８００円 ３連単： １０９，５１７，９００円 計： ３２１，９５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２，１８０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ４９０円

馬 連 �� １０，４６０円 馬 単 �� １１，９６０円

ワ イ ド �� ２，９７０円 �� ２８０円 �� ８，５９０円

３ 連 複 ��� １９，３３０円 ３ 連 単 ��� ９０，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２４１４６５ 的中 � １３９２５６（１番人気）
複勝票数 計 ４０４０１９ 的中 � ２３６０２６（１番人気）� １９０７（１２番人気）� ３０９４９（４番人気）
枠連票数 計 ９４７８７ 的中 （３－５） １４４９１（２番人気）
馬連票数 計 ３５２６８５ 的中 �� ２４８９（２９番人気）
馬単票数 計 ３２８１３３ 的中 �� ２０２５（２４番人気）
ワイド票数 計 １８１３１４ 的中 �� １３６３（３３番人気）�� １９２９４（２番人気）�� ４６３（４８番人気）
３連複票数 計 ５２１９９８ 的中 ��� １９９３（５２番人気）
３連単票数 計１０９５１７９ 的中 ��� ８９２（２１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．０―１１．９―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．６―４５．５―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルエテルネル �
�
父 Tamayuz �

�
母父 Piccolo 初出走

２０１０．４．５生 牡２栗 母 For Evva Silca 母母 Silca－Cisa １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 シゲルテンビンザ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨々折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムチカラ号は，平成２４年８月２９日まで平地競走に出走できない。

２２０１８ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第６競走 ��
��１，０００�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 ４，６００，０００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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１２ スズノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 哲雄 ４７８－ ４ ５９．１ １４．６�

３４ ジプシーマイラブ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ ５９．３１� ３．３�
６９ テイエムキュウベエ 牡３栗 ５６ 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 ４８２＋ ２ ５９．６２ ３．７�
６１０ ハリスキャスケード 牡３栗 ５６ 国分 恭介伊藤 仁氏 南井 克巳 浦河 冨岡 博一 ４６８＋ ６ 〃 ハナ １８．６�
４６ シゲルミカン 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４９８－ ２ ５９．７� １８．０�
２２ クラウンザクラウン 牡３鹿 ５６ 幸 英明矢野 悦三氏 角田 晃一 新冠 大栄牧場 ４９０＋１６１：００．２３ １１０．６�
５７ ローブリッター 牝３栗 ５４ 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９２＋１８１：００．３� ８５．２	
４５ フィールグリュック 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志有限会社シルク飯田 雄三 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２６＋ ６ 〃 クビ ３．８


７１１ マヤステッラ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム B４３８＋ ６１：００．４クビ ６４．７�
８１３ シゲルヤマモモ 牝３青鹿５４ 高倉 稜森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 沖田 繁 ４７４＋ ２１：００．５� １９７．６�
５８ ウォーターオアシス 牡３栗 ５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １９．８
１１ スズカサリュート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４３２＋ ２１：０１．２４ ３１３．６�
８１４� エイシントラベラー 牡３芦 ５６ 田辺 裕信平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer

Hall ５０２± ０１：０１．６２� ７．８�
３３ カシノレインボー 牝３芦 ５４ 大野 拓弥柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 B４５０＋ ８１：０１．８１ １２０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，３０４，７００円 複勝： ２７，７２３，６００円 枠連： １０，８３６，５００円

馬連： ３９，６６５，６００円 馬単： ２６，６３５，３００円 ワイド： １８，３５３，２００円

３連複： ５４，１８６，７００円 ３連単： ９２，３０３，６００円 計： ２８８，００９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ３４０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（３－７） ２，２６０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ６，６５０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� １，１５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ３，８４０円 ３ 連 単 ��� ３３，９５０円

票 数

単勝票数 計 １８３０４７ 的中 � ９９４５（５番人気）
複勝票数 計 ２７７２３６ 的中 � １６２８６（７番人気）� ５０７１１（３番人気）� ５７６７９（２番人気）
枠連票数 計 １０８３６５ 的中 （３－７） ３５４１（１１番人気）
馬連票数 計 ３９６６５６ 的中 �� １０８６２（８番人気）
馬単票数 計 ２６６３５３ 的中 �� ２９６０（２６番人気）
ワイド票数 計 １８３５３２ 的中 �� ４２３７（１５番人気）�� ３６５５（１８番人気）�� １５９０４（３番人気）
３連複票数 計 ５４１８６７ 的中 ��� １０４３８（１６番人気）
３連単票数 計 ９２３０３６ 的中 ��� ２００７（１１４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．７―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．５―３４．２―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノハヤブサ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１１．１３ 京都３着

２００９．３．３０生 牡３鹿 母 スズノパンサー 母母 スズノナルビー ３戦１勝 賞金 ６，４００，０００円
※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 スリーファンタスト号
（非抽選馬） １頭 レオネッサ号



２２０１９ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第７競走 ��２，０００�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 ４，６００，０００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

４６ ロードハリケーン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �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 ４９０－ ４１：５９．４ ３．２�

１１ キタサンパイロット 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 ４６８＋ ６１：５９．８２� ７．５�
５８ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 国分 優作 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６２：００．０１� ３．１�
８１５ コパノウェルス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５１４＋１０２：００．１� １５．８�
４７ ヴィサージュ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ４２：００．３１� ６．９�
８１４ スケルツァンド 牡３鹿 ５６ 幸 英明吉田 和子氏 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８± ０２：００．６１� １０．９	
５９ ビコークラウン 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４４４－ ２２：００．７� ２２３．２

２３ アプフェルヴァイン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ２２．２�
３５ エリモベッラ 牝３青鹿５４ 松山 弘平山本三津子氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４４２± ０ 〃 アタマ ２０．７�
２２ シゲルブンタン 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 藤原牧場 ４８２＋ ６２：００．８� １１８．９
３４ ブラックレイン 牡３黒鹿５６ 高倉 稜木浪 巖氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４９８－ ２２：０１．３３ ３７．９�
７１３ ワンダージョイア 牡３黒鹿５６ 高田 潤山本 信行氏 小崎 憲 えりも 能登 浩 ４４４－ ４２：０１．８３ ３１７．５�
７１２ ローレルアウェイク 牡３鹿 ５６ 酒井 学 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B４９２＋ ４２：０１．９� ２９．０�
６１０ ヴ ァ レ ン ス 牝３栗 ５４ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 新冠 パカパカ

ファーム ４６６－１０２：０２．１１� ９５．９�
６１１ メイショウストック 牝３栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 宏平 新ひだか 本桐牧場 ４１０＋ ３２：０５．４大差 １５０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，４４４，２００円 複勝： ２５，５８２，８００円 枠連： １２，２９４，９００円

馬連： ３９，４５６，６００円 馬単： ２６，６４６，３００円 ワイド： １８，８２１，０００円

３連複： ５７，２９９，１００円 ３連単： ９５，５６４，６００円 計： ２９３，１０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � １３０円 枠 連（１－４） ８８０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ２６０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ７，０００円

票 数

単勝票数 計 １７４４４２ 的中 � ４３２５９（２番人気）
複勝票数 計 ２５５８２８ 的中 � ４７４６９（２番人気）� ２３８９３（４番人気）� ６２４８２（１番人気）
枠連票数 計 １２２９４９ 的中 （１－４） １０３９４（４番人気）
馬連票数 計 ３９４５６６ 的中 �� ２００７３（６番人気）
馬単票数 計 ２６６４６３ 的中 �� ８３２１（６番人気）
ワイド票数 計 １８８２１０ 的中 �� ７７４４（６番人気）�� ２０３９４（１番人気）�� ８９２９（３番人気）
３連複票数 計 ５７２９９１ 的中 ��� ２７６７１（２番人気）
３連単票数 計 ９５５６４６ 的中 ��� １００８１（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１２．７―１２．２―１２．２―１２．３―１２．１―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．１―３４．８―４７．５―５９．７―１：１１．９―１：２４．２―１：３６．３―１：４７．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ロードハリケーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１２．３．１１ 阪神６着

２００９．２．１４生 牡３鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔制裁〕 ローレルアウェイク号の調教師昆貢は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウストック号は，平成２４年８月２９日まで平地競走に出走できない。

２２０２０ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２２ � セ イ ラ 牝３栗 ５２ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３０－ ８１：４５．９ ３５．７�

１１ ユウキマリアッチ 牝４鹿 ５５ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９４＋ ２１：４６．１１� ５．４�
４４ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：４６．３１� １７．１�
３３ ブラックアテナ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５１６＋１０１：４６．４クビ ２．５�
６７ � キモンレッド 牝４栗 ５５ 国分 恭介小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 ４６２＋ ２１：４６．５� １３．３�
６８ ファーマペニー 牝４鹿 ５５ 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４２４－ ８ 〃 クビ ５７．２�
５５ アグネスローザ 牝３鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２２＋ ４１：４６．６� １０．３	
７１０ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４５０± ０ 〃 アタマ １７．３

８１２ ツィンクルブーケ 牝４芦 ５５ 川須 栄彦吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：４６．７クビ ７３．６�
５６ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５２ 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４２＋ ２１：４７．０１� ３．９�
８１１ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５２ 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８０＋ ２１：４７．８５ ２１．１
７９ ラブリイステラ 牝４芦 ５５ 高倉 稜�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４９８＋１８１：４８．５４ ９２．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，４３３，１００円 複勝： ３４，０９６，６００円 枠連： １２，７８３，５００円

馬連： ５２，９１１，５００円 馬単： ３７，４５５，６００円 ワイド： ２２，０８２，５００円

３連複： ７１，９９８，２００円 ３連単： １３６，５８１，６００円 計： ３９１，３４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５７０円 複 勝 � ９００円 � ２４０円 � ４００円 枠 連（１－２） ７，５３０円

馬 連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １５，５６０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� ６，２９０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ２２，４９０円 ３ 連 単 ��� １４０，０００円

票 数

単勝票数 計 ２３４３３１ 的中 � ５１８２（９番人気）
複勝票数 計 ３４０９６６ 的中 � ８６６９（９番人気）� ４５２４５（３番人気）� ２２２００（６番人気）
枠連票数 計 １２７８３５ 的中 （１－２） １２５４（２４番人気）
馬連票数 計 ５２９１１５ 的中 �� ５９４５（２４番人気）
馬単票数 計 ３７４５５６ 的中 �� １７７７（５７番人気）
ワイド票数 計 ２２０８２５ 的中 �� ２６９１（２３番人気）�� ８４２（５０番人気）�� ４７９４（１５番人気）
３連複票数 計 ７１９９８２ 的中 ��� ２３６３（７１番人気）
３連単票数 計１３６５８１６ 的中 ��� ７２０（４０２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．９―３０．２―４３．４―５６．０―１：０８．２―１：２０．７―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セ イ ラ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス

２００９．４．１９生 牝３栗 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
地方デビュー ２０１１．１０．６ 門別



２２０２１ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

く に さ き

国 東 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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

２２ ハワイアンウインド 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５７．２レコード ５．３�

３３ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８８＋ ２１：５７．８３� ２１．５�

８９ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５４ 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ８ 〃 ハナ ２４．４�
８１０ ロードランパート 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �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 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １０．６�
１１ フクラムサイフ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ５０４－ ２１：５７．９� ４．２�
７７ フミノポールスター 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４９２± ０１：５８．０� １１．０�
４４ マ ナ ウ ス 牡３鹿 ５４ 和田 竜二鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 ４８４＋ ６１：５８．９５ ２２．４	
５５ ローズリパブリック 牡６芦 ５７ 田辺 裕信 
サンデーレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム ４５６－ ８１：５９．１１� １４．７�
７８ ゴットラウディー 牡４鹿 ５７ 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４６０－１０２：００．３７ ２．９�
６６ ベンジャミン 牡４青鹿５７ 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ５０２－ ２２：０３．３大差 １０．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，７９３，４００円 複勝： ３８，５９７，３００円 枠連： １４，９４３，５００円

馬連： ６７，２３２，９００円 馬単： ４２，０１０，４００円 ワイド： ２６，０９１，０００円

３連複： ８６，２３８，３００円 ３連単： １６６，３９８，９００円 計： ４６７，３０５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ５３０円 � ６７０円 枠 連（２－３） ５，１１０円

馬 連 �� ４，８００円 馬 単 �� ７，４００円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� １，８６０円 �� ４，２００円

３ 連 複 ��� ３０，２３０円 ３ 連 単 ��� １４０，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２５７９３４ 的中 � ３８８３９（３番人気）
複勝票数 計 ３８５９７３ 的中 � ６２７０２（３番人気）� １７２３８（９番人気）� １３３４０（１０番人気）
枠連票数 計 １４９４３５ 的中 （２－３） ２１６０（２２番人気）
馬連票数 計 ６７２３２９ 的中 �� １０３５４（２４番人気）
馬単票数 計 ４２０１０４ 的中 �� ４１９３（３７番人気）
ワイド票数 計 ２６０９１０ 的中 �� ３９７０（２８番人気）�� ３４８６（３２番人気）�� １５０５（４５番人気）
３連複票数 計 ８６２３８３ 的中 ��� ２１０６（１０２番人気）
３連単票数 計１６６３９８９ 的中 ��� ８７２（５０７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１２．３―１１．９―１１．７―１１．７―１１．８―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．９―３４．２―４６．５―５８．４―１：１０．１―１：２１．８―１：３３．６―１：４５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハワイアンウインド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１２．１．２１ 京都６着

２００９．４．５生 牝３鹿 母 ライクザウインド 母母 ウインドインハーヘア ６戦２勝 賞金 １７，３６６，０００円
〔その他〕 ベンジャミン号は，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。

２２０２２ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第１０競走
ウインズ佐世保開設１０周年記念

��
��１，２００�

さ せ ぼ

佐 世 保 特 別
発走１５時００分 （芝・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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１１ スギノエンデバー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４２－ ４１：０７．１ ２．１�

５６ アイラブリリ 牝３黒鹿５２ 松山 弘平杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４２８＋ ２１：０７．２� ６．９�
７９ � マヤノリュウジン 牡５栗 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 ５２４＋ ６１：０７．５１	 ８．０�
７１０ メイショウローラン 牡７鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ９０．８�
５５ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４５８－ ８１：０７．９２� ２２．８�
６８ マジカルポケット 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信�原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 ４８４＋ ４１：０８．０� １２．８�
８１１ ハ ノ ハ ノ 牡４鹿 ５７ 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４６０＋ ８１：０８．１� ４．０

２２ � レインボーローズ 牝５栗 ５５ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ４１：０８．２� １８２．９�
４４ テイエムカルメン 牝６鹿 ５５ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８２± ０１：０８．４１ １７．５�
６７ ヴェアリアスムーン 牡３栗 ５４ 大野 拓弥小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 B４９４± ０１：０８．６１
 １０６．５
８１２ リッカコウユウ 牝６鹿 ５５ 川須 栄彦立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５４－ ２ 〃 クビ １０９．４�
３３ パープルタイガー 牡３栗 ５４ 幸 英明中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B４８０－ ４１：０９．２３� ２７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，７７７，２００円 複勝： ５０，６６６，５００円 枠連： １８，１０９，９００円

馬連： ９４，７０９，５００円 馬単： ６１，２１３，８００円 ワイド： ３４，７１９，２００円

３連複： １２４，０４２，０００円 ３連単： ２５３，９７８，２００円 計： ６７２，２１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（１－５） ６３０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３６０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３４７７７２ 的中 � １３５３８５（１番人気）
複勝票数 計 ５０６６６５ 的中 � １６９１５３（１番人気）� ５９１０８（４番人気）� ６０７６０（３番人気）
枠連票数 計 １８１０９９ 的中 （１－５） ２１３７６（２番人気）
馬連票数 計 ９４７０９５ 的中 �� ８９８５５（２番人気）
馬単票数 計 ６１２１３８ 的中 �� ３３４５２（３番人気）
ワイド票数 計 ３４７１９２ 的中 �� ２７９７４（２番人気）�� ２４６０２（３番人気）�� １０２２７（９番人気）
３連複票数 計１２４０４２０ 的中 ��� ５７６２２（４番人気）
３連単票数 計２５３９７８２ 的中 ��� ２６３５５（１２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．１―１０．８―１１．２―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．９―３２．７―４３．９―５５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スギノエンデバー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．１４ 小倉１着

２００８．４．２生 牡４鹿 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド ２３戦３勝 賞金 ９９，７０６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔その他〕 テイエムカルメン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムカルメン号は，平成２４年８月２９日まで出走できない。

１レース目



２２０２３ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第１１競走 ��
��１，７００�K B C 杯

発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，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

KBC九州朝日放送賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２３ グラッツィア 牡４鹿 ５７ 浜中 俊山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：４４．１ ４．８�

４８ プレファシオ 牡５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 B５０４＋ ２ 〃 クビ ３２．８�
８１５ メイショウエバモア 牡５芦 ５７ 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５２２± ０１：４４．２� ６６．４�
６１２ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５７ 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２ 〃 ハナ １１．６�
５１０ バトードール 牡５栗 ５７ 小牧 太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３４＋ ４１：４４．３クビ ７．９�
８１６ メタギャラクシー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４８２－ ２１：４４．４� ２１．４	
３６ セブンサミッツ 牡６栗 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ４ 〃 アタマ １７．８

３５ チュウワブロッサム 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７４± ０１：４４．５� ３８．４�
７１３	 チョイワルグランパ 牡６黒鹿５７ 国分 優作�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５１８＋ ６１：４４．７１ １４３．７�
１１ グッドマイスター 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：４４．９１ １．７
４７ 
 ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５７ 国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Thomas L.

Nichols ４８０＋ ４１：４５．２１� １４７．０�
２４ エイシンナナツボシ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５３６－ ６ 〃 クビ １３９．４�
１２ マッシヴエンペラー 牡７栗 ５７ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８６－１０１：４５．３� ７９．０�
６１１ エーシンポルックス 牡５芦 ５７ 幸 英明�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０８＋ ２１：４５．５１� ９２．２�
７１４ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 酒井 学水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４９６＋ ４１：４６．０３ １８３．４�
５９ 	 モエレジュンキン 牡５鹿 ５７ 高倉 稜鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 ４６２＋ ２１：４６．５３ ４８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，９２６，４００円 複勝： ８９，６２３，４００円 枠連： ４７，１１１，７００円

馬連： ２２４，３１０，８００円 馬単： １４１，８８１，８００円 ワイド： ７６，３５１，３００円

３連複： ３１５，４１２，４００円 ３連単： ７０６，１９４，８００円 計： １，６６１，８１２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２２０円 � ７７０円 � １，４１０円 枠 連（２－４） ５，４６０円

馬 連 �� ５，９７０円 馬 単 �� １０，３３０円

ワ イ ド �� １，７２０円 �� ３，６９０円 �� ７，０９０円

３ 連 複 ��� ５７，３００円 ３ 連 単 ��� ３０２，３１０円

票 数

単勝票数 計 ６０９２６４ 的中 � １０１５３２（２番人気）
複勝票数 計 ８９６２３４ 的中 � １３９２６４（２番人気）� ２７６７１（７番人気）� １４３６９（１１番人気）
枠連票数 計 ４７１１１７ 的中 （２－４） ６３７４（１７番人気）
馬連票数 計２２４３１０８ 的中 �� ２７７４４（１７番人気）
馬単票数 計１４１８８１８ 的中 �� １０１４１（２９番人気）
ワイド票数 計 ７６３５１３ 的中 �� １１１６９（１６番人気）�� ５０７４（３４番人気）�� ２６１１（５５番人気）
３連複票数 計３１５４１２４ 的中 ��� ４０６３（１２４番人気）
３連単票数 計７０６１９４８ 的中 ��� １７２４（５５８番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１２．０―１３．５―１２．３―１１．８―１２．０―１２．２―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．９―２９．９―４３．４―５５．７―１：０７．５―１：１９．５―１：３１．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

グラッツィア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．１１．６ 京都３着

２００８．４．２１生 牡４鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song １４戦５勝 賞金 ７３，４８８，０００円

２２０２４ ７月２９日 晴 良 （２４小倉２）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５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 ７，２００，０００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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１１ ブライトバニヤン 牡４青鹿５７ 和田 竜二津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４８２＋ ６１：４６．９ １０．３�

８１０ サンライズマルス 牡４栗 ５７ 浜中 俊松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－ ８１：４７．０� １．５�

５５ フェータルローズ 牝３栗 ５２ 大野 拓弥兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３４－ ６ 〃 クビ ５．５�
７９ � ディープタッチ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６＋ ８１：４７．３１� １２２．７�
７８ タッチドヘヴンリー 牡４鹿 ５７ 幸 英明谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ５０４± ０ 〃 ハナ ３３．３�
１１ サイドアタック 牡４栗 ５７ 松山 弘平杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４６８－ ８ 〃 クビ ５．２�
３３ アイファーハイカラ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５６－ ６１：４７．６１� ２３．０�
６７ � クラウンビースト 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４４４－ ６１：４７．９１� １６１．６	
６６ アウゲンイカロス 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ５００＋ ４ 〃 クビ ７３．１

２２ � パンドラクラウン 牝４黒鹿５５ 高倉 稜栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４４６＋３０１：４８．１１ １２２．８�
４４ スズカブリザード 牡６鹿 ５７ 酒井 学永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５１４＋ ８１：４８．２� ９６．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，７１４，０００円 複勝： ８０，２４６，６００円 枠連： ２３，５０５，０００円

馬連： ９３，１４１，４００円 馬単： ７９，４４５，１００円 ワイド： ３６，７０７，８００円

３連複： １２１，３９０，８００円 ３連単： ３８５，６１５，８００円 計： ８６０，７６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（８－８） ６６０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５６０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� ９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ４０７１４０ 的中 � ３１１５４（４番人気）
複勝票数 計 ８０２４６６ 的中 � ５２１７４（４番人気）� ５１２９７０（１番人気）� ７６２４７（３番人気）
枠連票数 計 ２３５０５０ 的中 （８－８） ２６５６２（３番人気）
馬連票数 計 ９３１４１４ 的中 �� ９８８３３（３番人気）
馬単票数 計 ７９４４５１ 的中 �� ２７７１７（８番人気）
ワイド票数 計 ３６７０７８ 的中 �� ３７００８（３番人気）�� １３０１５（７番人気）�� ６２９８０（２番人気）
３連複票数 計１２１３９０８ 的中 ��� ９９５５３（２番人気）
３連単票数 計３８５６１５８ 的中 ��� ３０８５７（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．０―３５．５―４７．８―１：００．１―１：１２．２―１：２３．９―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトバニヤン 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．２．２０ 京都１着

２００８．４．２０生 牡４青鹿 母 エキセントリック 母母 キンコーハロー ３戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
※スズカブリザード号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（２４小倉２）第２日 ７月２９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 １５７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

１７６，２６０，０００円
６，５３０，０００円
１，２６０，０００円
１５，５２０，０００円
５３，３７１，０００円
４，５６４，０００円
１，５０７，２００円

勝馬投票券売得金
３０７，０８７，８００円
４９０，０６５，０００円
１８５，８６４，９００円
７６６，８４６，８００円
５４０，６１２，０００円
３１２，３３６，９００円
１，０６４，２７９，１００円
２，２８６，７７６，０００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 ５，９５３，８６８，５００円

総入場人員 ９，８７３名 （有料入場人員 ８，６６８名）


