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２２０３７ ８月５日 曇 良 （２４小倉２）第４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

６８ マルシゲサムライ 牡２栗 ５４
５１ ▲水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム ４２８＋ ２１：０８．９ ７．０�

６９ スクワドロン 牡２芦 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９６－ ４ 〃 クビ １３．０�
５７ ジョウショーピアス 牝２栗 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 ４４２± ０１：０９．１１� ４６．８�
４４ ニシノモンクス 牝２鹿 ５４ 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム ４５０－ ２１：０９．２クビ ４．４�
２２ シゲルホウオウザ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ４４８＋１０ 〃 クビ ４．８�
７１１ モオプナツヨシ 牡２黒鹿５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７４－１０１：０９．３� ４．１�
３３ 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 ４６８－ ４１：０９．６２ １５．５	
４５ ユキノスライダー 牡２栗 ５４ 川須 栄彦遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 ４３０＋ ２１：０９．９２ ６．１

５６ エイティグローリー 牝２栗 ５４ 田辺 裕信前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４１８－ ４１：１０．４３ １３．１�
８１２ ナムラケンシロウ 牡２栃栗５４ 国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４４６＋ ６１：１１．７８ ５９．４�
１１ オリンピックイヤー 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 藤巻 則弘 ４３４＋ ６ 〃 ハナ ６５．６
７１０ サムライキング 牡２青鹿５４ 高倉 稜竹原 孝昭氏 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 ４０８－ ２１：１２．１２� ２１５．９�

（１２頭）
８１３ ダンツバーゴ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，１３２，６００円 複勝： ２３，９５９，６００円 枠連： ８，３４５，６００円

馬連： ３１，２９９，２００円 馬単： ２０，７９４，９００円 ワイド： １４，２７１，８００円

３連複： ４８，９４５，２００円 ３連単： ７４，５５７，６００円 計： ２３４，３０６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２３０円 � ４８０円 � ８４０円 枠 連（６－６） ４，７００円

馬 連 �� ３，６１０円 馬 単 �� ６，３５０円

ワ イ ド �� １，８２０円 �� ２，４２０円 �� ５，７６０円

３ 連 複 ��� ４９，９７０円 ３ 連 単 ��� １５５，８８０円

票 数

単勝票数 計 １２１３２６ 的中 � １３７８９（５番人気）
複勝票数 計 ２３９５９６ 的中 � ３２６５５（４番人気）� １２５９９（７番人気）� ６５６７（９番人気）
枠連票数 計 ８３４５６ 的中 （６－６） １３１２（１６番人気）
馬連票数 計 ３１２９９２ 的中 �� ６３９９（２１番人気）
馬単票数 計 ２０７９４９ 的中 �� ２４１８（３１番人気）
ワイド票数 計 １４２７１８ 的中 �� １９５６（２６番人気）�� １４５９（３１番人気）�� ６０１（４５番人気）
３連複票数 計 ４８９４５２ 的中 ��� ７２３（１０７番人気）
３連単票数 計 ７４５５７６ 的中 ��� ３５３（４２３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１０．９―１１．７―１２．０―１２．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルシゲサムライ �
�
父 サムライハート �

�
母父 Woodman デビュー ２０１２．７．２１ 中京４着

２０１０．４．９生 牡２栗 母 ホウライコメット 母母 Catopetl ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔出走取消〕 ダンツバーゴ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔制裁〕 ニシノモンクス号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１２番への進路影響）

モオプナツヨシ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サムライキング号は，平成２４年９月５日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ワイドウォーカー号（疾病〔右寛跛行〕のため）

２２０３８ ８月５日 曇 良 （２４小倉２）第４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

４８ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４４０－ ４１：４６．３ ２．６�

２４ エーシンルミナス 牝３鹿 ５４ 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ３．３�
３６ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４２＋ ６１：４７．５７ ５．６�
６１２ タニノアペトゥラ 牝３栗 ５４ 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７４± ０１：４９．０９ １３．３�
３５ サイレンスドリーム 牝３鹿 ５４ 高倉 稜藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４５６＋ ４１：４９．３２ １０９．５�
５９ 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 ４６０－ ２ 〃 ハナ ３６．４	
８１６ アグネスプリキュア 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：４９．４� ３２．４

８１５ タニノユニヴァース 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂谷水 雄三氏 日吉 正和 安平 ノーザンファーム ４１８± ０１：４９．６� ２１．１�
１１ ホッコーピーチ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９８－１０１：５０．２３� ３６．０�
７１３ トシザジュエル 牝３栗 ５４ 鮫島 良太上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４６４＋ ８１：５０．５１� ２８．９
７１４ オレンジビキニ 牝３黒鹿５４ 酒井 学青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 クビ １８．５�
１２ テイエムオオヒ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４７８＋１２１：５０．７� ２３１．１�
４７ ラブリーリタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 ４７０＋ ２１：５０．８クビ ３５４．６�
６１１ ワイルドゲッツ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 ４３８ ―１：５１．０１� ７３．４�
２３ ツルマルサンチャン 牝３鹿 ５４ 浜中 俊鶴田 鈴子氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４６－１６１：５１．８５ １７．４�
５１０ メイショウナナクサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４６２＋ ２１：５１．９クビ ３１９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６５８，８００円 複勝： ２７，６９２，３００円 枠連： １１，０８８，３００円

馬連： ３２，５５５，７００円 馬単： ２２，７１８，７００円 ワイド： １８，９９６，７００円

３連複： ５３，６５５，８００円 ３連単： ８１，６７０，２００円 計： ２６４，０３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－４） ４２０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ３，３４０円

票 数

単勝票数 計 １５６５８８ 的中 � ４８２１３（１番人気）
複勝票数 計 ２７６９２３ 的中 � ６９７６３（１番人気）� ５２４０２（３番人気）� ５６２１７（２番人気）
枠連票数 計 １１０８８３ 的中 （２－４） １９５９７（１番人気）
馬連票数 計 ３２５５５７ 的中 �� ４４６５５（１番人気）
馬単票数 計 ２２７１８７ 的中 �� １５６７８（２番人気）
ワイド票数 計 １８９９６７ 的中 �� ２２９４９（１番人気）�� １９９１０（２番人気）�� １０３８２（３番人気）
３連複票数 計 ５３６５５８ 的中 ��� ５２４７０（１番人気）
３連単票数 計 ８１６７０２ 的中 ��� １８０７４（３番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１１．９―１２．７―１２．４―１２．２―１２．５―１２．７―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．０―４２．７―５５．１―１：０７．３―１：１９．８―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３９．０
１
３
４（７，９）（１４，１６）（３，６，１２）１５（１１，１３）－８，５，２（１，１０）・（４，８）－７，９，６－１２，１４，１６（３，１１）１５，１３－（１，１０）５＝２

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

シゲルリンゴ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神１５着

２００９．４．７生 牝３栗 母 タヤスオドリコ 母母 ノーザンミンクス １０戦１勝 賞金 １１，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルマルサンチャン号は，平成２４年９月５日まで平地競走に出走できない。

メイショウナナクサ号は，平成２４年１０月５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 ヴァルカモニカ号

第２回 小倉競馬 第４日



２２０３９ ８月５日 曇 良 （２４小倉２）第４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 ４，６００，０００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

３５ ナリタプリムローズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 ４３０＋ ６１：４７．３ ４．９�

４７ メイショウインロウ 牡３栗 ５６ 国分 恭介松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ５２０－ ２１：４７．４� ５．８�
１２ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４７２－ ４１：４７．７２ ２３．３�
６１１ プレザントライフ 牡３青鹿５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４９４－ ４１：４８．６５ ３．２�
２３ カシノデューク 牡３栗 ５６ 北村 友一柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４８２－ ２１：４８．７クビ １３．７�
５９ マスターズキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂�リーヴァ 矢作 芳人 日高 シンボリ牧場 ４７８－１１ 〃 ハナ １２２．５	
７１３ シゲルヒメリンゴ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４４０＋ ８ 〃 ハナ ２０．６

１１ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 小牧 太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５２－ ６１：４８．９１� １１．７�
３６ ユ ウ ウ イ ン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４９０＋１０１：４９．２１� ５２．５�
２４ ヤマカツマーフィ �３鹿 ５６ 高倉 稜山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 ５２２ ―１：４９．７３ ５．４
７１４ アクティブポイント 牡３青鹿５６ 武 幸四郎平口 信行氏 牧浦 充徳 日高 白瀬 明 ４７８＋ ８１：４９．９１� １１６．７�
５１０ トウカイプライド 牡３黒鹿５６ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４６０－１２１：５０．０クビ １２．６�
６１２ スズカアイキュー 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５４＋ ５１：５０．２１� １６４．２�
４８ ポートポケット 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也�槇本牧場 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４７０＋１０ 〃 ハナ １９４．４�
８１６ ボレーシュート �３鹿 ５６ 国分 優作畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 秋場牧場 ４６２＋１４１：５２．１大差 １０７．３�

（１５頭）
８１５ チャーミングトーク 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦吉田 千津氏 加用 正 浦河 太陽牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，６０２，６００円 複勝： ２１，７７７，０００円 枠連： １０，３３０，６００円

馬連： ３０，６１２，０００円 馬単： ２１，５０９，５００円 ワイド： １５，３８９，２００円

３連複： ４６，９４７，０００円 ３連単： ７１，７３４，９００円 計： ２３０，９０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ２００円 � ５２０円 枠 連（３－４） １，１７０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，１００円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ６，８１０円 ３ 連 単 ��� ２９，７３０円

票 数

単勝票数 差引計 １２６０２６（返還計 ３３１） 的中 � ２０３９５（２番人気）
複勝票数 差引計 ２１７７７０（返還計 ４５１） 的中 � ３１００７（３番人気）� ３１４０１（２番人気）� ９０４０（９番人気）
枠連票数 差引計 １０３３０６（返還計 １２） 的中 （３－４） ６５３２（６番人気）
馬連票数 差引計 ３０６１２０（返還計 ３２３９） 的中 �� １７３４４（４番人気）
馬単票数 差引計 ２１５０９５（返還計 ２２２５） 的中 �� ６０２１（８番人気）
ワイド票数 差引計 １５３８９２（返還計 １４０３） 的中 �� ７３１２（４番人気）�� ３３８０（１４番人気）�� ２３００（２６番人気）
３連複票数 差引計 ４６９４７０（返還計 ８６１１） 的中 ��� ５０９５（２６番人気）
３連単票数 差引計 ７１７３４９（返還計 １３０９３） 的中 ��� １７８１（９１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．５―１１．３―１１．８―１２．４―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．２―４６．５―５８．３―１：１０．７―１：２２．９―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタプリムローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．４．７ 阪神８着

２００９．４．２２生 牝３鹿 母 ナリタシークレット 母母 フラワースカイ ４戦１勝 賞金 ５，０６０，０００円
〔出走取消〕 チャーミングトーク号は，疾病〔左後裂蹄〕のため出走取消。
〔その他〕 ボレーシュート号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。
※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） ５頭 オレンジブルーム号・クロコサイレンス号・シュタインガーデン号・ゼンノティソナ号・タニノマイルストン号

２２０４０ ８月５日 曇 良 （２４小倉２）第４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

２２ シゲルハッサク 牡３芦 ５８
５６ ▲森 一馬森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 ４７４＋ ４３：１１．５ ４．４�

８８ シ ー ラ イ フ 牝４芦 ５８ 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５０４－ ６３：１１．８２ ４．９�
７７ � リスキープラン 牡５鹿 ６０ 田村 太雅�アイテツ 森 秀行 新ひだか カタオカステーブル ４７６＋ ２３：１４．７大差 ９．１�
３３ パルクエスト 牝６鹿 ５８ 北沢 伸也木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ５０４＋ ８３：１５．１２� ２．５�
６６ � テイエムサウスダン 牡４栗 ６０ 難波 剛健竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４８０＋ ８３：１６．９大差 ６．９�
１１ � ダイヤモンドハウス �４黒鹿６０ 植野 貴也中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４４２＋ ６３：１７．０� ４８．７�
８９ � コパノハリケーン 牡４鹿 ６０ 今村 康成小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９２－ ２３：２０．３大差 ２０．７	
５５ タマモキャッツアイ 牝３鹿 ５６ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９２＋ ４ （競走中止） １７．２

４４ シゲルメロン �３黒鹿５８ 中村 将之森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４７２＋ ８ （競走中止） ２４．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １１，１００，５００円 複勝： １１，７４６，３００円 枠連： ６，７５３，４００円

馬連： ２１，３２０，３００円 馬単： １９，２６３，６００円 ワイド： ９，８８０，０００円

３連複： ３５，６８６，２００円 ３連単： ７２，８０８，０００円 計： １８８，５５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ７８０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４７０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� １１，１７０円

票 数

単勝票数 計 １１１００５ 的中 � ２０２８５（２番人気）
複勝票数 計 １１７４６３ 的中 � ２３１２３（２番人気）� １８４２０（３番人気）� １２７７１（５番人気）
枠連票数 計 ６７５３４ 的中 （２－８） ６４１６（３番人気）
馬連票数 計 ２１３２０３ 的中 �� １３６９０（４番人気）
馬単票数 計 １９２６３６ 的中 �� ７２８７（６番人気）
ワイド票数 計 ９８８００ 的中 �� ７１１８（３番人気）�� ５２８２（５番人気）�� ３０９５（１０番人気）
３連複票数 計 ３５６８６２ 的中 ��� １０８７２（８番人気）
３連単票数 計 ７２８０８０ 的中 ��� ４８１１（２８番人気）

上り １マイル １：４７．９ ４F ５３．１－３F ４０．４
コーナー
通過順位

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

�
�
８＝６，２－３＝７（５，１）－９
８＝２＝６－３－７＝１＝９

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルハッサク �

父 タイキシャトル �


母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．７．１０ 京都１２着

２００９．２．１７生 牡３芦 母 カ サ パ サ ー 母母 カ サ ダ ガ 障害：３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔競走中止〕 シゲルメロン号は，競走中に前進気勢を欠いたため６号障害〔竹柵〕手前で競走中止。

タマモキャッツアイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため２周目１号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルメロン号は，競走中に前進気勢を欠き，６号障害手前で競走を中止したことについて

平成２４年８月６日から平成２４年８月２６日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。



２２０４１ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

３３ カラフルブラッサム 牝２鹿 ５４ 松山 弘平吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：５０．４ ５．６�

６７ ヘミングウェイ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０ ―１：５０．６１� １．３�

４４ バロンミノル 牡２黒鹿５４ 国分 恭介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８２ ―１：５１．０２� ３４．３�
２２ ピ ン ポ ン 牡２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 ４３６ ―１：５１．１� １１．４�
７１０ テイエムイナズマ 牡２黒鹿５４ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８８ ―１：５１．４１� １２．９�
１１ ダイショウザー 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 高野牧場 ４７８ ―１：５１．６１� １０７．０�
５５ サンマルホーム 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４２４ ―１：５１．９１� ４５．９�
８１１ タガノギャラクシー 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２６ ―１：５２．０� ７９．２	
７９ ダノングラッド 牡２鹿 ５４ 川田 将雅
ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４３８ ―１：５２．２１� ２１．５�
５６ メイキングドラマ 牡２栗 ５４ 北村 友一齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 ４６４ ― 〃 ハナ １９３．５�
８１２ ホッコーナナツボシ 牡２鹿 ５４ 高倉 稜矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６８ ―１：５２．９４ ４２．１
６８ ジョウショークロス 牡２鹿 ５４ 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 ４６６ ―１：５４．３９ ２４７．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，００８，５００円 複勝： ４６，７９１，４００円 枠連： ９，５０２，６００円

馬連： ３５，３７２，６００円 馬単： ３４，４５１，０００円 ワイド： １９，１３３，８００円

３連複： ５２，８８２，６００円 ３連単： １２４，０９９，２００円 計： ３４６，２４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（３－６） ３７０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ９００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ９，０００円

票 数

単勝票数 計 ２４００８５ 的中 � ３３９２８（２番人気）
複勝票数 計 ４６７９１４ 的中 � ５３４５７（２番人気）� ２９８８１６（１番人気）� １２５６０（６番人気）
枠連票数 計 ９５０２６ 的中 （３－６） １８９９０（１番人気）
馬連票数 計 ３５３７２６ 的中 �� ７５１７１（１番人気）
馬単票数 計 ３４４５１０ 的中 �� ２１６５８（４番人気）
ワイド票数 計 １９１３３８ 的中 �� ３９０４４（１番人気）�� ４２２４（１２番人気）�� ７１１８（７番人気）
３連複票数 計 ５２８８２６ 的中 ��� ２４８３３（４番人気）
３連単票数 計１２４０９９２ 的中 ��� １０１７９（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３８．１―５０．７―１：０２．４―１：１４．３―１：２６．３―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

カラフルブラッサム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch 初出走

２０１０．３．３０生 牝２鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ピンポン号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番への進路影響）

２２０４２ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

３３ スイートドーナッツ 牡２黒鹿５４ 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 ４５０ ―１：１０．２ ４．３�

２２ サンセットスカイ 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４６６ ―１：１０．４１� ４．０�

８８ プリムラブルガリス 牡２鹿 ５４ 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：１０．６１� ２．７�
８９ シ ギ ル 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 道見牧場 ４５４ ―１：１０．７� １０．０�
６６ テイエムミサイル 牡２鹿 ５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 ４３８ ―１：１１．０２ ６１．０�
５５ ランドボイジャー 牡２栗 ５４ 田辺 裕信木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 ４４６ ―１：１１．１� ３１．４�
１１ タガノバスター 牡２栗 ５４ 武 豊八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２ ―１：１２．０５ ８．８�
４４ ウォーターパーク 牡２黒鹿５４ 北村 友一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５０ ―１：１２．２１� ７．１

７７ シゲルサンカクザ 牡２栗 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 中央牧場 ４１０ ―１：１２．８３� １２４．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １６，０７４，４００円 複勝： ２０，６６２，４００円 枠連： ７，８８４，３００円

馬連： ２９，０６８，９００円 馬単： ２３，８６２，９００円 ワイド： １３，１８１，１００円

３連複： ４２，１８９，４００円 ３連単： ８６，１２７，７００円 計： ２３９，０５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（２－３） ８４０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２３０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ４，５６０円

票 数

単勝票数 計 １６０７４４ 的中 � ２９６００（３番人気）
複勝票数 計 ２０６６２４ 的中 � ３６０５３（３番人気）� ３７００２（２番人気）� ５１９０７（１番人気）
枠連票数 計 ７８８４３ 的中 （２－３） ６９５８（５番人気）
馬連票数 計 ２９０６８９ 的中 �� ２４９５９（３番人気）
馬単票数 計 ２３８６２９ 的中 �� １０６２４（５番人気）
ワイド票数 計 １３１８１１ 的中 �� ９８１４（３番人気）�� １５０４３（２番人気）�� １５１７８（１番人気）
３連複票数 計 ４２１８９４ 的中 ��� ４５７５２（１番人気）
３連単票数 計 ８６１２７７ 的中 ��� １３９５７（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１１．７―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．９―４６．６―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートドーナッツ �

父 スウェプトオーヴァーボード �


母父 El Prado 初出走

２０１０．２．９生 牡２黒鹿 母 スイートプラド 母母 Kenbu １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 タガノバスター号は，発進不良〔内側に逃避〕。



２２０４３ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０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

２２ イイデカントリ 牝３青鹿５４ 川田 将雅 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４６４＋ ４ ５９．１ ３．６�

３４ エイユーラピス 牝３鹿 ５４ 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 ４５８＋ ８ ５９．５２� １３．９�
４５ パスパルトゥー 牝３栗 ５４ 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４－ ２ ５９．６� ５．１�
６１０ アブクマペレ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介浜野順之助氏 藤沢 則雄 浦河 村下牧場 ５３０＋２０１：００．１３ ５７．６�
８１３ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６ 高倉 稜山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４３８－ ２ 〃 アタマ ２．２�
８１４ キョウワリベラル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９２＋ ２１：００．２クビ １４．８	
５７ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ２１．７

７１１ タガノバルベッタ 牡３青鹿５６ 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５１４－ ６１：００．４１ ２０８．４�
７１２ ストリームライン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－ ６１：００．５� １６．４�
３３ トウカイエナジー 牝３栗 ５４ 酒井 学内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４７０＋ ４１：０１．２４ ３４．９
６９ テ ア ト ゥ ロ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４８６＋２４１：０１．４１� ３６８．１�
４６ フェリスタス 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４３８＋１２１：０１．５� １３１．９�
１１ ツルミラトラーター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４５８＋ ２１：０１．８１� ３７７．９�
５８ ダノンサンデー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：０２．１２ １４２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，５７９，６００円 複勝： ２９，４８０，６００円 枠連： １３，２９５，１００円

馬連： ４１，６１９，７００円 馬単： ３０，９４８，２００円 ワイド： １９，４０３，８００円

３連複： ６０，４９８，４００円 ３連単： １０９，２４７，４００円 計： ３２６，０７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � １６０円 枠 連（２－３） １，６５０円

馬 連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ３６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 ��� １４，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２１５７９６ 的中 � ４７３５４（２番人気）
複勝票数 計 ２９４８０６ 的中 � ４８３５８（３番人気）� ２５７２５（５番人気）� ５５８３７（２番人気）
枠連票数 計 １３２９５１ 的中 （２－３） ５９６４（８番人気）
馬連票数 計 ４１６１９７ 的中 �� １５１６４（７番人気）
馬単票数 計 ３０９４８２ 的中 �� ６６９９（１０番人気）
ワイド票数 計 １９４０３８ 的中 �� ７１２４（８番人気）�� １４１２８（３番人気）�� ８４２２（７番人気）
３連複票数 計 ６０４９８４ 的中 ��� １７７３９（８番人気）
３連単票数 計１０９２４７４ 的中 ��� ５３９４（４１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．４―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．５―３３．９―４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．６
３ ２，５，７（１２，１３）４－３，１０（９，１１）（１，６）＝１４＝８ ４ ２，５（４，７）１３－１２－（３，１０）（９，１１）（１，６）－１４＝８

勝馬の
紹 介

イイデカントリ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１２．６．１０ 阪神２着

２００９．５．３１生 牝３青鹿 母 ウ ー ジ ャ 母母 Cinegita ４戦１勝 賞金 ８，０６０，０００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 スリーファンタスト号
（非抽選馬） ３頭 ヴォワドランジュ号・タランテラ号・レオネッサ号

２２０４４ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４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）

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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３５ コウエイチャンス 牡３鹿 ５４ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６０－１４１：４５．０ １２．４�

６１２ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５４ 武 豊杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４８０＋ ８１：４５．３２ ６．６�
４８ ゴ リ ラ 牡３栗 ５４ 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 ４８２± ０ 〃 クビ ３．０�
５１０ エーシンリボルバー 牡４栗 ５７ 川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５２８＋ ８１：４６．２５ ２．６�
１１ � ネオファッショ 牡４鹿 ５７ 北村 友一西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４８２－ １１：４６．５２ １９０．９�
２３ スペシャルザダイヤ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５００＋ ２１：４６．６クビ ２４．５�
８１５ アルスマルカート 牡４栗 ５７ 国分 恭介池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B４８０＋１４ 〃 クビ １１６．４	
７１４ シャイニーダンディ 牡４青鹿５７ 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４７８＋ ８１：４６．７� ２３．５

３６ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５６０＋１４１：４７．５５ １１．２�
６１１ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿５４ 小牧 太北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４５８－ ５１：４７．６� ２０６．５�
８１６� メイショウシレトコ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６８－ ２１：４７．７� １８５．８
５９ シンハヤブサ 牡３栗 ５４ 太宰 啓介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 安田 豊重 B４９８＋ ８１：４７．９１ ２５０．５�
４７ � エーシンハクレイ 牡４芦 ５７ 酒井 学�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ５０４＋ ２１：４８．６４ １６．６�
７１３ ゼロワンシンジロー 牡３鹿 ５４ 高倉 稜国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 ４５６± ０１：４８．７� ３５．８�
１２ メイショウヘイハチ 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５３４－１４１：５０．０８ １５１．１�
２４ トウケイオリオン 牝３栗 ５２ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４４０－ ２１：５０．５３ ２１４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８９８，９００円 複勝： ４０，６７６，６００円 枠連： １５，９８６，３００円

馬連： ５７，４８５，１００円 馬単： ３６，００９，５００円 ワイド： ２８，４０５，６００円

３連複： ８５，７９５，１００円 ３連単： １３８，６７３，３００円 計： ４２６，９３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（３－６） １，０９０円

馬 連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ６，３９０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ６２０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� ２８，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２３８９８９ 的中 � １５１９０（５番人気）
複勝票数 計 ４０６７６６ 的中 � ４２４３２（４番人気）� ４９３７５（３番人気）� ８０２４１（２番人気）
枠連票数 計 １５９８６３ 的中 （３－６） １０９０９（６番人気）
馬連票数 計 ５７４８５１ 的中 �� １６８２５（１０番人気）
馬単票数 計 ３６００９５ 的中 �� ４１５９（２６番人気）
ワイド票数 計 ２８４０５６ 的中 �� １０８２４（６番人気）�� １１０４０（５番人気）�� ２１３８１（２番人気）
３連複票数 計 ８５７９５１ 的中 ��� ２１６３９（８番人気）
３連単票数 計１３８６７３３ 的中 ��� ３５３２（８９番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．２―１２．３―１２．２―１２．１―１２．２―１２．５―１２．６―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．８―３０．１―４２．３―５４．４―１：０６．６―１：１９．１―１：３１．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイチャンス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ダンスホール デビュー ２０１１．７．２３ 京都１０着

２００９．３．６生 牡３鹿 母 スイートミュール 母母 スイートヒコ １８戦２勝 賞金 ２８，２５０，０００円
〔発走状況〕 シンハヤブサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シンハヤブサ号は，平成２４年８月６日から平成２４年９月４日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイオリオン号は，平成２４年９月５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。
（非抽選馬） ２頭 エーシンデューク号・ホーマンベルウィン号



２２０４５ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

あ だ ち や ま

足 立 山 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

８１２ スペシャルピース 牝４栗 ５５ 酒井 学�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４６６＋ ２２：００．３ ２６．２�

７１０ ツインテール 牝４栗 ５５ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６２：００．４� ７４．３�
１１ テーオーレジェンド 牡３栗 ５４ 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－ ８ 〃 ハナ ５．２�
３３ � ウインマクレガー 牡４黒鹿５７ 松山 弘平�ウイン 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２ 〃 クビ １４３．９�
８１３ ドラゴネッティ 牡３黒鹿５４ 川須 栄彦吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５２－ ２２：００．５	 ８．３�
２２ スマッシュスマイル 牡４栃栗５７ 中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８２：００．７� ２．０	
５６ レッドシェリフ 牡４栗 ５７ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 アタマ ４．３

４５ パントクラトール 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ ９．２�
６８ タイガーシード 牡３黒鹿５４ 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４８６＋ ８２：０１．０１� ６９．５�
４４ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５２ 藤懸 貴志岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３４－ ２２：０１．６３	 １１０．９
７１１� 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 B４４４－ ２２：０１．７	 ２７０．０�
５７ � イイデジャパン 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４９８－ ４２：０２．３３	 ７１．１�
６９ � ワンダーストーリリ 牝５黒鹿５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４０８－ ４２：０２．５１ ３８１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，９０２，９００円 複勝： ４２，６９６，８００円 枠連： １６，０８４，０００円

馬連： ６５，９８２，８００円 馬単： ５０，２６８，７００円 ワイド： ２６，２１９，０００円

３連複： ８９，６６９，６００円 ３連単： ２０１，７７７，０００円 計： ５１８，６００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６２０円 複 勝 � ５４０円 � １，０８０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ７，１７０円

馬 連 �� ３０，６９０円 馬 単 �� ９２，５２０円

ワ イ ド �� ５，９１０円 �� １，４８０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ５２，５３０円 ３ 連 単 ��� ３６２，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２５９０２９ 的中 � ７８０１（６番人気）
複勝票数 計 ４２６９６８ 的中 � １９６１２（６番人気）� ８９４１（７番人気）� ６２４５７（３番人気）
枠連票数 計 １６０８４０ 的中 （７－８） １６５７（１５番人気）
馬連票数 計 ６５９８２８ 的中 �� １５８７（３８番人気）
馬単票数 計 ５０２６８７ 的中 �� ４０１（８４番人気）
ワイド票数 計 ２６２１９０ 的中 �� １０７３（３７番人気）�� ４４５２（１４番人気）�� ２５１５（２２番人気）
３連複票数 計 ８９６６９６ 的中 ��� １２６０（８０番人気）
３連単票数 計２０１７７７０ 的中 ��� ４１１（４３５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．１―１２．９―１２．６―１２．５―１１．９―１１．６―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．４―３５．５―４８．４―１：０１．０―１：１３．５―１：２５．４―１：３７．０―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペシャルピース �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１１．１３ 京都６着

２００８．２．４生 牝４栗 母 グローリーティアラ 母母 ロイヤルティアラ １６戦２勝 賞金 ２１，３２９，０００円
［他本会外：３戦０勝］

２２０４６ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１１ マイネルバイカ 牡３鹿 ５４ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４７４＋ ６１：４５．０ ５．３�

４８ キングヒーロー 牡３黒鹿５４ 高倉 稜伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５０２＋ ４１：４５．２１� ７．３�
７１４ レックスパレード 牡４栗 ５７ 川田 将雅 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５２０± ０１：４５．３クビ ２．５�
１２ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５７ 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６２－ ２１：４５．４� ５８．２�
５９ セレスロンディー 牡５青 ５７ 松山 弘平岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４７８－ ２ 〃 ハナ ８．１�
２３ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５０－ ６１：４５．６� ６．２	
５１０ メメビーナス 牝５青鹿５５ 武 豊本谷 惠氏 坂口 正則 浦河 吉田 又治 ４８６＋ ６１：４６．０２� １０．３

７１３	 ネオシーサー 牡５青 ５７ 中村 将之佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 ４５０＋ ８１：４６．１クビ ２７２．２�
８１６ オースミレジスタ 牡５青鹿５７ 太宰 啓介�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５４６＋ ６１：４６．３１� ２２．１�
６１２ ライジングバイオ 牡７鹿 ５７ 藤懸 貴志バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７８＋ ４１：４６．４� ４１０．２
３５ ヨ ク バ リ 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７０－ ２１：４６．５クビ ８６．３�
２４ バンドゥロンシャン 牡６栗 ５７ 小牧 太 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ４８０＋２０ 〃 クビ ３９．５�
６１１ タガノガルーダ 牝５栗 ５５ 国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５４－１６１：４６．６� １７６．２�
３６ スマイルミッキー 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４７８－ ４１：４６．８１ ８４．７�
８１５ ナリタシルエット 牝５黒鹿５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４７６＋ ２１：４６．９� ８９．３�
４７ エクセルフラッグ 牡５鹿 ５７ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５１６＋１２１：４７．２１� １１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，４６７，９００円 複勝： ５６，５４５，４００円 枠連： ２５，９２１，６００円

馬連： １１２，３６７，０００円 馬単： ６４，４３４，２００円 ワイド： ４０，２５６，３００円

３連複： １４４，３８１，２００円 ３連単： ２６３，４３９，０００円 計： ７４０，８１２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（１－４） １，７９０円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ３１０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３３４６７９ 的中 � ５０３０１（２番人気）
複勝票数 計 ５６５４５４ 的中 � ９４９１６（２番人気）� ５８６３７（４番人気）� １５４３１５（１番人気）
枠連票数 計 ２５９２１６ 的中 （１－４） １０７０４（９番人気）
馬連票数 計１１２３６７０ 的中 �� ４６０２１（７番人気）
馬単票数 計 ６４４３４２ 的中 �� １５１０８（１０番人気）
ワイド票数 計 ４０２５６３ 的中 �� １４１９８（８番人気）�� ３５０００（１番人気）�� ２１６７２（４番人気）
３連複票数 計１４４３８１２ 的中 ��� ６２４６２（３番人気）
３連単票数 計２６３４３９０ 的中 ��� １５９１９（２７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．８―２９．４―４１．８―５４．２―１：０６．３―１：１８．９―１：３１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルバイカ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．１０．１６ 京都６着

２００９．２．１８生 牡３鹿 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ９戦３勝 賞金 ３１，６６３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 タナトス号の騎手佐藤哲三は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トップオブカハラ号
（非抽選馬） ５頭 エスジーブルーム号・キングコーリンオー号・バトルドンジョン号・ヒカリアスティル号・メイショウシェイク号

１レース目



２２０４７ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４日 第１１競走
近代競馬１５０周年記念 サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４８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，２３．８．６以降２４．７．２９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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．１

良

良

７１０ エクスペディション 牡５栗 ５５ 浜中 俊 �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 ４５０－ ２１：５７．３ ７．９�

５５ トーセンラー 牡４黒鹿５７ 川田 将雅島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：５７．７２� ２．７�
８１１ ナリタクリスタル 牡６黒鹿５８ 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 ４８０－ ４１：５７．８� ２４．６�
４４ ダノンバラード 牡４黒鹿５７ 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７４± ０１：５８．０１� ３．０�
８１２ ゲシュタルト 牡５鹿 ５７ 中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５０８－ ８１：５８．１� ２０．３	
５６ アスカクリチャン 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ １８．０

３３ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５５ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５２２＋１２ 〃 クビ １３．１�
６７ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５３ 高倉 稜西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４４８－ ２１：５８．２� ３０．９�
６８ � エーシンジーライン 牡７黒鹿５７ 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm ４９０－ ８１：５８．６２� ３４．１
２２ ワルキューレ 牝８青 ５１ 松山 弘平岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５０２－ ２１：５８．７� １３．７�
７９ タムロスカイ 牡５栗 ５５ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８６－１０１：５８．８クビ １６．６�
１１ セイカアレグロ 牡７鹿 ４８ 藤懸 貴志久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム ４９２－ ８１：５９．１２ １１８．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２０，８６７，３００円 複勝： １６５，６３８，３００円 枠連： ９５，１２９，７００円

馬連： ５２８，６２８，８００円 馬単： ２６７，０７４，２００円 ワイド： １８１，８２６，４００円

３連複： ７３９，９０６，５００円 ３連単： １，５５７，５９１，４００円 計： ３，６５６，６６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２５０円 � １４０円 � ５６０円 枠 連（５－７） ７９０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ２，９５０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� １２，０３０円 ３ 連 単 ��� ６６，６７０円

票 数

単勝票数 計１２０８６７３ 的中 � １２０８６１（３番人気）
複勝票数 計１６５６３８３ 的中 � １５７５５７（３番人気）� ４３８０１０（１番人気）� ５６７０３（１０番人気）
枠連票数 計 ９５１２９７ 的中 （５－７） ９５０２６（２番人気）
馬連票数 計５２８６２８８ 的中 �� ２８９３２４（２番人気）
馬単票数 計２６７０７４２ 的中 �� ５６１４５（１０番人気）
ワイド票数 計１８１８２６４ 的中 �� ８３６５１（２番人気）�� １５５１９（３３番人気）�� ２６４４３（２１番人気）
３連複票数 計７３９９０６５ 的中 ��� ４５４１９（４１番人気）
３連単票数 計１５５７５９１４ 的中 ��� １７２４２（２１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．５―１２．０―１１．８―１１．６―１１．６―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．９―３４．５―４７．０―５９．０―１：１０．８―１：２２．４―１：３４．０―１：４５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクスペディション �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．７．１０ 阪神２着

２００７．５．１７生 牡５栗 母 ビ ー モ ル 母母 Bemis Heights １６戦６勝 賞金 １２６，９８８，０００円
〔制裁〕 ゲシュタルト号の騎手中井裕二は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）

２２０４８ ８月５日 晴 良 （２４小倉２）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�

お ご お り

小 郡 特 別
発走１６時１５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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１２ アンバルブライベン 牝３鹿 ５２ 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４６０＋ ４１：０７．５ ２３７．３�

１１ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９８± ０１：０７．７１� ２．３�
５１０� ケンブリッジヒーロ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 ４６４± ０１：０８．０２ ５４．５�
２４ バ コ パ 牡３栗 ５４ 武 豊畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６＋ ８１：０８．２１ １５．３�
７１３ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ ２３．１�
５９ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５４ 高倉 稜猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４８０＋ ２１：０８．３	 ４８．０�
２３ クラウンエンビー 牡３栗 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５４＋ ９ 〃 アタマ ４１．５	
８１５ シャドウエミネンス 牡４栗 ５７ 浜中 俊飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ８．２

３６ ディザイラブル 牝３黒鹿５２ 北村 友一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１８－ ４１：０８．５１� ３６．３�
１２ エーティーランボー 牡４鹿 ５７ 国分 優作荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７０－ ８１：０８．６クビ １８．６
７１４� サマービーチ 牝４栗 ５５ 花田 大昂仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４６４－ ４１：０８．７	 ４２７．８�
４８ リッカスウィープ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４７８－ ８１：０８．８
 ９４．２�
３５ アースツリー 牝５栗 ５５ 小牧 太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：０９．０１ ５．５�
８１７ エーシンフルマーク 牡３栗 ５４ 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ４．６�
８１６ サチノポピー 牝３栗 ５２ 中井 裕二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５８± ０１：０９．２１� ７７．４�
４７ ビップセンノセン 牝４黒鹿５５ 国分 恭介鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４５８＋ ２１：０９．４
 ２９４．５�
６１１ ヒノクニリョジョウ 牝３栗 ５２ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４７４－ ２１：１１．３大差 ３２３．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４４，８３８，９００円 複勝： ６７，７５５，５００円 枠連： ３８，１７４，７００円

馬連： １２８，５７４，７００円 馬単： ７６，７７１，４００円 ワイド： ５１，０２８，２００円

３連複： １８４，５２４，８００円 ３連単： ３３６，６７８，３００円 計： ９２８，３４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３，７３０円 複 勝 � ２，８３０円 � １４０円 � ５６０円 枠 連（１－６） ７，１００円

馬 連 �� ２０，７７０円 馬 単 �� ７１，５４０円

ワ イ ド �� ６，６２０円 �� ３２，６６０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� １３１，５８０円 ３ 連 単 ��� １，５０５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４４８３８９ 的中 � １４８９（１４番人気）
複勝票数 計 ６７７５５５ 的中 � ４３５７（１４番人気）� ２０６８４６（１番人気）� ２５０７３（８番人気）
枠連票数 計 ３８１７４７ 的中 （１－６） ３９７０（１７番人気）
馬連票数 計１２８５７４７ 的中 �� ４５７０（４６番人気）
馬単票数 計 ７６７７１４ 的中 �� ７９２（１２４番人気）
ワイド票数 計 ５１０２８２ 的中 �� １８７８（５８番人気）�� ３７７（１０３番人気）�� ８６４９（１４番人気）
３連複票数 計１８４５２４８ 的中 ��� １０３５（２２２番人気）
３連単票数 計３３６６７８３ 的中 ��� １６５（１７２０番人気）

ハロンタイム １１．６―９．９―１０．８―１１．３―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２１．５―３２．３―４３．６―５５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．２
３ １２（８，１１，１６）（１，１７）３，１４（２，１３）９，４，１０（５，６，７）１５ ４ １２，８，１（１１，１６）（３，１７，１３）９（２，１４）１０，４（５，６）（７，１５）

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー ２０１２．１．８ 京都２着

２００９．２．１７生 牝３鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール ７戦２勝 賞金 １７，５３４，０００円
〔制裁〕 バコパ号の騎手武豊は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒノクニリョジョウ号は，平成２４年９月５日まで平地競走に出走できない。

４レース目
対象レース



（２４小倉２）第４日 ８月５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 １６１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

２２９，２６０，０００円
９，１５０，０００円
２，２３０，０００円
１９，８５０，０００円
５４，１７５，０００円
４，８２３，８００円
１，５４５，６００円

勝馬投票券売得金
３６２，１３２，９００円
５５５，４２２，２００円
２５８，４９６，２００円
１，１１４，８８６，８００円
６６８，１０６，８００円
４３７，９９１，９００円
１，５８５，０８１，８００円
３，１１８，４０４，０００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 ８，１００，５２２，６００円

総入場人員 １８，９７５名 （有料入場人員 ）


