
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

22049 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬，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

47 テイエムキュウコー 牡2鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 462＋ 41：09．0 1．7�
817 キリシマホーマ 牡2鹿 54 北村 友一土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 480＋ 21：09．74 37．5�
816 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 438－ 41：10．12� 380．4�
714 コウユーユメノホシ 牡2鹿 54 浜中 俊加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 田上 勝雄 448＋ 61：10．31� 30．9�
35 クラウンデュナミス 牝2黒鹿54 酒井 学矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 436－ 2 〃 クビ 3．4�
611 ハーレムシェイク �2鹿 54 小牧 太 �二風谷ファーム 小崎 憲 熊本 有限会社

宮村牧場 408＋ 81：10．4� 14．8	
818 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 424－ 61：10．5� 10．5

48 カ シ ノ バ ル �2栗 54 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 454± 0 〃 アタマ 586．6�
12 テンペラメントホル 牡2鹿 54 国分 優作宮田 直也氏 浜田多実雄 熊本 片山 建治 468－ 41：10．92� 44．2�
510 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 434－101：11．0� 382．1
59 コウエイプリンセス 牝2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 416－ 61：11．32 16．8�
36 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 414＋ 21：11．5� 107．8�
715 キョウワコクリコ 牡2鹿 54 高倉 稜�協和牧場 飯田 雄三 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 500－ 41：11．6� 79．1�
612 カシノトロピカル 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬柏木 務氏 二本柳俊一 宮崎 田上 勝雄 394－ 21：11．91� 507．9�
23 カシノピカロ 牡2栗 54 太宰 啓介柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 476＋ 4 〃 ハナ 359．1�
11 リッシンサムライ 牡2芦 54 熊沢 重文小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 釘田 義美 440＋ 2 〃 クビ 253．6�
24 クラウンジェネシス 牡2栗 54 国分 恭介�クラウン 日吉 正和 大分 クラウンファーム 474－ 61：12．85 406．3�
713 ア グ ド 牡2鹿 54

51 ▲岩崎 翼門野 重雄氏 坪 憲章 宮崎 土屋牧場 434 ―1：14．8大差 355．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，139，600円 複勝： 46，370，500円 枠連： 8，792，400円
馬連： 30，347，200円 馬単： 24，752，000円 ワイド： 16，800，100円
3連複： 45，956，300円 3連単： 87，544，600円 計： 281，702，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 800円 � 6，950円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 920円 �� 6，920円 �� 47，130円

3 連 複 ��� 143，720円 3 連 単 ��� 439，510円

票 数

単勝票数 計 211396 的中 � 103225（1番人気）
複勝票数 計 463705 的中 � 275662（1番人気）� 7176（8番人気）� 757（15番人気）
枠連票数 計 87924 的中 （4－8） 9623（2番人気）
馬連票数 計 303472 的中 �� 9920（9番人気）
馬単票数 計 247520 的中 �� 5585（11番人気）
ワイド票数 計 168001 的中 �� 4757（9番人気）�� 585（37番人気）�� 85（91番人気）
3連複票数 計 459563 的中 ��� 236（141番人気）
3連単票数 計 875446 的中 ��� 147（537番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．4―11．9―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―34．1―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．9
3 7，9（1，11）（2，18）（14，5）（6，10，12，16）17－（15，8）－（4，3）－13 4 7，9（1，11，18）2（5，16）（14，10）（12，17）（6，8）－15－3－4，13

勝馬の
紹 介

テイエムキュウコー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．28 小倉3着

2011．4．17生 牡2鹿 母 テイエムクリスタル 母母 フェアリーウィンド 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンジェネシス号・アグド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月10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。
（非当選馬） 2頭 カシノリデル号・テイエムヒットバセ号

22050 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系2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 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
57．7
57．7

重
重

711� セ ト ア ロ ー 牡2鹿 54 北村 友一難波 澄子氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

506－ 4 58．6 4．2�
813 ミヤジカールソン 牡2鹿 54 浜中 俊曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 492± 0 59．02� 4．4�
610 ドリームカイザー 牡2栗 54 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 482＋ 2 59．85 2．2�
33 アスタークレバー 牡2栗 54 国分 恭介加藤 久枝氏 武田 博 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－ 61：00．97 39．5�
34 シ ゲ ル ウ ゴ 牡2青鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 512± 01：01．11	 8．1�
57 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 B464＋ 41：01．31	 291．8	
58 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 434－ 8 〃 ハナ 24．6

46 テイエムシナモン 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 438＋ 61：01．51	 154．8�
22 ケージーキンカメ 牡2黒鹿54 鮫島 良太川井 五郎氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 460－141：01．71� 37．6�
45 パフュームボム 牝2鹿 54 水口 優也飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 458± 0 〃 クビ 327．9
11 テイエムロカビリー 牡2芦 54 国分 優作竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 470＋ 41：01．8
 38．9�
69 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 454＋ 41：02．01	 47．7�
712 プレイズペスカ 牡2芦 54

51 ▲森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新冠 ビッグレッドファーム 416± 01：02．21	 385．7�
814 ファーウエスト 牡2鹿 54 川田 将雅 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 464－ 61：02．41� 18．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，103，300円 複勝： 30，990，000円 枠連： 7，652，900円
馬連： 28，230，500円 馬単： 21，596，800円 ワイド： 14，992，900円
3連複： 44，372，000円 3連単： 72，393，200円 計： 236，331，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 120円 � 110円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 300円 �� 220円 �� 150円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 161033 的中 � 30684（2番人気）
複勝票数 計 309900 的中 � 37101（3番人気）� 61719（2番人気）� 130622（1番人気）
枠連票数 計 76529 的中 （7－8） 8599（3番人気）
馬連票数 計 282305 的中 �� 21661（4番人気）
馬単票数 計 215968 的中 �� 9800（6番人気）
ワイド票数 計 149929 的中 �� 10262（3番人気）�� 16411（2番人気）�� 30170（1番人気）
3連複票数 計 443720 的中 ��� 97473（1番人気）
3連単票数 計 723932 的中 ��� 16621（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．6―35．2―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セ ト ア ロ ー �
�
父 Curlin �

�
母父 Jeune Homme デビュー 2013．7．21 中京8着

2011．2．22生 牡2鹿 母 Ramatuelle 母母 Villa Torlonia 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 カツザクラ号

第２回 小倉競馬 第５日



22051 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

35 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 426＋ 21：59．5 3．4�
816 インプレショニスト 牝3鹿 54 鮫島 良太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 422－ 2 〃 ハナ 6．4�
48 マコトエクサルシス 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼尾田左知子氏 梅田 智之 日高 白井牧場 456－ 22：00．03 39．6�
24 オーアンジェリーナ 牝3栗 54

51 ▲藤懸 貴志北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 462＋122：00．21� 25．4�
510 オ ル ゲ イ ユ 牝3鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 岡田 稲男 新ひだか 前川 正美 408＋ 4 〃 ハナ 3．2	
612 デンコウアカツキ 牝3鹿 54 熊沢 重文田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 472－ 22：00．41� 95．9

23 エーシンラクーン 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 466－ 4 〃 クビ 7．6�
611 スイートリリック 牝3栗 54 高倉 稜伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 438－ 32：00．61� 131．4�
714 マ ル テ ィ ナ 牝3鹿 54 国分 恭介岡 浩二氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田 宗将 434＋ 4 〃 ハナ 332．8
11 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 444＋ 62：00．7� 6．7�
12 ドリーミートーツ 牝3青鹿54 小牧 太吉田 和美氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 450－ 22：00．8クビ 37．5�
47 ウインマルゲリータ 牝3黒鹿54 松山 弘平�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 426＋ 2 〃 クビ 24．0�
59 スズカルミナリー 牝3鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 B448－ 62：01．43� 209．9�
715 ブラボーデジタル 牝3栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 444－ 62：02．25 132．6�
817 アグネスエリイ 牝3鹿 54 高田 潤渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 494± 02：02．94 469．8�
818 メイショウハッピー 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 500± 02：03．11� 38．2�
713 アマルコルド 牝3栗 54

52 △中井 裕二市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452± 02：03．63 61．3�
36 メイショウアンズ 牝3芦 54 武 幸四郎松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 444＋102：05．5大差 360．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，215，400円 複勝： 29，243，300円 枠連： 8，139，700円
馬連： 30，943，900円 馬単： 21，458，700円 ワイド： 16，517，600円
3連複： 43，477，500円 3連単： 71，585，500円 計： 237，581，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 220円 � 990円 枠 連（3－8） 890円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，720円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 23，770円 3 連 単 ��� 75，260円

票 数

単勝票数 計 162154 的中 � 38355（2番人気）
複勝票数 計 292433 的中 � 71463（1番人気）� 34686（4番人気）� 5441（10番人気）
枠連票数 計 81397 的中 （3－8） 6811（2番人気）
馬連票数 計 309439 的中 �� 22073（3番人気）
馬単票数 計 214587 的中 �� 7973（6番人気）
ワイド票数 計 165176 的中 �� 9260（5番人気）�� 1432（27番人気）�� 638（46番人気）
3連複票数 計 434775 的中 ��� 1350（62番人気）
3連単票数 計 715855 的中 ��� 702（191番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．4―12．4―12．6―12．4―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―34．1―46．5―58．9―1：11．5―1：23．9―1：35．9―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
18，5（1，9）6（4，13，17）（3，8）（12，14）2，15，11（7，16）10・（18，5）9（1，4，17）（3，8，14）（12，16）2（6，10）（11，13，15）7

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

勝馬の
紹 介

ディオジェーヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー 2012．12．22 阪神7着

2010．5．1生 牝3鹿 母 フォーシンズ 母母 Four Roses 7戦1勝 賞金 8，030，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月10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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カシノレアネス号・テイエムレオネッサ号・ポンドゥレーヴ号

22052 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11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

11 タイムアラウド 牡3鹿 56 川田 将雅有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 41：47．5 2．2�

816 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 508＋ 61：47．92� 3．5�
714 キングスクルーザー 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 458－ 51：48．0� 44．0�
48 サトノエクセル 牡3黒鹿56 浜中 俊里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：48．42� 8．7�
611 フミノフォーチュン 牡3鹿 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 460＋ 2 〃 アタマ 20．2�
47 アクロマティック �3栗 56 高倉 稜�アカデミー 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 424－121：48．93 144．9	
35 アドマイヤイナズマ 牡3青鹿56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 494＋ 21：49．43 5．6

36 ジ リ オ ン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 534－ 21：49．82� 21．5�
12 ハ リ バ ッ ト 牡3青鹿56 松山 弘平山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 B462＋ 21：49．9クビ 76．4�
59 レッドクルセーダー 牡3栗 56

54 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 90．0
24 スズカノジェリコ 牝3鹿 54 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 412＋ 81：50．22 111．0�
713 ワンダーデスタン 牡3青鹿 56

53 ▲森 一馬山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 466＋ 21：50．51� 283．1�
23 ナムラシンバ 牡3鹿 56 小坂 忠士奈村 信重氏 武 宏平 新ひだか 八田ファーム B496± 01：50．6� 62．3�
815 パワーオブシャドー 牡3鹿 56 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482－121：51．13 533．9�
612 スカイノカイクン �3青鹿56 藤岡 康太江 賦晨氏 高橋 義忠 新ひだか 曾我 博 518 ―1：52．710 39．8�
510 スリーフェニックス 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 B480＋ 61：58．7大差 291．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，816，500円 複勝： 28，701，800円 枠連： 9，789，700円
馬連： 31，557，200円 馬単： 23，373，400円 ワイド： 16，627，500円
3連複： 43，983，800円 3連単： 86，896，100円 計： 258，746，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 130円 � 600円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，050円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 7，300円

票 数

単勝票数 計 178165 的中 � 66251（1番人気）
複勝票数 計 287018 的中 � 89536（1番人気）� 66822（2番人気）� 6755（7番人気）
枠連票数 計 97897 的中 （1－8） 22104（1番人気）
馬連票数 計 315572 的中 �� 82587（1番人気）
馬単票数 計 233734 的中 �� 30859（1番人気）
ワイド票数 計 166275 的中 �� 32380（1番人気）�� 3222（12番人気）�� 3279（11番人気）
3連複票数 計 439838 的中 ��� 13731（5番人気）
3連単票数 計 868961 的中 ��� 8789（14番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．4―14．1―13．0―12．3―12．9―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．6―44．7―57．7―1：10．0―1：22．9―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

タイムアラウド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．8 阪神3着

2010．3．18生 牡3鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 13戦1勝 賞金 14，940，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイノカイクン号・スリーフェニックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

9月10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 アスカノトゥーレ号・メイショウヨウコウ号



22053 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5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

66 ダンツブロード 牡2黒鹿 54
51 ▲藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新冠 対馬 正 422 ―1：09．4 3．7�

55 ラインスピリット 牡2黒鹿54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 432 ―1：09．93 10．7�
78 インペリアルブルー 牡2栗 54 北村 友一 �ブルーマネジメント牧田 和弥 新ひだか 本桐牧場 432 ― 〃 ハナ 18．1�
33 アスカノロマン 牡2栗 54

52 △中井 裕二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478 ―1：10．0� 6．1�

810 ゼンノロンゴ 牡2鹿 54 武 幸四郎大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 500 ―1：10．1� 3．6�
22 エンドレスシャイン 牡2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 424 ―1：10．52� 8．9	
89 メイショウオイワケ 牡2青鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 472 ― 〃 ハナ 4．7

44 アカリロンドン 牡2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 456 ―1：10．71� 79．6�
11 ピアッジーネ 牝2栗 54 国分 優作水上 行雄氏 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 414 ― 〃 クビ 21．5�
77 シゲルヒダカ 牡2黒鹿54 国分 恭介森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 武 牧場 488 ―1：11．97 111．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，512，000円 複勝： 22，090，100円 枠連： 7，972，300円
馬連： 29，427，300円 馬単： 22，232，400円 ワイド： 14，138，000円
3連複： 36，499，800円 3連単： 72，885，500円 計： 221，757，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 280円 � 340円 枠 連（5－6） 1，390円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 500円 �� 910円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 17，080円

票 数

単勝票数 計 165120 的中 � 35673（2番人気）
複勝票数 計 220901 的中 � 46782（1番人気）� 18880（6番人気）� 14406（7番人気）
枠連票数 計 79723 的中 （5－6） 4260（7番人気）
馬連票数 計 294273 的中 �� 15845（4番人気）
馬単票数 計 222324 的中 �� 8327（7番人気）
ワイド票数 計 141380 的中 �� 7488（4番人気）�� 3770（14番人気）�� 2938（19番人気）
3連複票数 計 364998 的中 ��� 5349（21番人気）
3連単票数 計 728855 的中 ��� 3150（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツブロード �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2011．3．15生 牡2黒鹿 母 ダッチアイリス 母母 ブラックシャワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22054 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第6競走 ��
��1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

12 レネットグルーヴ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 420－ 21：46．3 5．1�
510 アグネスリズム 牡3栗 56 幸 英明渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 462－ 41：46．51� 33．3�
714 エヴリシーズン 牡3鹿 56 北村 友一有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 424＋ 41：46．71� 14．0�
48 クリアモーメント 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 クビ 3．9�
23 ソリーソアンジェロ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム B448－181：46．8クビ 52．3�
24 メイショウエゾフジ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 462－10 〃 クビ 4．9	
11 メガモンスター 牡3鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 416＋ 61：47．43� 38．6

36 シゲルリブラ 牡3鹿 56 熊沢 重文 �ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 438± 0 〃 クビ 179．0�
816 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 56 酒井 学 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 442－ 41：47．5クビ 2．6
611 カ テ リ ー ナ 牝3栗 54 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 浦河 大島牧場 440－ 21：48．13� 194．1�
612 カシノオーブ 牡3鹿 56 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 448＋ 21：48．42 110．7�
47 アモールミーオ 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B482－ 21：48．72 41．6�
59 アエテウレシイ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 456－181：49．01	 176．7�
713 ホッコーユニバース 牝3鹿 54 国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 478 ―1：49．53 117．4�
35 ゴーソッキュー 牡3栗 56

53 ▲森 一馬岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント B474＋ 21：50．13� 165．3�
815
 シゲルスコピウス 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 Corey Miller &

Christine Miller 522－ 8 （競走中止） 141．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，531，100円 複勝： 27，178，500円 枠連： 8，592，100円
馬連： 31，681，700円 馬単： 22，106，300円 ワイド： 16，234，600円
3連複： 45，898，300円 3連単： 77，078，700円 計： 246，301，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 740円 � 330円 枠 連（1－5） 4，590円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 9，070円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 870円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 99，450円

票 数

単勝票数 計 175311 的中 � 27276（4番人気）
複勝票数 計 271785 的中 � 45551（3番人気）� 7956（7番人気）� 21338（5番人気）
枠連票数 計 85921 的中 （1－5） 1382（14番人気）
馬連票数 計 316817 的中 �� 3692（14番人気）
馬単票数 計 221063 的中 �� 1800（24番人気）
ワイド票数 計 162346 的中 �� 2175（15番人気）�� 4774（9番人気）�� 1580（22番人気）
3連複票数 計 458983 的中 ��� 1984（39番人気）
3連単票数 計 770787 的中 ��� 572（240番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．9―11．7―12．1―12．0―11．9―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―34．9―46．6―58．7―1：10．7―1：22．6―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3
10，12，8，16（2，15）（4，7）1（3，11）（6，9，14）－13＝5
10，12（8，16）（2，4）（1，3）7（6，11）－14－13（9，5）15

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

勝馬の
紹 介

レネットグルーヴ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．12 京都3着

2010．4．8生 牝3黒鹿 母 イントゥザグルーヴ 母母 エアグルーヴ 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔競走中止〕 シゲルスコピウス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンミッシェル号・ナリタエックス号
（非抽選馬） 3頭 アキノライセンス号・カミングアップ号・ラムレット号



22055 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第7競走 ��
��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

47 シュンケイリ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：09．2 33．9�
818 メイショウソウイン 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 442＋ 51：09．41� 9．3�
24 フィボナッチ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 468－ 21：09．61� 17．4�
510� エーシンザホット 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du

Quesnay 482－ 6 〃 クビ 4．0�
714� クラシカルバリュー 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 大久保龍志 米 Shadai Farm 428－10 〃 アタマ 9．2�
612� エーシンザピーク 牡3栗 56 北村 友一�栄進堂 小崎 憲 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

472＋ 21：09．7クビ 20．3	
611 サークルオブライフ 牡3栗 56 酒井 学 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 0 〃 ハナ 33．6

36 オーミクーザ 牡3青鹿56 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 三石ビクトリーファーム 424± 01：09．8	 243．5�
11 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± 01：09．9	 2．5
817 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± 01：10．0
 206．7�
715 ナムラタイショウ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 436－ 21：10．21 398．1�
713 ワキノグレース 牝3鹿 54 田中 健脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 広田牧場 468＋ 81：10．3
 229．2�
816 シンコープリンセス 牝3栗 54 鮫島 良太豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 446＋ 81：10．4	 14．3�
59 メイショウヌナカワ 牝3黒鹿54 水口 優也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 452－ 4 〃 クビ 91．0�
12 バアゼルザウバー 牝3鹿 54 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：10．61	 11．7�
35 スプリングカタセ 牡3栗 56 藤岡 康太加藤 春夫氏 吉村 圭司 様似 清水 誠一 484＋ 81：11．02	 43．9�
48 トミケンユープ 牝3栗 54

51 ▲藤懸 貴志冨樫 賢二氏 牧浦 充徳 新ひだか 田原橋本牧場 468－101：11．42	 139．2�
23 キョウワリスキー 牡3鹿 56 小坂 忠士�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 472＋ 6 〃 アタマ 63．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，799，700円 複勝： 33，698，000円 枠連： 12，741，400円
馬連： 38，954，200円 馬単： 25，879，000円 ワイド： 20，733，300円
3連複： 52，861，300円 3連単： 83，141，000円 計： 287，807，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，390円 複 勝 � 680円 � 330円 � 580円 枠 連（4－8） 5，590円

馬 連 �� 14，500円 馬 単 �� 35，770円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 4，130円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 56，060円 3 連 単 ��� 483，140円

票 数

単勝票数 計 197997 的中 � 4616（10番人気）
複勝票数 計 336980 的中 � 12365（9番人気）� 29931（3番人気）� 14814（8番人気）
枠連票数 計 127414 的中 （4－8） 1683（20番人気）
馬連票数 計 389542 的中 �� 1984（40番人気）
馬単票数 計 258790 的中 �� 534（91番人気）
ワイド票数 計 207333 的中 �� 1433（37番人気）�� 1233（41番人気）�� 1832（30番人気）
3連複票数 計 528613 的中 ��� 696（138番人気）
3連単票数 計 831410 的中 ��� 127（1027番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュンケイリ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．9．17 阪神4着

2010．4．6生 牡3鹿 母 シルクアウローラ 母母 ダボナアンビション 10戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 カシノハートフル号・セレッソフロリード号・ドングラッチェ号・ニシノワン号・メイショウオリヅル号・

レニンフェア号・ロングボラーレ号

22056 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第8競走 ��
��1，000�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
57．1
57．1

稍重
稍重

11 フレンチトースト 牝4鹿 55
52 ▲藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 440＋ 4 58．7 2．5�

33 � エクセレンフレール 牡3鹿 54 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie
W. Lockhart Jr. 496＋ 8 58．91	 11．3�

813 メイショウアルファ 牡3鹿 54
51 ▲森 一馬松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 448＋ 4 〃 クビ 21．5�

57 リッシンロケット 牡3芦 54 酒井 学小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 456＋10 59．0
 62．3�
58 キンシザイル 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 486－ 2 59．21	 3．3�
34 メイショウオハツ 牝4黒鹿55 鮫島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 506＋10 59．3
 89．7	
45 ドリームボンバー 牡5鹿 57 国分 恭介セゾンレースホース
 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B482＋ 8 59．5
 33．4�
46 エリモミヤビ 牝5栗 55 幸 英明山本 敏晴氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 460－10 59．6
 18．3�
610 エーシンクルゼ 牡4芦 57 高倉 稜
栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 518－ 2 59．7クビ 12．5
22 ハマノヴィグラス 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 502－ 3 59．8� 128．2�
814 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 464－ 41：00．12 12．8�
711� マリノアーサー 牡4栗 57 小牧 太矢野 恭裕氏 日吉 正和 新冠 八木 常郎 460－ 21：00．84 326．9�
712 ウインドグラス 牡4鹿 57 岡田 祥嗣福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 500＋141：00．9� 313．0�
69 ビーマイラブ 牝3鹿 52 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 61：01．85 7．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，359，200円 複勝： 32，909，200円 枠連： 13，071，500円
馬連： 47，756，100円 馬単： 31，811，500円 ワイド： 21，037，800円
3連複： 56，857，500円 3連単： 98，807，800円 計： 324，610，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 360円 � 520円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 590円 �� 870円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 223592 的中 � 73226（1番人気）
複勝票数 計 329092 的中 � 85874（1番人気）� 20428（7番人気）� 12827（8番人気）
枠連票数 計 130715 的中 （1－3） 6127（8番人気）
馬連票数 計 477561 的中 �� 22732（4番人気）
馬単票数 計 318115 的中 �� 9466（6番人気）
ワイド票数 計 210378 的中 �� 9217（4番人気）�� 5970（11番人気）�� 2541（25番人気）
3連複票数 計 568575 的中 ��� 6669（21番人気）
3連単票数 計 988078 的中 ��� 3293（55番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．6―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンチトースト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．22 京都3着

2009．3．30生 牝4鹿 母 ペンタルビー 母母 ホーセンルビー 14戦3勝 賞金 30，300，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 マッキンリー号



22057 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第9競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

77 クーファナイン 牝2鹿 54 藤岡 康太大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 462－ 61：09．3 2．7�
44 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 428＋ 41：09．61� 4．8�
55 フェブノヘア 牝2栗 54 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 444＋12 〃 クビ 2．0�
11 ナムラユキヒメ 牝2栗 54 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 422－ 21：09．7クビ 26．5�
33 シュンブレイン 牡2栗 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 466＋ 21：09．91	 10．4�
66 カシノサプライズ 牝2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 戸田 ゆり子 B424＋ 61：10．0� 74．1�
22 キクノオーブ 牡2鹿 54 畑端 省吾菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 444－121：10．74 66．1	

（7頭）

売 得 金
単勝： 22，847，700円 複勝： 23，001，000円 枠連： 発売なし
馬連： 36，158，900円 馬単： 31，786，800円 ワイド： 12，812，600円
3連複： 38，774，300円 3連単： 155，871，000円 計： 321，252，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 170円 �� 110円 �� 170円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 1，980円

票 数

単勝票数 計 228477 的中 � 67889（2番人気）
複勝票数 計 230010 的中 � 70181（2番人気）� 37082（3番人気）
馬連票数 計 361589 的中 �� 38588（3番人気）
馬単票数 計 317868 的中 �� 19158（4番人気）
ワイド票数 計 128126 的中 �� 15233（2番人気）�� 39771（1番人気）�� 15136（3番人気）
3連複票数 計 387743 的中 ��� 133606（1番人気）
3連単票数 計1558710 的中 ��� 58190（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．4―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クーファナイン 

�
父 ゼンノロブロイ 


�
母父 Bertolini デビュー 2013．7．13 中京3着

2011．4．14生 牝2鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 3戦2勝 賞金 21，982，000円

22058 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第10競走 ��
��1，200�フィリピントロフィー

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

マニラジョッキークラブ－フィリピンレーシングクラブ賞（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 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

77 ビキニブロンド 牝4黒鹿55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：07．6 1．6�

22 エイシンキンチェム 牝4鹿 55 川田 将雅平井 克彦氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 482－ 61：07．7� 6．7�
78 トキノゲンジ 牡5鹿 57 酒井 学中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 492－ 81：07．8� 145．9�
55 ネオヴァンクル 牡4栗 57 北村 友一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 516－ 81：07．9	 29．3�
44 フ ィ リ ラ 牝4栗 55 幸 英明 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－12 〃 クビ 19．7�
66 ミヤジシェンロン 牡6鹿 57 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド 464＋ 21：08．11
 76．1	
89 カゼニタツライオン 牡3栗 54 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 508－ 61：08．41	 12．1

33 オレニホレルナヨ 牡4栗 57 国分 恭介 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 494± 01：08．71	 13．3�
11 アーベントロート 牝4黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 9．8
810 アメージングタクト 牡3鹿 54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 41：10．8大差 10．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 34，999，000円 複勝： 100，865，600円 枠連： 13，845，000円
馬連： 72，636，100円 馬単： 56，757，100円 ワイド： 29，608，500円
3連複： 91，975，200円 3連単： 237，693，900円 計： 638，380，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，350円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，830円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 11，550円 3 連 単 ��� 25，200円

票 数

単勝票数 計 349990 的中 � 181849（1番人気）
複勝票数 計1008656 的中 � 674278（1番人気）� 86020（2番人気）� 6031（10番人気）
枠連票数 計 138450 的中 （2－7） 22534（2番人気）
馬連票数 計 726361 的中 �� 116008（1番人気）
馬単票数 計 567571 的中 �� 66409（1番人気）
ワイド票数 計 296085 的中 �� 40537（1番人気）�� 3530（23番人気）�� 1205（35番人気）
3連複票数 計 919752 的中 ��� 5877（36番人気）
3連単票数 計2376939 的中 ��� 6962（84番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．8―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．3―44．5―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビキニブロンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．8．13 小倉2着

2009．2．1生 牝4黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 14戦4勝 賞金 62，166，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ビキニブロンド号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成25年8月17日から平成25年8月25日まで

騎乗停止。（被害馬：4番・3番・10番）
〔その他〕 アメージングタクト号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



22059 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第11競走 ��
��2，000�マレーシアカップ

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．8．11以降25．8．4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

セランゴールターフクラブ－ペナンターフクラブ－ペラターフクラブ賞（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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 サンシャイン 牝4黒鹿55 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436＋201：57．9 5．1�
810 マイネジャンヌ 牝5鹿 54 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 2 〃 クビ 5．8�
11 シゲルササグリ 牡4黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 504－ 21：58．0� 3．2�
22 エスカナール 牝5黒鹿53 松山 弘平下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 482－101：58．1クビ 9．3�
77 ロードエアフォース 牡5鹿 55 川田 将雅 �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 490± 0 〃 クビ 3．9�
55 トモロポケット 牡7栗 54 熊沢 重文戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム 470＋ 41：58．2� 39．6	
89 タガノキャプテン 牡6栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－141：59．15 168．9

66 サカジロロイヤル 牡5黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 498－ 21：59．42 14．7�
33 シルクランスロット 牡6栗 54 北村 友一有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 510± 01：59．71� 103．5�
78 ダ ノ ン ミ ル 	5栗 55 浜中 俊�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448－14 〃 アタマ 9．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，925，400円 複勝： 62，921，800円 枠連： 26，437，700円
馬連： 133，693，600円 馬単： 76，388，300円 ワイド： 43，357，400円
3連複： 167，492，500円 3連単： 376，703，200円 計： 924，919，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 170円 � 130円 枠 連（4－8） 1，740円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 520円 �� 360円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計 379254 的中 � 58613（3番人気）
複勝票数 計 629218 的中 � 85443（4番人気）� 89476（3番人気）� 154000（1番人気）
枠連票数 計 264377 的中 （4－8） 11276（8番人気）
馬連票数 計1336936 的中 �� 68783（7番人気）
馬単票数 計 763883 的中 �� 19847（13番人気）
ワイド票数 計 433574 的中 �� 19438（8番人気）�� 30033（3番人気）�� 34960（2番人気）
3連複票数 計1674925 的中 ��� 93344（3番人気）
3連単票数 計3767032 的中 ��� 29471（24番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―12．1―12．2―12．3―12．3―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―34．2―46．3―58．5―1：10．8―1：23．1―1：34．7―1：46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3
・（1，6）（2，7）8，4（5，10）－9－3・（1，6）7（2，10）4（8，9）5－3

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

勝馬の
紹 介

サンシャイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー 2011．12．18 阪神1着

2009．2．25生 牝4黒鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 11戦3勝 賞金 58，056，000円
〔制裁〕 エスカナール号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

22060 8月10日 晴 良 （25小倉2）第5日 第12競走 ��1，700�インディアトロフィー
発走16時15分 （ダート・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）

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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 エイヴィアンボス 牡3鹿 54 幸 英明桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 530＋ 41：45．1 5．9�
815 アルディエス 牡4鹿 57 国分 優作�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 452＋ 21：45．52� 39．3�
12 トーセンパワフル 牡3鹿 54 藤岡 康太島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 クビ 4．2�
713 タガノギャラクシー 牡3鹿 54 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 81：45．92� 23．9�
47 メテオライト 牡4栗 57 浜中 俊 	キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：46．11� 3．1

24 ラガーライオン 牡3鹿 54 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 460± 01：46．2クビ 15．3�
23 セルリアンサーロス 牡3栗 54 北村 友一	イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 502＋ 41：46．3� 51．1�
611 フォルトファーレン 牡4黒鹿57 中井 裕二 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：46．61	 74．1
35 ハッピーヤングマン 牡4栗 57 岡田 祥嗣小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 478＋101：46．7� 310．7�
11 ナムラケンシロウ 牡3栃栗54 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 444± 0 〃 クビ 35．3�
714 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿54 太宰 啓介橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 514＋ 41：47．12� 65．8�
36 ペガサスフォース 牡4栗 57 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：47．2� 4．0�
48 ワンダーシャスール 牡3鹿 54 岩崎 翼山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 秋場牧場 440－ 41：47．41� 577．6�
510
 アプローチミー 牡6黒鹿57 鮫島 良太吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河 駿河牧場 490± 01：47．71	 201．1�
612
 スカイウエイ 牡4鹿 57 高田 潤玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 524＋ 41：48．12� 18．7�
59 
 メイショウバロン 牡4栗 57 小坂 忠士松本 好�氏 梅内 忍 浦河 辻 牧場 492± 01：48．52� 460．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，995，000円 複勝： 58，241，900円 枠連： 24，323，700円
馬連： 142，908，100円 馬単： 57，887，700円 ワイド： 41，057，600円
3連複： 130，247，900円 3連単： 263，842，400円 計： 757，504，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 940円 � 250円 枠 連（8－8） 12，150円

馬 連 �� 16，020円 馬 単 �� 23，340円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 840円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 34，680円 3 連 単 ��� 249，960円

票 数

単勝票数 計 389950 的中 � 52793（4番人気）
複勝票数 計 582419 的中 � 79623（3番人気）� 13170（9番人気）� 67814（4番人気）
枠連票数 計 243237 的中 （8－8） 1478（26番人気）
馬連票数 計1429081 的中 �� 7028（37番人気）
馬単票数 計 578877 的中 �� 1831（62番人気）
ワイド票数 計 410576 的中 �� 3059（33番人気）�� 12660（8番人気）�� 2024（41番人気）
3連複票数 計1302479 的中 ��� 2772（91番人気）
3連単票数 計2638424 的中 ��� 779（553番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．7―42．4―55．1―1：07．4―1：19．7―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

エイヴィアンボス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．2．17 小倉4着

2010．6．11生 牡3鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 7戦2勝 賞金 18，108，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 オレハメジャー号・サウンドストーム号・シゲルケンシン号・ダイナミックウオー号・タッチシタイ号・

デンコウアクティブ号・ニイハオジュウクン号・ヒシアルコル号・ベルラピエル号・ワイルドアンセム号



（25小倉2）第5日 8月10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 167頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

189，290，000円
2，080，000円
8，530，000円
1，530，000円
16，050，000円
59，504，000円
4，316，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
282，243，900円
496，211，700円
141，358，400円
654，294，800円
416，030，000円
263，917，900円
798，396，400円
1，684，442，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，736，896，000円

総入場人員 6，329名 （有料入場人員 5，444名）
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