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22013 7月28日 曇 良 （25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
1：07．8
1：07．8

良
良

813 ホープタウン 牡2黒鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466－ 21：07．8 4．5�

33 フェブノヘア 牝2栗 54 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432± 01：08．11� 3．6�
57 ジョーヌダンブル 牝2栗 54 小牧 太藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 460－ 61：08．2� 2．6�
34 ニシノチャステティ 牝2栗 54 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 464＋101：08．62� 57．7�
712 デクラレーション 牡2栗 54

52 △中井 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 444＋ 41：08．7� 42．4�

711 コウエイユニバース 牝2栗 54 高倉 稜伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 460－ 21：09．33� 19．3�
814 カレンコティヤール 牝2栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 446＋ 4 〃 クビ 46．1	
11 ファーウエスト 牡2鹿 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 81：09．83 20．0

45 カ ツ ザ ク ラ 牡2栗 54

51 ▲藤懸 貴志北側 雅勝氏 村山 明 浦河 丸村村下
ファーム 454＋ 21：09．9� 98．3�

69 ウ イ ッ ト ウ 牝2芦 54 佐久間寛志重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 414－ 41：10．0� 149．5�
22 パープルパルピナ 牡2鹿 54 小坂 忠士中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 468± 01：10．1クビ 289．6
46 タガノウォーリア 牡2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426＋ 21：10．31� 6．7�
610 カシノヒカル 牡2鹿 54 国分 恭介柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 440－ 61：10．51� 31．5�
58 アイズユーニン 牝2栗 54 国分 優作江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 476± 01：10．71� 145．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，161，900円 複勝： 34，284，800円 枠連： 8，586，500円
馬連： 36，998，400円 馬単： 25，413，700円 ワイド： 19，380，700円
3連複： 58，117，600円 3連単： 96，393，700円 計： 296，337，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 840円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 350円 �� 260円 �� 290円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，970円

票 数

単勝票数 計 171619 的中 � 30666（3番人気）
複勝票数 計 342848 的中 � 62785（3番人気）� 70695（2番人気）� 86277（1番人気）
枠連票数 計 85865 的中 （3－8） 7580（4番人気）
馬連票数 計 369984 的中 �� 31987（4番人気）
馬単票数 計 254137 的中 �� 11215（7番人気）
ワイド票数 計 193807 的中 �� 13181（6番人気）�� 19484（1番人気）�� 16668（3番人気）
3連複票数 計 581176 的中 ��� 52317（1番人気）
3連単票数 計 963937 的中 ��� 14340（10番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．8―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．3―44．6―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホープタウン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2013．7．13 中京2着

2011．4．19生 牡2黒鹿 母 ジェネラスオプション 母母 Easy Option 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22014 7月28日 曇 良 （25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）

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 エアーウェーブ 牡3鹿 56 幸 英明小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 524－ 21：48．9 12．8�
816 シャトーウインド 牡3黒鹿56 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 458＋ 41：49．0� 1．9�
35 ホッコーアムール 牝3青 54 川島 信二矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 川端 正博 448＋ 61：49．32 54．8�
612 ジューンメイ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 484＋ 2 〃 アタマ 173．7�
510 シゲルカニザ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 498＋101：49．4� 55．7�
713 チ ロ エ 牝3芦 54 小牧 太青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 442＋121：49．82� 6．2�
23 サトノトレジャー 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：50．54 45．0	
36 ライブリクリール 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 哲郎氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 476＋141：50．82 292．9

611 ウィズインダーク 牡3鹿 56 国分 優作内藤 耕造氏 福島 信晴 新冠 山岡ファーム 508－101：51．11� 87．1�
47 ウォーターソレイユ 牡3黒鹿56 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか タイヘイ牧場 540 ―1：51．3� 40．3�
11 レゾンドールシチー 牡3栗 56

54 △中井 裕二 友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 478± 0 〃 ハナ 6．2�
48 キョウワクリスタル 牡3黒鹿56 松山 弘平�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 440＋121：51．51� 11．9�
24 インディファレンス 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼有限会社シルク河内 洋 新ひだか 千代田牧場 460＋ 41：52．24 41．5�
12 スリーアイドル 牝3栗 54 熊沢 重文永井商事 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 476－ 6 〃 ハナ 332．3�
59 ア ル ペ ジ オ 牡3栗 56 高倉 稜前田 幸治氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 486± 0 〃 同着 55．7�
815 ラ ン ギ ロ ア 牡3栗 56 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506 ―1：54．1大差 12．2�
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売 得 金
単勝： 19，438，800円 複勝： 41，178，000円 枠連： 11，310，200円
馬連： 34，008，200円 馬単： 28，196，300円 ワイド： 18，382，700円
3連複： 49，678，200円 3連単： 91，955，600円 計： 294，148，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 270円 � 110円 � 890円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 390円 �� 4，770円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 67，400円

票 数

単勝票数 計 194388 的中 � 12009（6番人気）
複勝票数 計 411780 的中 � 21547（5番人気）� 242468（1番人気）� 5157（12番人気）
枠連票数 計 113102 的中 （7－8） 21838（1番人気）
馬連票数 計 340082 的中 �� 24129（5番人気）
馬単票数 計 281963 的中 �� 6040（11番人気）
ワイド票数 計 183827 的中 �� 13234（3番人気）�� 876（43番人気）�� 2623（19番人気）
3連複票数 計 496782 的中 ��� 3779（29番人気）
3連単票数 計 919556 的中 ��� 1007（184番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．3―42．0―54．4―1：07．3―1：20．6―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．5―3F41．6
1
3
・（1，8）（9，12，16）－14，4（11，13）5，2－15（6，7）10＝3・（1，16）（12，14）8，13－11（9，7）（2，4，10）15－（6，5）－3

2
4

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

勝馬の
紹 介

エアーウェーブ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．10．20 京都8着

2010．3．27生 牡3鹿 母 ユーワゼフィルス 母母 ウッドマンズシック 12戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ホッコーアムール号の騎手川島信二は，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〕 ランギロア号は，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドングラッチェ号
（非抽選馬） 4頭 サトノエクセル号・シゲルリブラ号・ビーチブレイブ号・メタリックゴールド号

第２回 小倉競馬 第２日



22015 7月28日 曇 良 （25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

36 エイティグローリー 牝3栗 54 太宰 啓介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 418＋101：07．7 3．0�
714 サンライズウォー 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋10 〃 クビ 5．3�
59 テンプトミーノット 牝3鹿 54 小牧 太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：07．8クビ 16．2�
713 メイショウホノボノ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 508＋121：07．9� 2．4�
611 アートアロング 牝3栗 54 武 豊寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 416－101：08．43 13．9�
612 マルモクルーズ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志まるも組合 木原 一良 浦河 江渡 繁治 480＋ 61：08．61� 33．4	
818 レーリュッケン 牝3黒鹿54 鮫島 良太�ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 B438＋ 4 〃 ハナ 56．6

35 クライナーヘルツ 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 408＋ 21：08．7� 61．8�
23 ハギノアムール 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 454－101：08．8� 327．8�
510 レ ジ ー ム �3鹿 56 幸 英明前田 幸治氏 大根田裕之 浦河 畔高牧場 464＋ 6 〃 ハナ 36．1
48 エンジェルベイビー 牝3鹿 54 大下 智薪浦 亨氏 牧田 和弥 厚真 関之尾 高志 438－ 61：08．9� 114．3�
715 エイダイムーン 牡3栗 56

53 ▲森 一馬�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 424＋101：09．11� 46．3�
816 モズムラクモ 牡3栗 56 浜中 俊北側 雅司氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 432－ 61：09．2� 49．1�
47 フェアリーシチー 牝3芦 54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 452－ 21：09．62� 95．0�
24 ランドボイジャー 牡3栗 56

54 △中井 裕二木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 438－ 41：09．81� 394．4�
12 アイファーウエスト 牡3黒鹿56 和田 竜二中島 稔氏 加藤 敬二 新冠 安達 洋生 434 ―1：10．65 151．2�
817 タマモエクレール 牝3栗 54 難波 剛健タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム 390＋ 4 〃 クビ 558．0�
11 ゴールドスポット 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 480 ―1：10．7クビ 153．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，170，600円 複勝： 29，802，200円 枠連： 13，986，300円
馬連： 39，642，300円 馬単： 28，149，500円 ワイド： 22，222，500円
3連複： 56，041，900円 3連単： 93，661，400円 計： 304，676，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 260円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 300円 �� 580円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 9，770円

票 数

単勝票数 計 211706 的中 � 56212（2番人気）
複勝票数 計 298022 的中 � 79767（1番人気）� 51308（3番人気）� 22615（4番人気）
枠連票数 計 139863 的中 （3－7） 37907（1番人気）
馬連票数 計 396423 的中 �� 38276（3番人気）
馬単票数 計 281495 的中 �� 16888（4番人気）
ワイド票数 計 222225 的中 �� 20589（2番人気）�� 9235（5番人気）�� 5727（9番人気）
3連複票数 計 560419 的中 ��� 15260（6番人気）
3連単票数 計 936614 的中 ��� 7076（15番人気）

ハロンタイム 11．9―10．0―11．1―11．3―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―21．9―33．0―44．3―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイティグローリー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．6．2 阪神4着

2010．5．4生 牝3栗 母 プリッシーブリッチーズ 母母 A. P. Assay 12戦1勝 賞金 10，850，000円
〔制裁〕 テンプトミーノット号の騎手小牧太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリーズユアラヴ号
（非抽選馬） 2頭 カシノハートフル号・ロングボラーレ号

22016 7月28日 曇 良 （25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

22 マンノプロジェクト 牡4鹿 60 北沢 伸也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 482－ 23：10．5 2．7�
33 � タマモショパン 牡4鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 506＋ 2 〃 クビ 3．3�
77 アラタマユニバース 牡4青鹿60 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 466＋ 83：12．7大差 7．6�
44 スズカジェネラル 牡6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 492＋103：13．44 13．1�
11 � ネオファッショ 牡5鹿 60 難波 剛健西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 484－ 2 〃 アタマ 6．6�
88 � シルヴァーノ �6鹿 60 黒岩 悠 	サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490＋ 63：14．35 11．8

66 アプフェルヴァイン 牝4鹿 58 植野 貴也下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 432－ 44：06．6大差 46．5�
55 エーシングルーオン 牡4栗 60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 458－ 4 （競走中止） 8．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 13，300，200円 複勝： 15，759，300円 枠連： 発売なし
馬連： 27，597，200円 馬単： 19，832，000円 ワイド： 10，761，800円
3連複： 32，841，700円 3連単： 78，132，500円 計： 198，224，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 120円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 180円 �� 460円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 133002 的中 � 39029（1番人気）
複勝票数 計 157593 的中 � 35261（2番人気）� 41867（1番人気）� 12745（5番人気）
馬連票数 計 275972 的中 �� 45298（1番人気）
馬単票数 計 198320 的中 �� 15676（1番人気）
ワイド票数 計 107618 的中 �� 18276（1番人気）�� 5061（7番人気）�� 5439（4番人気）
3連複票数 計 328417 的中 ��� 20084（2番人気）
3連単票数 計 781325 的中 ��� 11234（11番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．8－3F 38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

・（7，4，3）2＝8，1＝6
3－（7，2）＝4－1，8＝6

�
�
・（7，3）4－2－（8，1）＝6
3，2－7＝4，1－8＝6

勝馬の
紹 介

マンノプロジェクト 
�
父 トウカイテイオー 

�
母父 Nureyev デビュー 2011．11．27 京都6着

2009．5．3生 牡4鹿 母 マ リ エ ン マ 母母 Mariella 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 エーシングルーオン号は，3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 タマモショパン号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔調教再審査〕 アプフェルヴァイン号は，8号障害の飛越を拒否したことについて障害調教再審査。
〔その他〕 アプフェルヴァイン号は，8号障害〔ハードル〕の飛越を拒否して同障害の外側袖柵を突破したが，引き返して競走を継続

し，著しく遅れて入線。



22017 7月28日 曇 良 （25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
1：07．8
1：07．8

良
良

23 ベルルミエール 牝2鹿 54 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 千歳 社台ファーム 450 ―1：08．9 16．5�
814 モンラッシェ 牡2栗 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 466 ―1：09．32� 5．9�
59 テイエムキュウコー 牡2鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 458 ―1：09．4� 3．2�
815 ヒデノヒロイン 牝2芦 54 国分 恭介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 430 ―1：09．5クビ 18．2�
46 シゲルワカサ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 目野 哲也 新ひだか 石川 栄一 458 ― 〃 クビ 87．7�
35 アイファーニーニャ 牝2鹿 54 高倉 稜中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 412 ―1：09．6� 52．7�
713 カシノスティーヴ 牡2栗 54 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 494 ―1：09．81	 234．1	
47 ステイブレイズ 牝2鹿 54 藤岡 康太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 448 ― 〃 クビ 19．3�
610 クリノプリムラ 牝2栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 436 ―1：09．9� 26．8�
611 ケージーキンカメ 牡2黒鹿54 松山 弘平川井 五郎氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 474 ―1：10．0クビ 10．8
11 ユウキファイン 牝2栗 54 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 466 ―1：10．21� 3．0�
34 グローバルチェンジ 牝2栗 54

52 △中井 裕二飯田 正剛氏 中村 均 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：10．41 39．2�
22 カネツスペシャル 牝2鹿 54 佐久間寛志
カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464 ―1：10．82� 15．8�
712 シ ゲ ル イ ガ 牡2栗 54 熊沢 重文森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 496 ―1：11．75 152．3�
58 テイエムセミヨン 牝2鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 テイエム牧場日高支場 450 ―1：13．4大差 54．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，320，200円 複勝： 30，975，000円 枠連： 14，749，300円
馬連： 40，825，400円 馬単： 27，682，100円 ワイド： 19，894，200円
3連複： 56，804，500円 3連単： 86，254，300円 計： 297，505，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 380円 � 190円 � 150円 枠 連（2－8） 1，190円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 6，910円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 870円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 計 203202 的中 � 9707（6番人気）
複勝票数 計 309750 的中 � 16212（7番人気）� 44360（3番人気）� 70011（1番人気）
枠連票数 計 147493 的中 （2－8） 9191（6番人気）
馬連票数 計 408254 的中 �� 9190（15番人気）
馬単票数 計 276821 的中 �� 2958（24番人気）
ワイド票数 計 198942 的中 �� 3987（15番人気）�� 5489（8番人気）�� 11971（2番人気）
3連複票数 計 568045 的中 ��� 11960（8番人気）
3連単票数 計 862543 的中 ��� 2390（70番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルルミエール �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．4．14生 牝2鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムセミヨン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月28日まで平地競

走に出走できない。
※テイエムキュウコー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22018 7月28日 曇 良 （25小倉2）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：57．2
1：56．1

良
良

47 ト ル ス ト イ 牡3鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476± 01：59．4 1．5�
816 ブロードスター �3鹿 56 鮫島 良太安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 464－ 81：59．5� 14．1�
36 ユニヴァーザライド 牡3鹿 56 川島 信二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 81：59．71	 10．8�
510 サトノユニコーン 牡3鹿 56 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B458－ 61：59．8� 9．1�
713 キョウワナイト 牡3鹿 56 国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 458－ 62：00．11� 286．4�
12 ロードプレアデス 牡3鹿 56 松山 弘平 	ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 518＋142：00．42 215．9

23 リリートゥモロー 牝3栗 54 小坂 忠士土井 孝夫氏 平田 修 千歳 社台ファーム 420－122：00．5クビ 222．3�
59 サダムフォルトゥナ 牝3青鹿54 岡田 祥嗣大西 定氏 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 456－102：00．82 143．3�
611 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 高倉 稜前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 22：01．01	 99．4
714 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 450－ 42：01．1クビ 17．7�
612 クーファチック 牝3黒鹿 54

51 ▲森 一馬大迫久美子氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 502＋ 62：01．2
 240．5�
24 モモイロアゲハ 牝3青鹿54 黒岩 悠鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 オリエント牧場 B502－ 22：01．3
 75．8�
818 ヘブンズボイス 牝3鹿 54 国分 優作小林 久義氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 474± 02：01．62 420．2�
35 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 56 幸 英明宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 516－142：01．81 90．6�
48 バ ジ ン ガ 牡3鹿 56 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス	 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486± 02：02．11� 11．9�
715 ビッグガーネット 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�ビッグ 松永 幹夫 日高 ナカノファーム 472＋ 22：02．31	 438．5�
817 ディオーサシチー 牝3鹿 54 藤岡 康太 	友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 458－102：02．4� 18．5�
11 シャイニングタイム 牝3黒鹿54 和田 竜二 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 4 （競走中止） 21．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，819，700円 複勝： 74，545，900円 枠連： 13，051，000円
馬連： 42，520，800円 馬単： 38，427，300円 ワイド： 24，402，200円
3連複： 62，970，200円 3連単： 133，204，900円 計： 415，942，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 210円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 390円 �� 270円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 268197 的中 � 145403（1番人気）
複勝票数 計 745459 的中 � 513566（1番人気）� 25619（5番人気）� 40433（2番人気）
枠連票数 計 130510 的中 （4－8） 20592（1番人気）
馬連票数 計 425208 的中 �� 34710（5番人気）
馬単票数 計 384273 的中 �� 23101（5番人気）
ワイド票数 計 244022 的中 �� 15882（4番人気）�� 25190（2番人気）�� 3608（16番人気）
3連複票数 計 629702 的中 ��� 20970（6番人気）
3連単票数 計1332049 的中 ��� 13424（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―13．2―12．2―12．0―11．9―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．9―34．3―47．5―59．7―1：11．7―1：23．6―1：35．6―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8
1
3

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

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

ト ル ス ト イ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．2 阪神3着

2010．4．9生 牡3鹿 母 グレースアドマイヤ 母母 バレークイーン 8戦1勝 賞金 13，000，000円
〔競走中止〕 シャイニングタイム号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
※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） 6頭 エスパシオ号・オースミアイビス号・グリコーゲン号・タツインパクト号・マッシヴビクトリー号・マノアラニ号



22019 7月28日 曇 良 （25小倉2）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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

47 シルクシンフォニー 牝4栗 55
53 △中井 裕二有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 472＋ 61：45．7 52．9�

23 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 500－ 61：46．02 3．4�
714 ポ ロ タ ン 牝3鹿 52 武 豊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 440＋121：46．42� 8．3�
816 ブ ロ ッ ケ ン 牝4鹿 55 国分 優作本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋101：46．5� 75．0�
612 アルボナンザ 牝3栗 52 武 幸四郎�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 462＋ 2 〃 クビ 12．3�
12 � エスジーアンクル 牝4鹿 55 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 452－ 21：46．6� 6．7	
36 ブルーメリディアン 牝4黒鹿55 小牧 太 
ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 458＋101：46．7クビ 33．9�
510 ディアアプローズ 牝5鹿 55 川島 信二
ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 466± 01：47．02 51．7�
11 ワキノネクサス 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 434－ 41：47．1クビ 205．7
48 キンショーキラ 牝4栗 55

52 ▲藤懸 貴志礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 478± 0 〃 クビ 210．6�
611 プ リ ュ ム 牝4栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B434－ 21：47．63 3．2�
815 ミッキーアップル 牝3鹿 52 高倉 稜野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 470＋ 81：47．7� 24．8�
59 � マルヨフレンドリー 牝4鹿 55 小坂 忠士野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 492＋10 〃 クビ 31．8�
713 シゲルシュサ 牝5鹿 55 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 41：47．8クビ 22．8�
35 パーティブロッサム 牝4黒鹿55 松山 弘平飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：47．9� 12．4�
24 ラインキャメロン 牝4黒鹿 55

52 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 434－ 11：48．32� 136．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，805，400円 複勝： 38，596，200円 枠連： 15，905，800円
馬連： 50，640，500円 馬単： 31，138，800円 ワイド： 24，713，200円
3連複： 69，109，800円 3連単： 112，450，200円 計： 366，359，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，290円 複 勝 � 820円 � 150円 � 280円 枠 連（2－4） 5，420円

馬 連 �� 7，940円 馬 単 �� 23，010円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 4，160円 �� 650円

3 連 複 ��� 21，070円 3 連 単 ��� 233，120円

票 数

単勝票数 計 238054 的中 � 3551（12番人気）
複勝票数 計 385962 的中 � 9087（11番人気）� 95131（1番人気）� 34262（4番人気）
枠連票数 計 159058 的中 （2－4） 2169（18番人気）
馬連票数 計 506405 的中 �� 4707（29番人気）
馬単票数 計 311388 的中 �� 999（70番人気）
ワイド票数 計 247132 的中 �� 2661（27番人気）�� 1403（44番人気）�� 10106（4番人気）
3連複票数 計 691098 的中 ��� 2421（67番人気）
3連単票数 計1124502 的中 ��� 356（613番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．7―13．1―13．0―12．2―12．7―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．4―42．5―55．5―1：07．7―1：20．4―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
10，1，2，4（9，11）－5－7（14，15）（8，3）12－（6，13）16
16，10，2（1，11）5（4，7）（9，14，13）3（15，12）（8，6）

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

勝馬の
紹 介

シルクシンフォニー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．11．19 京都7着

2009．3．10生 牝4栗 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー 17戦2勝 賞金 21，170，000円
［他本会外：1戦0勝］

22020 7月28日 曇 良 （25小倉2）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：06．5
1：06．5

良
良

24 アーベントロート 牝4黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 442＋ 41：07．3 6．9�
816 ピエナアプローズ 牝4黒鹿55 武 豊本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 B476＋ 41：07．4� 3．2�
36 スイートジュエリー 牝4黒鹿55 和田 竜二下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B502＋ 61：07．61� 8．1�
35 � アルティメイト 牝4青鹿55 幸 英明アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 450＋ 61：07．7� 72．0�
714� ジーピークロス 牝4栗 55 小牧 太北側 雅勝氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 498＋16 〃 クビ 29．9	
59 � サ イ キ セ キ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 一馬武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ サイファーム 480＋12 〃 アタマ 8．1

12 ディザイラブル 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 426＋10 〃 ハナ 30．6�
611 ノーザンソング 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 492－ 61：07．91� 70．2
47 サンライズポパイ 牡5鹿 57 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 462＋ 2 〃 クビ 98．0�
48 ジャストザブレイン 牡4鹿 57

55 △中井 裕二ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社
吉田ファーム 458＋ 2 〃 ハナ 24．1�

11 ヤマニンボンプアン 牝5鹿 55
52 ▲藤懸 貴志土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 486＋ 41：08．32� 5．5�

715 メイショウガンツ 牝3鹿 52 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 428± 01：08．51� 37．6�
713 テイエムシングン 牡3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 474＋ 21：08．6� 13．7�
818 ミ ニ 牡3黒鹿54 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 476＋16 〃 クビ 64．5�
23 � フォールメドウ 牝4栗 55 国分 恭介松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 452＋22 〃 アタマ 116．9�
817 サチノリーダース 牡3青鹿54 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 444－ 2 〃 ハナ 11．8�
510 クラウンシュバルツ 牡3栗 54 川島 信二�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 462－ 31：08．81� 319．4�
612 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 466－ 81：10．29 63．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，366，800円 複勝： 39，559，200円 枠連： 19，509，100円
馬連： 61，707，300円 馬単： 35，725，700円 ワイド： 28，401，800円
3連複： 85，341，900円 3連単： 139，809，600円 計： 435，421，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 180円 � 280円 枠 連（2－8） 790円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 550円 �� 950円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 26，400円

票 数

単勝票数 計 253668 的中 � 29009（3番人気）
複勝票数 計 395592 的中 � 50977（3番人気）� 66528（2番人気）� 33165（5番人気）
枠連票数 計 195091 的中 （2－8） 18354（2番人気）
馬連票数 計 617073 的中 �� 35895（2番人気）
馬単票数 計 357257 的中 �� 8865（5番人気）
ワイド票数 計 284018 的中 �� 13322（2番人気）�� 7165（9番人気）�� 9192（7番人気）
3連複票数 計 853419 的中 ��� 15112（7番人気）
3連単票数 計1398096 的中 ��� 3909（39番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．6―11．1―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―32．6―43．7―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーベントロート �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．1．15 小倉1着

2009．3．23生 牝4黒鹿 母 ビルアンドクー 母母 ユ メ シ バ イ 11戦2勝 賞金 18，390，000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 ジツリキネオ号
（非抽選馬） 1頭 ナーゴナーゴサユリ号



22021 7月28日 曇 良 （25小倉2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

ち く ご が わ

筑 後 川 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

56 ウインミーティア 牝4栗 55 藤岡 康太�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478＋121：46．0 6．1�
69 プレノタート 牝4鹿 55 武 幸四郎有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 454－121：46．21� 14．6�
711 リスヴェリアート 牡3鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 444＋101：46．41� 15．5�
812 ゼ ウ ス 牡3鹿 54 和田 竜二杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 久井牧場 488＋ 2 〃 クビ 4．0�
813 ドラゴネッティ 牡4黒鹿57 武 豊吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 466＋121：46．5	 21．0�
33 トーホウスマート 牡3栗 54 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 468－ 21：46．71� 11．2	
45 グランプリブラッド 牡4鹿 57 小牧 太北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B446＋ 6 〃 アタマ 4．6

11 ディアデラマドレ 牝3鹿 52 中井 裕二 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 クビ 9．9�
710
 レイトライザー 牡3黒鹿54 太宰 啓介中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 444＋ 81：46．8� 169．6
57 ラブラバード 牡3芦 54 幸 英明 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－181：47．01 6．6�
22 � クロンブリオント 牡3鹿 54 浜中 俊伊達 敏明氏 今野 貞一 米 Hidekazu

Date 534＋201：47．53 12．3�
68 シゲルジョウム 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 486＋161：48．24 97．8�
44 モ ン モ ン 牡3鹿 54 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 470＋ 41：49．05 241．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，715，400円 複勝： 50，947，500円 枠連： 17，186，900円
馬連： 78，590，100円 馬単： 42，877，500円 ワイド： 31，479，600円
3連複： 98，923，300円 3連単： 177，514，300円 計： 525，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 470円 � 490円 枠 連（5－6） 2，000円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，430円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 18，260円 3 連 単 ��� 102，190円

票 数

単勝票数 計 277154 的中 � 35974（3番人気）
複勝票数 計 509475 的中 � 69522（3番人気）� 26855（8番人気）� 25434（9番人気）
枠連票数 計 171869 的中 （5－6） 6361（12番人気）
馬連票数 計 785901 的中 �� 15544（21番人気）
馬単票数 計 428775 的中 �� 4369（37番人気）
ワイド票数 計 314796 的中 �� 6931（17番人気）�� 5470（22番人気）�� 2797（39番人気）
3連複票数 計 989233 的中 ��� 3999（85番人気）
3連単票数 計1775143 的中 ��� 1282（463番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―11．5―12．1―11．8―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．4―46．9―59．0―1：10．8―1：22．2―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
2，5，12（3，8）（1，6）7－10－11，4，9－13・（2，5）－12（1，3，8）（6，7）－（10，11）－9，4，13

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

勝馬の
紹 介

ウインミーティア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2011．8．28 札幌5着

2009．4．16生 牝4栗 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 14戦3勝 賞金 29，426，000円

22022 7月28日 曇 良 （25小倉2）第2日 第10競走 ��
��1，700�西部日刊スポーツ杯

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

西部日刊スポーツ新聞社賞（1着）
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 343，000円 98，000円 49，000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 ソ ロ ル 牡3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 480＋ 21：45．6 5．5�
816 プルーフポジティブ 牡4黒鹿57 幸 英明山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 462＋ 61：45．7� 10．7�
12 コ ル ー ジ ャ 	5鹿 57 国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B496＋ 21：46．01� 22．3�
36 
 バンブーリバプール 牡5青鹿57 鮫島 良太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 486＋ 61：46．21� 30．9�
714 エーシンバリントン 牡5鹿 57 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 490＋ 8 〃 クビ 2．6	
815 タガノプリンス 牡5鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B456－101：46．3� 150．2

510 シルクターンベリー 牡6鹿 57 武 幸四郎有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 81：46．51� 58．4�
713
 スプリングオスロ 牡6鹿 57 高倉 稜加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 506－ 21：46．6クビ 100．4�
23 テルミーホワイ 牡6鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 488－ 4 〃 クビ 54．8
48 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿57 川島 信二石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 472＋ 21：46．7クビ 23．1�
611 フォルクスオーパー 牝7栗 55 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 490＋ 21：47．12� 306．6�
59 トップオブカハラ 牡6芦 57 武 豊横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 488± 01：47．31� 23．4�
35 キンショータイム 牡3栗 54 中井 裕二礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 484－ 61：47．72� 102．8�
11 ナンヨースラッガー 牡6芦 57 藤懸 貴志中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 508＋ 41：47．9� 443．3�
47 ゴールデンジャガー 牡5鹿 57 太宰 啓介西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 500－ 61：48．85 39．4�
612 クラージュドール 牡3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 8 （競走中止） 3．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，865，700円 複勝： 60，733，600円 枠連： 26，175，300円
馬連： 117，583，200円 馬単： 70，398，600円 ワイド： 47，324，300円
3連複： 159，555，100円 3連単： 300，138，000円 計： 820，773，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 360円 � 420円 枠 連（2－8） 2，860円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，420円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 15，560円 3 連 単 ��� 69，050円

票 数

単勝票数 計 388657 的中 � 56524（3番人気）
複勝票数 計 607336 的中 � 74515（3番人気）� 43282（4番人気）� 35391（5番人気）
枠連票数 計 261753 的中 （2－8） 6772（11番人気）
馬連票数 計1175832 的中 �� 24425（12番人気）
馬単票数 計 703986 的中 �� 8248（18番人気）
ワイド票数 計 473243 的中 �� 8992（12番人気）�� 8252（14番人気）�� 5337（23番人気）
3連複票数 計1595551 的中 ��� 7570（44番人気）
3連単票数 計3001380 的中 ��� 3208（186番人気）

ハロンタイム 6．7―11．3―12．2―13．0―12．4―12．2―12．5―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．0―30．2―43．2―55．6―1：07．8―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
7，16（6，13）－（5，14）（4，8）1（2，15）－（9，12）（11，10）3
7（16，13）（6，14）（4，8，10）（5，15，2）（12，9）11－（1，3）

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

勝馬の
紹 介

ソ ロ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．28 東京10着（1位）

2010．3．29生 牡3黒鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 8戦3勝 賞金 37，448，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 クラージュドール号は，競走中に疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※ゴッドツェッペリン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



22023 7月28日 曇 良 （25小倉2）第2日 第11競走 ��
��1，200�

さ せ ぼ

佐世保ステークス
発走15時35分 （芝・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

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

89 バ ー バ ラ 牝4黒鹿55 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 440＋ 41：06．9 1．8�

33 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 512＋ 6 〃 クビ 9．8�
44 メイショウツガル 牡5鹿 57 国分 恭介松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 474－10 〃 ハナ 37．1�
55 シゲルスダチ 牡4芦 57 藤岡 康太森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 430＋10 〃 アタマ 15．5�
11 サザンブレイズ 牡5栗 57 中井 裕二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478－ 61：07．1� 97．2�
77 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 500－ 21：07．31	 5．5	
66 メイショウハガクレ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458＋ 41：07．51
 6．0

22 テイエムタイホー 牡4栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 484＋141：07．71
 8．6�
78 ケンブリッジエル 牡7黒鹿57 藤懸 貴志中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 508＋ 6 〃 ハナ 175．7�
810 エーシンセノーテ 牝3鹿 52 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 412± 01：08．23 31．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，788，400円 複勝： 88，059，700円 枠連： 27，360，400円
馬連： 178，768，200円 馬単： 119，266，100円 ワイド： 60，751，700円
3連複： 220，031，400円 3連単： 573，094，200円 計： 1，325，120，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 210円 � 510円 枠 連（3－8） 840円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，070円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 20，460円

票 数

単勝票数 計 577884 的中 � 253641（1番人気）
複勝票数 計 880597 的中 � 318643（1番人気）� 95263（4番人気）� 28153（7番人気）
枠連票数 計 273604 的中 （3－8） 24262（4番人気）
馬連票数 計1787682 的中 �� 145230（4番人気）
馬単票数 計1192661 的中 �� 71668（4番人気）
ワイド票数 計 607517 的中 �� 49319（4番人気）�� 13318（15番人気）�� 7132（21番人気）
3連複票数 計2200314 的中 ��� 23014（25番人気）
3連単票数 計5730942 的中 ��� 20681（74番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．5―11．1―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．8―32．3―43．4―54．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ー バ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2012．5．5 京都4着

2009．6．5生 牝4黒鹿 母 ディキシーランドジェム 母母 Allusion 8戦5勝 賞金 60，315，000円
〔制裁〕 シゲルスダチ号の騎手藤岡康太は，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。（被害馬：3番）

シゲルスダチ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

22024 7月28日 曇 良 （25小倉2）第2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

813 マジッククレスト 牝4青鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋16 58．6 52．6�

34 � エイシンテキサス 牡3青 54 和田 竜二平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon
Farm, LLC 490＋14 58．7	 5．0�

610 エーシングリズリー 牡4黒鹿57 高倉 稜�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 472＋ 6 〃 アタマ 6．0�
46 � エーシンサミット 牡3黒鹿54 国分 恭介�栄進堂 西園 正都 米 Centaur

Farms, Inc. 544＋22 59．02 43．0�
11 タイセイクインス 牝4青鹿55 武 幸四郎田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 468－ 8 〃 ハナ 60．7	
22 � シゲルカイチョウ 牡5黒鹿 57

55 △中井 裕二森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi 492－ 6 59．1	 15．7


69 � ヴィクタシア 牝4黒鹿55 浜中 俊前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-
take Iida 514＋18 59．2	 54．6�

58 ジ ャ ベ リ ン 牡5栗 57 幸 英明石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 490－ 2 59．52 8．9�
814 デンコウリョウ 
5芦 57 小牧 太田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 464－16 59．81� 52．3
57 ダ イ モ ス 牡4栗 57 川島 信二山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド 472－ 2 59．9	 142．6�
711� シルクバーニッシュ 牡4鹿 57

54 ▲藤懸 貴志有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 486－10 〃 クビ 1．8�
33 パープルタイガー 牡4栗 57 松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B482＋161：00．21� 68．9�
712 ヒカリユニキャスト 牡3黒鹿54 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 558＋261：01．15 29．1�
45 � キクノラフィカ 牡4青鹿 57

54 ▲森 一馬菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B474－ 81：01．2クビ 93．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，225，300円 複勝： 62，511，200円 枠連： 25，586，600円
馬連： 177，377，400円 馬単： 82，742，400円 ワイド： 48，201，900円
3連複： 165，198，100円 3連単： 369，199，100円 計： 976，042，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，260円 複 勝 � 810円 � 210円 � 210円 枠 連（3－8） 3，620円

馬 連 �� 13，210円 馬 単 �� 33，850円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 3，130円 �� 560円

3 連 複 ��� 18，870円 3 連 単 ��� 229，160円

票 数

単勝票数 計 452253 的中 � 6782（9番人気）
複勝票数 計 625112 的中 � 15956（8番人気）� 92047（2番人気）� 86309（3番人気）
枠連票数 計 255866 的中 （3－8） 5224（13番人気）
馬連票数 計1773774 的中 �� 10577（28番人気）
馬単票数 計 827424 的中 �� 1804（62番人気）
ワイド票数 計 482019 的中 �� 4278（26番人気）�� 3635（35番人気）�� 23121（4番人気）
3連複票数 計1651981 的中 ��� 6463（57番人気）
3連単票数 計3691991 的中 ��� 1189（503番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．6―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．4
3 11（4，10）（8，12）－9，3，6－13，5，1，2，7，14 4 ・（11，4）10，8（9，12）（3，6）13，1，2，5（7，14）

勝馬の
紹 介

マジッククレスト �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．11 中京1着

2009．5．19生 牝4青鹿 母 ソルティレージュ 母母 スペシャルアラート 9戦2勝 賞金 14，900，000円
〔発走状況〕 ヴィクタシア号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 タンティヴィー号

４レース目



（25小倉2）第2日 7月28日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

183，230，000円
8，540，000円
1，300，000円
15，660，000円
63，331，500円
4，961，600円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
336，978，400円
566，952，600円
193，407，400円
886，259，000円
549，850，000円
355，916，600円
1，114，613，700円
2，251，807，800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 6，255，785，500円

総入場人員 10，586名 （有料入場人員 9，378名）
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