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22001 7月27日 晴 良 （25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

59 ハ ッ シ ュ 牝2芦 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 21：08．2 23．7�

47 シゲルカワチ 牝2栗 54 川田 将雅森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 458＋ 81：08．41� 4．4�
46 � エイシンソルティー 牝2芦 54 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 470－ 21：08．5クビ 1．9�
814 スマートエビデンス 牡2鹿 54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 490＋ 2 〃 クビ 5．7�
611 エイシンヤノゴトク 牡2栗 54 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 B436－101：08．6� 41．3�
712 ブルーヴァルキリー 牝2栗 54 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 422－ 21：08．91	 33．0	
22 カシノステイタス 牡2栗 54 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 428＋ 4 〃 クビ 275．4

35 ベラフォレスタ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 452－ 21：09．0クビ 11．0�
23 クリノカメハメハ 牡2鹿 54 松山 弘平栗本 博晴氏 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 442＋ 21：09．1� 46．9
815 トラストフェアリー 牝2栗 54

52 △中井 裕二菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 412－ 4 〃 クビ 12．9�
610 トップザサブライ 牡2黒鹿54 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 416＋ 61：09．41	 228．0�
58 トップランナウェイ 牡2鹿 54 高倉 稜�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 414－ 41：09．82� 161．3�
11 エドノチャーム 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼遠藤 喜松氏 梅田 智之 新ひだか 沖田 忠幸 398－ 61：10．01
 458．4�
34 シゲルトカチ 牡2青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 出口牧場 B460－ 81：10．42� 245．6�
713 コンゴウサクラ 牝2黒鹿54 鮫島 良太金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 桜井牧場 408－101：10．61
 74．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，872，600円 複勝： 38，970，400円 枠連： 8，932，500円
馬連： 30，816，900円 馬単： 24，633，900円 ワイド： 17，357，500円
3連複： 48，784，900円 3連単： 84，423，100円 計： 275，791，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 370円 � 180円 � 110円 枠 連（4－5） 1，410円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 12，430円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 700円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 36，870円

票 数

単勝票数 計 218726 的中 � 7285（6番人気）
複勝票数 計 389704 的中 � 15475（6番人気）� 43670（3番人気）� 172790（1番人気）
枠連票数 計 89325 的中 （4－5） 4680（6番人気）
馬連票数 計 308169 的中 �� 4963（16番人気）
馬単票数 計 246339 的中 �� 1463（32番人気）
ワイド票数 計 173575 的中 �� 2657（15番人気）�� 5956（7番人気）�� 15658（3番人気）
3連複票数 計 487849 的中 ��� 11911（8番人気）
3連単票数 計 844231 的中 ��� 1690（105番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．8―11．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．9―44．2―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ッ シ ュ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．6 中京4着

2011．3．30生 牝2芦 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22002 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1日 第2競走 ��1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

510 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 430－ 41：47．4 3．1�
48 クーファゲルニカ 牝3青 54 浜中 俊大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：47．5� 2．5�
47 フェリーチェレガロ 牝3黒鹿54 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 クビ 5．8�
713 ディオジェーヌ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 ハナ 9．3�
24 ムーンビスコッティ 牝3栗 54 国分 優作�谷口牧場 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 438＋ 21：47．6� 38．1�
714 キ ク ヒ メ 牝3鹿 54 高田 潤玉井 宏和氏 吉村 圭司 新ひだか 藤原牧場 436－10 〃 ハナ 43．6	
12 プリンセスフローラ 牝3栗 54 松山 弘平有限会社シルク野中 賢二 安平 ノーザンファーム 406－ 61：47．7� 13．0

816 セーノークイン 牝3鹿 54 酒井 学國立 治氏 境 直行 浦河 細道牧場 482－ 41：47．91� 134．2�
35 マコトラヴィッサン 牝3青鹿54 幸 英明尾田左知子氏 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 2 〃 クビ 29．6�
36 ポンドゥレーヴ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣小河 一氏 野中 賢二 平取 清水牧場 468＋ 81：48．0クビ 345．0�
611 ヘヴンリームーン 牝3鹿 54 和田 竜二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468－12 〃 クビ 41．7�
23 ベリービスケット 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二簗詰 貴彦氏 鮫島 一歩 森 笹川大晃牧場 454－ 61：48．74 239．5�
59 メメキューティー 牝3栗 54 武 豊本谷 惠氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B484－ 21：48．8� 25．1�
612 ゴッドスピードユー 牝3鹿 54 鮫島 良太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 412－12 〃 クビ 358．9�
815 カシノレアネス 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 430＋ 61：49．33 501．8�
11 エーシンシャイナー 牝3栗 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 442 ―1：50．15 249．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，708，600円 複勝： 25，562，800円 枠連： 7，141，600円
馬連： 26，655，100円 馬単： 19，289，100円 ワイド： 14，094，700円
3連複： 38，719，200円 3連単： 69，169，800円 計： 215，340，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 160円 �� 290円 �� 250円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，750円

票 数

単勝票数 計 147086 的中 � 38164（2番人気）
複勝票数 計 255628 的中 � 67745（2番人気）� 72062（1番人気）� 33242（3番人気）
枠連票数 計 71416 的中 （4－5） 19519（1番人気）
馬連票数 計 266551 的中 �� 48627（1番人気）
馬単票数 計 192891 的中 �� 16621（2番人気）
ワイド票数 計 140947 的中 �� 28038（1番人気）�� 10215（3番人気）�� 13010（2番人気）
3連複票数 計 387192 的中 ��� 43244（1番人気）
3連単票数 計 691698 的中 ��� 18563（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．2―12．7―12．5―12．5―11．8―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―35．2―47．9―1：00．4―1：12．9―1：24．7―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．5
1
3
・（7，9，10）（8，16）（2，13）（5，11）4，14，6（1，12）3，15・（7，9，10）13（8，16）（2，5）（11，14）（6，4）（1，12，3）15

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンレベッカ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．11．3 京都4着

2010．4．22生 牝3鹿 母 ウエスタンデンコー 母母 ミュージカルラーク 10戦1勝 賞金 16，100，000円

第２回 小倉競馬 第１日



22003 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1日 第3競走 ��
��1，000�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
57．1
57．1

稍重
稍重

33 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56 川田 将雅相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 488－ 2 58．6 1．5�
58 � ロケットダッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 480＋ 8 〃 クビ 10．9�
57 キリノトップラン 牡3鹿 56 幸 英明平田 道子氏 岩元 市三 浦河 本巣 敦 488－ 6 59．23� 24．8�
610 ナムラセキトバ 牡3栗 56 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 千歳 社台ファーム 442－ 8 59．83� 132．2�
69 ピサノカルメン 牝3鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 472－ 8 〃 クビ 21．2�
11 プリーズドスマイル 牝3鹿 54 浜中 俊 	グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 430－ 4 59．9	 5．6

22 フ ァ ウ ヌ ス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム 492＋ 21：00．0� 203．1�

711 シャインエタニティ 牝3青鹿54 太宰 啓介�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 440－10 〃 アタマ 53．9�
34 � アンテインテッド 牝3栗 54

51 ▲藤懸 貴志�大樹ファーム 松元 茂樹 米
Daniel J.
Burke & Kath-
leen Schweizer

458 ―1：00．1クビ 58．3
813 アスカリンカーン 牝3鹿 54 小牧 太神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 436＋ 41：00．63 40．5�
46 ビコーハエレシス 牡3黒鹿56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 440－ 41：00．81
 463．1�
45 ロータスワンド 牝3栗 54 武 幸四郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 浦河 辻 牧場 432 ―1：01．33 14．1�
712� ハクサンナチュラル 牝3栗 54

51 ▲森 一馬河﨑 五市氏 西園 正都 米 Edward A.
Cox, Jr. 492＋141：01．93� 15．6�

814 クーファリリー 牝3栗 54
52 △中井 裕二大迫久美子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 480－ 21：02．22 399．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，565，800円 複勝： 53，448，200円 枠連： 8，598，700円
馬連： 30，628，100円 馬単： 26，652，700円 ワイド： 15，976，900円
3連複： 44，400，100円 3連単： 88，885，900円 計： 290，156，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 280円 � 380円 枠 連（3－5） 580円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 390円 �� 550円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 13，670円

票 数

単勝票数 計 215658 的中 � 118424（1番人気）
複勝票数 計 534482 的中 � 356261（1番人気）� 21661（4番人気）� 14605（7番人気）
枠連票数 計 85987 的中 （3－5） 11061（2番人気）
馬連票数 計 306281 的中 �� 26826（3番人気）
馬単票数 計 266527 的中 �� 16217（3番人気）
ワイド票数 計 159769 的中 �� 10917（3番人気）�� 7357（6番人気）�� 1310（26番人気）
3連複票数 計 444001 的中 ��� 7024（16番人気）
3連単票数 計 888859 的中 ��� 4802（41番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．6―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．3．9 阪神12着

2010．5．1生 牡3鹿 母 マイネマニフィーク 母母 マイネゴージャス 7戦1勝 賞金 11，090，000円
〔制裁〕 ハクサンナチュラル号の騎手森一馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔その他〕 プリーズドスマイル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ハクサンナチュラル号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔鼻出血による出走制限〕 プリーズドスマイル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年8月27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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エリモティアラ号・ダノンイルーシヴ号・デンコウショウイン号
（非抽選馬） 3頭 デイスピリッツ号・ベルガモット号・ヤマニンジェルブ号

22004 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時25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

24 ブルーボリウッド 牡3栗 56
53 ▲藤懸 貴志 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 480－ 21：45．7 6．1�
35 トウカイインパルス 牡3青鹿56 幸 英明内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 502－ 61：47．19 2．4�
36 コマノアーティスト 牡3芦 56 川田 将雅長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 512± 01：47．3� 3．2�
47 マ ム テ ィ 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 444－ 61：48．15 5．2�
510 シゲルカメレオンザ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 468－ 41：48．63 31．5�
11 ドリームルーツ 牡3鹿 56 畑端 省吾セゾンレースホース� 加用 正 新ひだか 畑端牧場 488＋ 41：48．7� 59．2	
611 パープルヘイロー 牝3鹿 54 酒井 学中野 銀十氏 境 直行 日高 道見牧場 452＋161：49．01� 52．0

816 アラタマセット 牝3鹿 54 国分 恭介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 432＋ 6 〃 ハナ 220．3�
23 ミリタリーアーツ 牡3栗 56 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 434－ 21：49．31� 91．8�
612 ル ー ベ ル 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 474＋ 61：49．4クビ 44．8
713 メイショウヨリキ 牡3黒鹿56 熊沢 重文松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 446± 01：49．6� 48．5�
12 ワンダーブライド 牝3栗 54 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 392＋ 61：49．81� 148．2�
714 ビューティルック 牝3栗 54 水口 優也長谷川光司氏 野村 彰彦 浦河 ヒダカフアーム 424± 01：50．54 301．4�
815 クリノロブソン 牡3黒鹿56 真島 正徳栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 ダイヤモンドファーム 446＋ 21：52．2大差 229．5�

（佐賀）

59 シ ャ ッ ツ 牝3鹿 54 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 460± 01：54．0大差 118．8�
48 エメラルパワー 牡3黒鹿56 太宰 啓介高橋 勉氏 加藤 敬二 平取 スガタ牧場 478＋ 2 （競走中止） 119．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，827，800円 複勝： 22，649，200円 枠連： 9，556，400円
馬連： 28，516，100円 馬単： 22，171，800円 ワイド： 17，220，500円
3連複： 47，636，200円 3連単： 82，576，800円 計： 247，154，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 130円 � 120円 � 120円 枠 連（2－3） 410円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 170円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 168278 的中 � 22032（4番人気）
複勝票数 計 226492 的中 � 46097（3番人気）� 53986（1番人気）� 49803（2番人気）
枠連票数 計 95564 的中 （2－3） 17470（1番人気）
馬連票数 計 285161 的中 �� 29725（2番人気）
馬単票数 計 221718 的中 �� 9072（8番人気）
ワイド票数 計 172205 的中 �� 18277（2番人気）�� 17541（3番人気）�� 28015（1番人気）
3連複票数 計 476362 的中 ��� 92022（1番人気）
3連単票数 計 825768 的中 ��� 15831（9番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．8―12．9―12．5―12．6―12．5―12．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．1―43．0―55．5―1：08．1―1：20．6―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーボリウッド �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．1．26 京都7着

2010．4．17生 牡3栗 母 シルクハリウッド 母母 アップマイスリーヴ 12戦1勝 賞金 9，560，000円
〔競走中止〕 エメラルパワー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノロブソン号・シャッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月27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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キルト号・キングアルフォンス号・ソンブレロ号・ダイシンソリッド号・ユニバーサルキング号
※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。



22005 7月27日 晴 良 （25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

35 カシノタロン 牝2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 424 ―1：09．8 11．2�
510 カシノエーデル 牝2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 430 ―1：10．22� 32．3�
48 テイエムボッケモン 牡2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 468 ―1：10．3� 9．9�
47 テイエムゲッタドン 牡2栗 54

51 ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 466 ―1：10．4クビ 2．0�
817 カシノリデル 牝2栗 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 谷 潔 熊本 吉村 功 436 ―1：10．61� 150．2�
713 コウエイプリンセス 牝2鹿 54 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 422 ―1：10．7クビ 5．1�
24 キリシマホーマ 牡2鹿 54 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 478 ―1：11．02 6．7	
818 カシノサプライズ 牝2鹿 54 国分 恭介柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 戸田 ゆり子 422 ―1：11．21� 58．5

12 キョウワコクリコ 牡2鹿 54 真島 正徳�協和牧場 飯田 雄三 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 504 ―1：11．3� 29．1�

（佐賀）

714 テイエムトッピモン 牡2鹿 54
52 △中井 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 442 ―1：11．51� 67．8

816 テイエムヒットバセ 牝2青鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 418 ―1：11．6� 26．7�
611 テイエムダイヤメ 牝2鹿 54 難波 剛健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 412 ―1：11．7� 152．1�
11 リッシンサムライ 牡2芦 54 太宰 啓介小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 釘田 義美 438 ―1：12．33� 39．0�
23 アスカタキオン 牝2栗 54 高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 松元 登 434 ―1：12．51� 53．0�
612 キリシマムスメ 牝2栗 54 水口 優也土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 444 ―1：12．6� 282．2�
59 カシノピカロ 牡2栗 54 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 472 ―1：12．91� 161．3�
715 マルシゲサクラ 牝2鹿 54 鮫島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 436 ―1：13．21� 134．9�
36 タケノビッグスター 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 本田 土寿 462 ―1：14．05 163．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，295，000円 複勝： 23，206，900円 枠連： 13，433，600円
馬連： 32，489，000円 馬単： 25，694，000円 ワイド： 18，547，100円
3連複： 47，579，200円 3連単： 74，943，000円 計： 254，187，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 320円 � 830円 � 290円 枠 連（3－5） 8，310円

馬 連 �� 12，210円 馬 単 �� 22，910円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，500円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 33，740円 3 連 単 ��� 236，360円

票 数

単勝票数 計 182950 的中 � 12913（5番人気）
複勝票数 計 232069 的中 � 19919（5番人気）� 6497（9番人気）� 23162（4番人気）
枠連票数 計 134336 的中 （3－5） 1194（22番人気）
馬連票数 計 324890 的中 �� 1965（34番人気）
馬単票数 計 256940 的中 �� 828（55番人気）
ワイド票数 計 185471 的中 �� 1467（26番人気）�� 3108（14番人気）�� 1367（32番人気）
3連複票数 計 475792 的中 ��� 1041（91番人気）
3連単票数 計 749430 的中 ��� 234（541番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．4―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―45．6―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．6
3 13－17，5－（7，8，18）10（15，4）（3，2，12）（1，14）（9，11，16）6 4 13－（17，5）－（7，8）18，10－（3，4）（2，15）12（1，14）（11，16）－9－6

勝馬の
紹 介

カシノタロン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 スズカストリート 初出走

2011．4．14生 牝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
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケノビッグスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月27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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 コウユーユメノホシ号・テイエムキュウコー号・テイエムサンキュウ号・テイエムヒッカッタ号・ハーレムシェイク号
※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。

22006 7月27日 晴 良 （25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

45 ホウライアキコ 牝2鹿 54 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 446 ―1：07．8レコード 5．9�
22 キンシノキセキ 牡2鹿 54 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 476 ―1：08．22� 4．4�
69 マイネヴァリエンテ 牝2鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：08．3� 2．8�
46 ロスヴァイセ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 6．7�
711 エイシンチョッパー 牡2黒鹿54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 440 ―1：08．93� 15．9	
33 フェアリースマイル 牝2鹿 54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 松木 加代 434 ―1：09．75 108．5

57 シゲルイワシロ 牝2鹿 54 真島 正徳森中 蕃氏 柴田 光陽 様似 中脇 一幸 436 ―1：09．91� 189．3�

（佐賀）

712 デジタルスパーク 牡2鹿 54 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 450 ―1：10．0� 34．2�
34 アルレジェンヌ 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 クビ 8．1
610 テイエムサンキュウ 牝2栗 54 武 幸四郎竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 412 ―1：10．1� 216．1�
814 ヌーヴェルミシオン 牡2鹿 54 鮫島 良太水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448 ―1：10．63 15．4�
813 イルジェニオ 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 服部 利之 浦河 冨岡 博一 430 ―1：11．87 338．6�
11 ピッカピカヒメ 牝2青鹿 54

52 △中井 裕二西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 田原橋本牧場 422 ―1：11．9� 149．9�
58 メイケイハリケーン 牡2鹿 54 浜中 俊名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 478 ― 〃 クビ 19．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，826，200円 複勝： 28，256，800円 枠連： 10，619，200円
馬連： 32，833，800円 馬単： 23，782，600円 ワイド： 16，310，900円
3連複： 43，151，200円 3連単： 67，907，200円 計： 244，687，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 180円 � 140円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 520円 �� 370円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 11，920円

票 数

単勝票数 計 218262 的中 � 29313（3番人気）
複勝票数 計 282568 的中 � 42906（2番人気）� 39124（3番人気）� 65668（1番人気）
枠連票数 計 106192 的中 （2－4） 10659（2番人気）
馬連票数 計 328338 的中 �� 16964（5番人気）
馬単票数 計 237826 的中 �� 5921（10番人気）
ワイド票数 計 163109 的中 �� 7605（5番人気）�� 11515（2番人気）�� 8164（3番人気）
3連複票数 計 431512 的中 ��� 17886（2番人気）
3連単票数 計 679072 的中 ��� 4206（22番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．3―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．3―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．8
3 5（6，7）（2，9）（3，11）－（12，14）－（4，10）13＝8＝1 4 ・（5，6）（7，9）2，11，3－14，12（4，10）－13＝8，1

勝馬の
紹 介

ホウライアキコ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．3．8生 牝2鹿 母 ホウライサンデー 母母 ホウライコメット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ピッカピカヒメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ピッカピカヒメ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ピッカピカヒメ号・メイケイハリケーン号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
※テイエムサンキュウ号は，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。



22007 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

611 ワンダーコロアール 牡4黒鹿57 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 470＋ 81：45．0 2．6�
36 � メイショウクロシオ 牡5鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：45．63� 86．3�
48 トニーポケット 牡4鹿 57 浜中 俊藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 476＋ 81：45．91� 7．3�
612 サーランスロット 牡5鹿 57

54 ▲藤懸 貴志山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 482＋ 8 〃 クビ 97．5�
510 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 472－ 21：46．0クビ 23．8�
713 オーバーヘッド 牡5栗 57 川田 将雅水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 494＋ 81：46．1� 27．3�
47 ア ザ ゼ ル 牡3青鹿54 和田 竜二前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 494＋181：46．2� 59．9	
24 タガノトネール 	3鹿 54 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 21：46．51� 2．4

12 ウ ル フ 牡3黒鹿54 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 478＋141：46．92� 69．3�
59 アサクサライジン 牡3栗 54 真島 正徳田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 474＋ 61：47．0� 249．7

（佐賀）

815 マークスマン 牡3鹿 54 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518＋ 81：48．17 48．6�

714 ナムラバクサイ 牡3栗 54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 472－ 3 〃 クビ 72．9�
11 ドンクーガー 牡3青鹿54 高倉 稜山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 482＋12 〃 ハナ 33．2�
35 キングスバーン 牡4鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 502－ 81：48．2クビ 52．5�
816 ヒロノエンペラー 牡3青鹿54 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 454－ 4 〃 ハナ 14．1�
23 メイショウゾンビ 牡4鹿 57

55 △中井 裕二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 490＋101：48．94 79．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，569，400円 複勝： 34，568，500円 枠連： 12，578，800円
馬連： 43，974，200円 馬単： 31，945，700円 ワイド： 23，449，600円
3連複： 65，335，400円 3連単： 108，949，800円 計： 344，371，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 1，360円 � 200円 枠 連（3－6） 4，200円

馬 連 �� 9，880円 馬 単 �� 13，770円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 410円 �� 4，870円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 114，540円

票 数

単勝票数 計 235694 的中 � 73699（2番人気）
複勝票数 計 345685 的中 � 91760（2番人気）� 4359（13番人気）� 45466（3番人気）
枠連票数 計 125788 的中 （3－6） 2215（15番人気）
馬連票数 計 439742 的中 �� 3286（29番人気）
馬単票数 計 319457 的中 �� 1713（39番人気）
ワイド票数 計 234496 的中 �� 1791（31番人気）�� 15851（3番人気）�� 1108（42番人気）
3連複票数 計 653354 的中 ��� 2643（47番人気）
3連単票数 計1089498 的中 ��� 702（268番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．7―13．1―12．6―12．1―12．2―12．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．5―42．6―55．2―1：07．3―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4F49．8―3F37．7
1
3

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

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4黒鹿 母 ワンダーマドンナ 母母 アラマサブレーヴ 8戦3勝 賞金 24，916，000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 ミッキークリスエス号
（非抽選馬） 3頭 アサクサショパン号・サカジロスイセイ号・ワンダーゴヴェルノ号
※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。

22008 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1日 第8競走 ��3，390�第15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2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード3：40．0良

33 オースミムーン 牡4鹿 60 高田 潤�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 466－ 23：45．4 2．1�
44 � トウショウデザイア 牡7鹿 60 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 63：46．03� 3．8�
67 ドングラシアス 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 504± 03：46．32 18．2�
79 コウエイキング �5鹿 60 植野 貴也西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 23：46．4クビ 9．5�
55 アグネスハイヤー 牡7鹿 60 北沢 伸也渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 446－263：46．82� 39．5�
22 トウシンボルト 牡6黒鹿60 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 478－ 43：47．11	 7．0	
811 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 60 平沢 健治土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 472－103：47．2	 20．5

810 ジークジオン 牡4栗 60 熊沢 重文幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 480－ 63：47．62� 10．5�
78 サンレイランキング 牡6鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 454－123：48．98 126．8�
11 リバーキャッスル 牝8栗 58 田村 太雅河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 438－ 43：50．510 190．6
66 アドマイヤテンクウ 牡6鹿 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 520－163：52．9大差 71．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，566，200円 複勝： 29，701，200円 枠連： 13，176，000円
馬連： 46，095，300円 馬単： 34，420，000円 ワイド： 21，459，800円
3連複： 69，691，700円 3連単： 143，986，300円 計： 381，096，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 300円 枠 連（3－4） 350円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 180円 �� 550円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 225662 的中 � 88378（1番人気）
複勝票数 計 297012 的中 � 86414（1番人気）� 56758（2番人気）� 17718（6番人気）
枠連票数 計 131760 的中 （3－4） 28504（1番人気）
馬連票数 計 460953 的中 �� 109497（1番人気）
馬単票数 計 344200 的中 �� 42115（1番人気）
ワイド票数 計 214598 的中 �� 39042（1番人気）�� 8446（8番人気）�� 5140（12番人気）
3連複票数 計 696917 的中 ��� 32202（4番人気）
3連単票数 計1439863 的中 ��� 22276（10番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．3－3F 38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
4－3＝9－10－（1，7）（5，8）11（2，6）・（3，4）－9，10－7－11－（8，2）－5，1＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オースミムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．15 小倉15着

2009．4．19生 牡4鹿 母 レディクライマー 母母 マウンテンフリース 障害：5戦2勝 賞金 47，785，000円

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 4日第 3競走）
〔その他〕　　エルソルヴィガ号は，競走中に疾病〔右脛骨々折〕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。



22009 7月27日 晴 良 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

712 トーホウアマポーラ 牝4栗 55 幸 英明東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 484± 01：07．0 1．5�
11 タイザンホクト 牡3鹿 54 和田 竜二�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 496－ 6 〃 ハナ 7．4�
610 ドリームマークス 牡3鹿 54 小牧 太セゾンレースホース� 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 472＋ 21：07．1� 5．4�
23 	 スリーキャピトル 牝4鹿 55 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 476－151：07．41
 155．5�
713	 アイファーコラソン 牝5鹿 55 酒井 学中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 472－ 61：07．61� 192．9	
34 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 川田 将雅近藤 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 454＋ 41：07．81� 20．9

611 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 松山 弘平上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 448＋101：08．11
 18．6�
59 オウケンハナミズキ 牝4青 55 武 豊福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 408± 01：08．2� 15．3�
47 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 468－ 21：08．3
 88．0
22 � クオーレフォルテ 牝3黒鹿52 山下 裕貴鳥飼 慶一氏 東 眞市 新ひだか 和田牧場 486－ 21：08．51� 347．2�

（佐賀） （佐賀）

35 	 ジツリキネオ 牝4鹿 55 鮫島 良太河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 458＋ 2 〃 ハナ 198．0�
58 リッカスウィープ 牡6鹿 57 高倉 稜立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 474－101：08．71� 102．8�
815	 エクストラトーン 牡4芦 57 国分 恭介 �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 510－ 21：09．12� 156．8�
814 レッドジャイヴ 牡3青鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450＋ 41：09．31� 22．2�
46 � タカノアラエビス 牡3鹿 54 真島 正徳毛利 高明氏 三小田幸人 日高 若林 武雄 444 1：11．0大差 385．7�

（佐賀） （佐賀）

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，130，600円 複勝： 77，551，400円 枠連： 16，054，700円
馬連： 70，354，100円 馬単： 54，336，800円 ワイド： 28，670，600円
3連複： 92，828，500円 3連単： 208，017，700円 計： 580，944，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（1－7） 520円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，060円

票 数

単勝票数 計 331306 的中 � 178171（1番人気）
複勝票数 計 775514 的中 � 485098（1番人気）� 59698（3番人気）� 74203（2番人気）
枠連票数 計 160547 的中 （1－7） 23093（2番人気）
馬連票数 計 703541 的中 �� 108621（2番人気）
馬単票数 計 543368 的中 �� 60968（2番人気）
ワイド票数 計 286706 的中 �� 30745（2番人気）�� 45270（1番人気）�� 13632（6番人気）
3連複票数 計 928285 的中 ��� 102390（1番人気）
3連単票数 計2080177 的中 ��� 74605（2番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．0―11．3―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．1―44．4―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．9
3 ・（1，6）（9，12）（10，13）（5，11，14）－3－（4，2）15，7－8 4 1（9，12）10（6，13）（5，14）（11，3）－4，2，7，15，8

勝馬の
紹 介

トーホウアマポーラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2011．8．6 小倉2着

2009．1．29生 牝4栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 11戦3勝 賞金 38，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカノアラエビス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月27日まで平地

競走に出走できない。
※ジツリキネオ号は，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。

22010 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1日 第10競走 ��
��1，800�

し ら ぬ い

不 知 火 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．7．28以降25．7．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

33 ドリームトレイン 牡4黒鹿55 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 490－ 61：45．2 5．8�
57 ハーバーコマンド 牡5芦 58 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 4．2�
56 レインフォール 牡4芦 57 武 豊深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 436－ 41：45．3� 4．3�
710 タガノエンブレム 牡3青鹿52 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：45．51� 38．4�
812 ヒロノプリンス 牡3鹿 52 藤岡 康太サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 10．5�
11 アルバタックス 牡3栗 53 浜中 俊 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 3．5

45 サンライズマルス 牡5栗 56 国分 優作松岡 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 470＋ 8 〃 アタマ 15．0�
68 ドリームマジシャン 牡6青鹿54 国分 恭介セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 21：45．6	 87．6�
44 スーパーオービット 牡7鹿 55 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 454－ 2 〃 アタマ 73．3
813 サンガヴィーノ 牡3栗 52 和田 竜二有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 462± 01：45．7クビ 72．3�
69 
 ホーマンベルウィン 牡5黒鹿54 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 468－ 2 〃 ハナ 88．8�
22 メイショウブシン 牡3鹿 52 高倉 稜松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 448＋ 41：45．91� 14．2�
711 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 55 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 494－ 61：46．43 49．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，750，800円 複勝： 53，374，800円 枠連： 21，226，000円
馬連： 91，708，600円 馬単： 54，308，600円 ワイド： 36，103，000円
3連複： 117，151，500円 3連単： 220，055，600円 計： 625，678，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 160円 � 150円 枠 連（3－5） 660円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 480円 �� 440円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 13，240円

票 数

単勝票数 計 317508 的中 � 43347（4番人気）
複勝票数 計 533748 的中 � 80184（4番人気）� 90533（3番人気）� 100761（2番人気）
枠連票数 計 212260 的中 （3－5） 23790（2番人気）
馬連票数 計 917086 的中 �� 43658（6番人気）
馬単票数 計 543086 的中 �� 11832（13番人気）
ワイド票数 計 361030 的中 �� 18045（6番人気）�� 20508（5番人気）�� 24748（3番人気）
3連複票数 計1171515 的中 ��� 48025（4番人気）
3連単票数 計2200556 的中 ��� 12267（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―35．1―46．9―58．7―1：10．6―1：22．1―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームトレイン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Diesis デビュー 2011．7．24 京都2着

2009．3．31生 牡4黒鹿 母 ドリームスタート 母母 Trim Cut 19戦4勝 賞金 56，674，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22011 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

89 ダノンゴールド 牡4黒鹿57 武 豊�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 536－ 41：43．2 2．9�
55 タイセイシュバリエ 牡4芦 57 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋14 〃 クビ 2．9�
11 フレイムオブピース 牡4黒鹿57 幸 英明 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 466＋101：43．83� 3．1�
77 ダノンハラショー 牡6栗 57 和田 竜二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468± 01：43．9� 62．0�
22 タガノジンガロ 牡6鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 61：44．85 7．5	
66 	 グレイレジェンド 牡5芦 57 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 464± 01：45．01� 43．3

33 イセノスバル 牡7青 57 中井 裕二大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 520＋ 41：45．21
 146．9�
78 アマノレインジャー 牡5栗 57 国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 498＋ 21：46．26 31．3�
44 � パルラメンターレ �6鹿 57 岡田 祥嗣藤田 孟司氏 大根田裕之 米 Takeshi

Fujita 472± 01：46．62� 64．1
810 ブルーソックス 牡6鹿 57 太宰 啓介田島榮二郎氏 和田 雄二 新冠 北星村田牧場 B492－ 21：48．7大差 124．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，145，600円 複勝： 56，100，900円 枠連： 25，093，400円
馬連： 135，478，300円 馬単： 91，708，100円 ワイド： 47，054，200円
3連複： 176，387，600円 3連単： 449，819，100円 計： 1，028，787，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 190円 �� 190円 �� 170円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 471456 的中 � 131894（1番人気）
複勝票数 計 561009 的中 � 135499（1番人気）� 120033（3番人気）� 134935（2番人気）
枠連票数 計 250934 的中 （5－8） 40716（1番人気）
馬連票数 計1354783 的中 �� 227809（2番人気）
馬単票数 計 917081 的中 �� 80174（3番人気）
ワイド票数 計 470542 的中 �� 63093（2番人気）�� 60580（3番人気）�� 70788（1番人気）
3連複票数 計1763876 的中 ��� 319047（1番人気）
3連単票数 計4498191 的中 ��� 182890（1番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―12．8―12．2―12．0―12．1―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―42．6―54．8―1：06．8―1：18．9―1：31．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2011．11．12 東京3着

2009．3．6生 牡4黒鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman 12戦5勝 賞金 74，397，000円
〔制裁〕 ダノンゴールド号の騎手武豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーソックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月27日まで平地競

走に出走できない。

22012 7月27日 晴 良 （25小倉2）第1日 第12競走 ��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

46 マーティンボロ 牡4青鹿57 川田 将雅吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：58．8 3．2�
47 クリサンセマム 牡5黒鹿57 浜中 俊広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 466－10 〃 クビ 3．1�
815 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 幸 英明�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 474＋ 81：59．12 52．3�
610 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 武 豊日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 502± 01：59．31� 5．0�
59 ポ ポ ル ブ フ 牡3芦 54 和田 竜二吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 482＋101：59．4クビ 15．2	
34 ジャングルパサー 牡3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 506－ 2 〃 アタマ 6．9

611 ナリタウィッシュ 牡4栗 57

54 ▲森 一馬�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448± 01：59．61� 94．7�
713 ツインテール 牝5栗 55 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 68．1�
22 � サトノサウザー �6栗 57 国分 優作里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－181：59．7クビ 39．7
23 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 448＋ 21：59．8	 13．6�
712 スプリングシャトル 牡3栗 54 高倉 稜加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 472－ 62：00．12 129．0�
58 ツルマルナルト 牡4鹿 57

55 △中井 裕二鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 524＋162：00．31� 31．0�
35 ペプチドキングピン 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 512＋ 82：00．72	 88．3�
11 ケイワイツヨシ 牡4黒鹿57 松山 弘平横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 564－ 2 〃 クビ 139．7�
814� タマモピッコロ 牝4青鹿55 水口 優也タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 444－242：01．12	 170．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，794，700円 複勝： 50，456，300円 枠連： 23，344，300円
馬連： 136，495，400円 馬単： 54，027，600円 ワイド： 40，099，200円
3連複： 121，283，500円 3連単： 251，408，400円 計： 709，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 150円 � 870円 枠 連（4－4） 570円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，670円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 9，770円 3 連 単 ��� 39，980円

票 数

単勝票数 計 327947 的中 � 82732（2番人気）
複勝票数 計 504563 的中 � 105079（2番人気）� 114534（1番人気）� 9639（10番人気）
枠連票数 計 233443 的中 （4－4） 30583（2番人気）
馬連票数 計1364954 的中 �� 195305（1番人気）
馬単票数 計 540276 的中 �� 35763（2番人気）
ワイド票数 計 400992 的中 �� 56500（1番人気）�� 3216（28番人気）�� 3149（29番人気）
3連複票数 計1212835 的中 ��� 9164（27番人気）
3連単票数 計2514084 的中 ��� 4641（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．6―47．6―1：00．0―1：12．3―1：24．3―1：36．0―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーティンボロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．4 阪神5着

2009．8．20生 牡4青鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 12戦3勝 賞金 25，500，000円



（25小倉2）第1日 7月27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 173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

222，510，000円
12，890，000円
1，900，000円
20，040，000円
59，446，500円
5，468，200円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
306，053，300円
493，847，400円
169，755，200円
706，044，900円
462，970，900円
296，344，000円
912，949，000円
1，850，142，700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 5，198，107，400円

総入場人員 8，849名 （有料入場人員 7，888名）
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