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22085 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8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

56 キンシノキセキ 牡2鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 464－121：08．8 1．6�

44 ニシノナーガ 牡2黒鹿 54
52 △中井 裕二西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 516－ 81：09．01� 28．9�

79 ジョーヌダンブル 牝2栗 54 太宰 啓介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 456－ 41：09．32 3．2�
11 シゲルオワリ 牝2鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 402＋ 41：09．51� 112．7�
55 ユウキファイン 牝2栗 54 藤岡 康太ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 460－ 61：09．6� 13．1�
811 テイエムリヴィエラ 牝2鹿 54 鮫島 良太竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 436－ 41：10．02� 48．1�
33 タ ウ ト ナ 牡2鹿 54 酒井 学	ターフ・スポート飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 81：10．63� 17．6

67 カシノステイタス 牡2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 438＋ 61：11．02� 110．0�
68 アイファーフィリア 牝2鹿 54 幸 英明中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 452＋ 61：11．1� 82．5�
22 エルカミーノレアル 牡2鹿 54 松山 弘平広尾レース 小崎 憲 浦河 桑田牧場 458－ 6 〃 クビ 13．6�
812 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 488－ 81：11．52� 189．6�
710 カシノトップレディ 牝2青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 八木 常郎 414－ 21：12．03 275．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，441，200円 複勝： 47，083，100円 枠連： 8，259，800円
馬連： 32，919，700円 馬単： 28，283，900円 ワイド： 16，312，300円
3連複： 43，959，100円 3連単： 110，518，500円 計： 302，777，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 290円 � 110円 枠 連（4－5） 1，890円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 480円 �� 110円 �� 510円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 5，740円

票 数

単勝票数 計 154412 的中 � 78786（1番人気）
複勝票数 計 470831 的中 � 288722（1番人気）� 11037（6番人気）� 109432（2番人気）
枠連票数 計 82598 的中 （4－5） 3229（6番人気）
馬連票数 計 329197 的中 �� 10288（7番人気）
馬単票数 計 282839 的中 �� 7620（6番人気）
ワイド票数 計 163123 的中 �� 5375（8番人気）�� 65864（1番人気）�� 4945（9番人気）
3連複票数 計 439591 的中 ��� 38429（4番人気）
3連単票数 計1105185 的中 ��� 14222（15番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．9―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．9―44．5―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．27 小倉2着

2011．1．22生 牡2鹿 母 アブソリューション 母母 フリーフォーギブン 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノトップレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月18日まで平地

競走に出走できない。

22086 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 北村 友一山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 468± 01：47．9 10．5�
612 チョウワンダー 牝3鹿 54 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 448＋101：48．0� 28．0�
816 コスモサリー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 41：48．31� 13．3�
714 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± 0 〃 クビ 5．0�
36 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 藤岡 康太�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 500－ 21：48．4� 2．3	
24 デンコウウンリュウ 牡3鹿 56 武 幸四郎田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 504＋10 〃 クビ 43．7

47 キクノドラゴン 牡3栗 56 高倉 稜菊池 五郎氏 野中 賢二 日高 メイプルファーム 436＋ 4 〃 ハナ 16．6�
11 ビービートレイター 牡3黒鹿56 幸 英明�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 484 ―1：48．61� 69．6�
815 ホットバタードラム 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：48．7クビ 8．5
59 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± 01：49．01� 25．4�
510 デ ィ オ ネ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 412＋ 61：49．1� 21．5�
48 ステイウェル 牡3黒鹿56 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 486＋ 21：49．31� 68．6�
713 ブ ラ ド ッ ク 牡3黒鹿56 鮫島 良太松田 整二氏 田島 良保 平取 びらとり牧場 450＋101：49．4� 122．8�
23 プライドキッズ 牡3栗 56 岡田 祥嗣瀬谷 �雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B522± 01：49．5クビ 11．8�
611 ラナキラリオ 牡3黒鹿56 松山 弘平横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 462＋ 81：49．92� 177．5�
12 カヤドーモトクン 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼黒澤 尚氏 森 秀行 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：51．7大差 330．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，179，400円 複勝： 34，699，600円 枠連： 11，963，400円
馬連： 38，323，500円 馬単： 24，764，900円 ワイド： 19，619，700円
3連複： 54，201，900円 3連単： 82，699，800円 計： 283，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 340円 � 1，190円 � 440円 枠 連（3－6） 3，050円

馬 連 �� 19，080円 馬 単 �� 28，170円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 1，750円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 56，190円 3 連 単 ��� 335，350円

票 数

単勝票数 計 171794 的中 � 13014（4番人気）
複勝票数 計 346996 的中 � 29309（4番人気）� 6925（10番人気）� 21406（5番人気）
枠連票数 計 119634 的中 （3－6） 2898（13番人気）
馬連票数 計 383235 的中 �� 1483（45番人気）
馬単票数 計 247649 的中 �� 649（78番人気）
ワイド票数 計 196197 的中 �� 1340（39番人気）�� 2811（19番人気）�� 1146（43番人気）
3連複票数 計 542019 的中 ��� 712（132番人気）
3連単票数 計 826998 的中 ��� 182（746番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―11．9―11．9―12．2―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．3―48．2―1：00．1―1：12．3―1：24．3―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リッシュレーヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2012．8．12 札幌5着

2010．3．27生 牡3鹿 母 マリンゴールド 母母 ナムラクイーン 14戦1勝 賞金 10，740，000円
※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） 2頭 タイキサクセション号・ナリタエックス号
（非抽選馬） 4頭 エイダイムーン号・グローバルハート号・グローブ号・ドハツテン号

第２回 小倉競馬 第８日



22087 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11時00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
57．1
57．1

稍重
稍重

46 サ ン レ ー ン 牝3鹿 54
51 ▲森 一馬 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 2 59．0 3．6�
34 オーネットサクセス 牝3鹿 54 鮫島 良太醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 438＋ 2 59．32 8．7�
57 ハッピーチャート 牝3芦 54

52 △中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場 480＋22 59．61� 4．6�

58 ア マ ス ト レ 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼門野 重雄氏 千田 輝彦 新ひだか 原口牧場 444＋ 41：00．45 104．2�

33 プリンセスナナミ 牝3栗 54 熊沢 重文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 522－ 41：00．72 60．3�
814 リミックスアルバム 牝3黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志	ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 446－ 21：00．8� 2．7

22 メイショウチヨ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 浦河 中島 俊明 444± 01：01．01� 158．2�
11 サンジョベーゼ 牝3鹿 54 小牧 太吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 466－ 21：01．1� 12．7�
45 サポートソング 牝3栗 54 幸 英明佐々木完二氏 田島 良保 新ひだか 千代田牧場 440± 0 〃 アタマ 66．7
69 セレッソフロリード 牝3鹿 54 高倉 稜三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 494＋101：01．2� 12．2�
712 ニ シ ノ ワ ン 牝3鹿 54 松山 弘平西山 茂行氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 396± 01：01．41� 50．6�
610 トーワレッテラ 牝3黒鹿54 福永 祐一齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 472 ―1：02．03� 29．6�
813 キリノトップジョー 牝3鹿 54 国分 恭介平田 道子氏 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 420＋ 81：02．21� 180．1�
711 アスターティアラ 牝3栗 54 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 472 ―1：04．6大差 223．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，886，700円 複勝： 24，196，000円 枠連： 9，500，200円
馬連： 35，614，800円 馬単： 24，943，000円 ワイド： 16，030，000円
3連複： 51，163，000円 3連単： 85，935，400円 計： 265，269，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 210円 � 160円 枠 連（3－4） 1，090円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 590円 �� 310円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 178867 的中 � 39687（2番人気）
複勝票数 計 241960 的中 � 47371（2番人気）� 25777（4番人気）� 43531（3番人気）
枠連票数 計 95002 的中 （3－4） 6464（5番人気）
馬連票数 計 356148 的中 �� 16740（5番人気）
馬単票数 計 249430 的中 �� 7062（9番人気）
ワイド票数 計 160300 的中 �� 6422（5番人気）�� 13998（3番人気）�� 5813（7番人気）
3連複票数 計 511630 的中 ��� 19902（4番人気）
3連単票数 計 859354 的中 ��� 6069（24番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．2―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン レ ー ン �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．17 阪神8着

2010．4．17生 牝3鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 4戦1勝 賞金 6，260，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月18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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キシュウレパード号・シャインエタニティ号・ルイーズシチー号・ロクマリア号

22088 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30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

48 マイネノンノ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 426－ 41：08．0 20．4�

817 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± 0 〃 クビ 4．6�
47 シンハディーパ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436＋161：08．21� 3．5�
59 ワンダーノブレス 牡3鹿 56 酒井 学山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 476－ 41：08．41 5．9�
611 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 466－ 2 〃 ハナ 3．2	
713 ウインドエーデル 牡3鹿 56 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 2 〃 クビ 32．3

816 ドルチェダモーレ 牝3芦 54 岡田 祥嗣一村 哲也氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤 正男 468－ 41：08．5クビ 24．1�
715 カシノハートフル 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 466＋101：08．82 87．8�
714 オアシスムーン 牝3栗 54 国分 優作太田 美實氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 464－ 41：08．9� 12．3
510 ドングラッチェ 牡3鹿 56 小牧 太大内 景子氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 452＋ 21：09．0� 59．4�
24 プリーズユアラヴ 牝3鹿 54 鮫島 良太德永冨士夫氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 464＋ 41：09．31� 88．0�
36 ナ ガ ラ 牝3鹿 54 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 468＋ 61：09．51� 190．8�
12 ショウチシマシタ 牝3栗 54 太宰 啓介�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 506± 01：10．24 218．3�
612 エーシンソーリュー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 434＋ 41：10．41� 104．5�
23 キンググレイテッド 牡3鹿 56 水口 優也伊藤 正男氏 西橋 豊治 日高 佐々木牧場 466－14 〃 ハナ 494．5�
35 ユウリスタート 牡3青 56

53 ▲岩崎 翼�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 468－ 2 〃 アタマ 367．2�
818 エイユーシャトル 牝3栗 54 高倉 稜笹部 義則氏 飯田 雄三 様似 清水スタッド 440± 01：10．72 379．5�
11 コウエイヒカリ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434＋241：11．23 337．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，524，300円 複勝： 37，044，900円 枠連： 13，162，600円
馬連： 43，450，900円 馬単： 28，896，200円 ワイド： 21，425，900円
3連複： 63，372，700円 3連単： 102，229，900円 計： 331，107，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 360円 � 170円 � 180円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 720円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 41，620円

票 数

単勝票数 計 215243 的中 � 8348（6番人気）
複勝票数 計 370449 的中 � 21655（6番人気）� 68466（2番人気）� 60967（3番人気）
枠連票数 計 131626 的中 （4－8） 19289（1番人気）
馬連票数 計 434509 的中 �� 9868（12番人気）
馬単票数 計 288962 的中 �� 2425（30番人気）
ワイド票数 計 214259 的中 �� 4597（13番人気）�� 7236（8番人気）�� 14486（4番人気）
3連複票数 計 633727 的中 ��� 13135（10番人気）
3連単票数 計1022299 的中 ��� 1813（135番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．0―11．6―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネノンノ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．1．12 京都5着

2010．3．11生 牝3栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 6戦1勝 賞金 5，660，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウエイヒカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月18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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 インプレスシアトル号・ミキノティータイム号・レニンフェア号・ロングボラーレ号



22089 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8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
1：46．0

良
良

45 ウインフルブルーム 牡2栗 54 柴田 大知�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 486 ―1：49．4 3．3�
610 ルファルシオン 牡2芦 54 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 510 ―1：50．03� 5．9�
69 バレーナボス 牡2栗 54 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 日高 大江牧場 466 ―1：50．21� 57．2�
34 エクストレミティー 牡2鹿 54 北村 友一 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 アタマ 4．7�
58 ドリームジュエリー 牡2鹿 54

52 △中井 裕二セゾンレースホース� 中村 均 大樹 大樹ファーム 444 ―1：50．3� 6．2�
814 ヒ ロ キ セ キ 牡2鹿 54 高倉 稜守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 448 ―1：50．4� 63．5	
33 アグリナデシコ 牝2黒鹿54 太宰 啓介アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 444 ―1：50．5クビ 187．9

813 ルージュエブラン 牝2黒鹿54 福永 祐一吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 クビ 19．0�
22 ア ー ブ ル 牡2黒鹿54 小牧 太吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 510 ―1：50．6クビ 13．6�
11 ロードメビウス 牡2鹿 54 国分 優作 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 474 ―1：50．7� 12．5
57 ジェイボーイ 牡2黒鹿54 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 418 ― 〃 クビ 64．6�
712 エンキンドル 牡2青 54 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506 ―1：51．44 40．7�
46 ウィステリアカット 牝2鹿 54 幸 英明大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 B480 ―1：52．35 8．3�
711 アピールキリシマ 牝2栗 54 酒井 学西村新一郎氏 境 直行 新冠 秋田牧場 408 ―1：52．4� 231．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，805，000円 複勝： 27，123，400円 枠連： 11，414，000円
馬連： 41，035，100円 馬単： 26，882，500円 ワイド： 18，558，900円
3連複： 53，785，100円 3連単： 85，132，500円 計： 282，736，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，300円 枠 連（4－6） 680円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，000円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 14，370円 3 連 単 ��� 56，710円

票 数

単勝票数 計 188050 的中 � 45839（1番人気）
複勝票数 計 271234 的中 � 62030（1番人気）� 38023（3番人気）� 3757（11番人気）
枠連票数 計 114140 的中 （4－6） 12447（2番人気）
馬連票数 計 410351 的中 �� 31050（2番人気）
馬単票数 計 268825 的中 �� 11947（3番人気）
ワイド票数 計 185589 的中 �� 11765（2番人気）�� 1443（29番人気）�� 1099（36番人気）
3連複票数 計 537851 的中 ��� 2763（48番人気）
3連単票数 計 851325 的中 ��� 1108（195番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―12．4―12．4―11．7―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．1―48．5―1：00．9―1：12．6―1：24．7―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインフルブルーム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー 初出走

2011．3．25生 牡2栗 母 ハナノメガミ 母母 ダイナソシエ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22090 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・右）

牝，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

47 ウ メ 牝2栗 54 佐久間寛志副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 448 ―1：09．0 46．9�
35 マイネバラシア 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434 ―1：09．21� 5．9�

59 アイディンラヴ 牝2鹿 54 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 456 ― 〃 アタマ 15．0�
713 サ オ ト メ 牝2鹿 54 福永 祐一一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 426 ―1：09．51� 4．2�
34 パラディドル 牝2黒鹿54 小牧 太 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 438 ―1：09．71� 12．9�
22 ラ シ ェ ネ ガ 牝2鹿 54 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 432 ―1：09．91� 6．4	
815 メイショウワッフル 牝2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 480 ―1：10．0� 12．0

23 コリャコリャ 牝2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 466 ―1：10．1� 3．8�
11 ペルーティアラ 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼古賀 和夫氏 梅田 智之 新冠 対馬 正 472 ―1：10．52� 97．1�
46 ヒデノシスター 牝2青鹿54 高倉 稜井之口二三雄氏 服部 利之 浦河 富田牧場 440 ―1：11．03 83．5
814 クリノハイスバル 牝2鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：11．21� 37．9�
712 モネノカガヤキ 牝2芦 54 国分 優作�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 444 ―1：11．41� 39．5�
611 オーミハンコック 牝2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 松木 加代 422 ―1：11．5� 267．6�
58 ドナプロミス 牝2鹿 54 酒井 学山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 442 ―1：12．45 10．4�
610 バルツィーニ 牝2黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 石原牧場 458 ―1：13．25 205．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，116，100円 複勝： 27，562，900円 枠連： 13，702，400円
馬連： 39，373，600円 馬単： 26，169，900円 ワイド： 18，813，400円
3連複： 53，166，600円 3連単： 79，879，400円 計： 277，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，690円 複 勝 � 1，210円 � 220円 � 430円 枠 連（3－4） 5，570円

馬 連 �� 14，710円 馬 単 �� 38，400円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 6，990円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 54，580円 3 連 単 ��� 464，190円

票 数

単勝票数 計 191161 的中 � 3214（11番人気）
複勝票数 計 275629 的中 � 5085（10番人気）� 39634（2番人気）� 16142（8番人気）
枠連票数 計 137024 的中 （3－4） 1816（14番人気）
馬連票数 計 393736 的中 �� 1976（38番人気）
馬単票数 計 261699 的中 �� 503（88番人気）
ワイド票数 計 188134 的中 �� 1174（35番人気）�� 649（56番人気）�� 3972（20番人気）
3連複票数 計 531666 的中 ��� 719（133番人気）
3連単票数 計 798794 的中 ��� 127（884番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．9―11．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．5―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ メ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

2011．4．17生 牝2栗 母 ミルフィーユ 母母 ブロッソミングビューティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バルツィーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月18日まで平地競走

に出走できない。



22091 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第7競走 ��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

510 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± 01：47．4 4．1�
612 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 490＋ 41：47．71� 2．6�
48 マンハッタンケイ 牡3青 56 国分 優作橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 B452＋ 81：48．23 10．4�
816 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 536＋ 8 〃 ハナ 8．6�
59 クリノコトノオー 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 460－ 61：48．62� 23．6�
714 メイショウムシャ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496＋ 61：48．91� 14．7�
611 パワフルスズカ 牡3栗 56 熊沢 重文永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 470＋ 51：49．32� 54．3	
11 オープンディール 牡3栗 56 福永 祐一一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 506＋ 41：49．51� 22．8

47 メタリックゴールド 牡3栗 56 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小原伊佐美 新ひだか 井高牧場 472＋ 41：50．13� 211．2�
24 ラグリーバニヤン 牡3青鹿56 鮫島 良太津村 靖志氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 448－ 4 〃 アタマ 46．5
23 コマノアーティスト 牡3芦 56

54 △中井 裕二長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 516＋ 41：50．2クビ 6．3�
713 レッドフェンサー 牡3栃栗 56

53 ▲藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472± 01：50．51� 61．2�
12 イ エ ー ガ ー 牡3栗 56 幸 英明前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 470－ 41：50．82 75．3�
36 スリーダッシュ 牡3黒鹿56 高倉 稜永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 448＋101：52．9大差 141．6�
35 キョウワシコウ 牡3鹿 56 松山 弘平�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 498－ 61：53．0� 54．9�
815 スリーゴルゴン 牝3栗 54 中村 将之永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 410＋ 61：53．63� 293．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，927，300円 複勝： 36，696，500円 枠連： 14，802，500円
馬連： 48，569，800円 馬単： 30，611，200円 ワイド： 24，867，600円
3連複： 65，676，400円 3連単： 110，425，500円 計： 352，576，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 220円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 250円 �� 730円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 9，570円

票 数

単勝票数 計 209273 的中 � 41178（2番人気）
複勝票数 計 366965 的中 � 69849（2番人気）� 87714（1番人気）� 35270（4番人気）
枠連票数 計 148025 的中 （5－6） 24221（1番人気）
馬連票数 計 485698 的中 �� 62406（1番人気）
馬単票数 計 306112 的中 �� 16065（3番人気）
ワイド票数 計 248676 的中 �� 28335（1番人気）�� 7584（8番人気）�� 11449（5番人気）
3連複票数 計 656764 的中 ��� 24728（4番人気）
3連単票数 計1104255 的中 ��� 8519（17番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．0―13．0―12．5―12．5―12．8―13．0―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．8―42．8―55．3―1：07．8―1：20．6―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．6
1
3
16（10，12）14，8，11，1，3（7，4，15）9，13－6（2，5）
16，10，12，14，8，11－（1，7）（9，3）－4（13，2，15）＝6，5

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

勝馬の
紹 介

シャトーウインド �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．9．15 阪神4着

2010．4．16生 牡3黒鹿 母 シャトーベル 母母 ベ リ シ ャ 9戦1勝 賞金 10，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーダッシュ号・キョウワシコウ号・スリーゴルゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成25年9月18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 アイファーウエスト号・カシノレアネス号・ベロム号

22092 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8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

58 ヤマニンアルシェ 牡5鹿 57
54 ▲森 一馬土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 520± 0 58．7 79．6�

711� イエスイットイズ 牡4鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 524＋14 59．12� 12．0�
57 エリモタフネス 牡3青鹿54 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 488＋ 4 59．2クビ 10．0�
33 アスコットシチー 牡4栗 57 松山 弘平 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 458－ 2 〃 クビ 11．5�
22 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 478＋ 6 59．3� 3．3�
11 マウンテンファスト 牡4鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 460－12 59．61� 3．5	
69 マッキンリー 牡5鹿 57 熊沢 重文林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 528＋10 59．7� 113．4

712 サンライズネガノ 牡3芦 54 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 486＋ 8 〃 ハナ 5．5�
34 � ハネムーンゴシップ 牝5黒鹿55 藤岡 康太藤井聡一郎氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 472＋161：00．12� 127．1�
610 サンマルヴィグラス 牡3鹿 54 幸 英明相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 496＋ 81：00．63 7．4
45 タイキマーシャ 牝3栗 52

49 ▲藤懸 貴志�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 456＋10 〃 クビ 25．9�
813 ガッチリガッチリ 牡7黒鹿57 柴田 大知小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 490－ 21：00．7� 140．3�
46 カップナイト 牡4黒鹿 57

55 △中井 裕二名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 552＋181：00．8� 253．1�
814 タカノキング 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 488＋221：00．9� 252．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，045，200円 複勝： 44，990，400円 枠連： 14，780，600円
馬連： 62，446，300円 馬単： 39，080，100円 ワイド： 27，384，500円
3連複： 81，566，000円 3連単： 143，140，700円 計： 439，433，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，960円 複 勝 � 1，750円 � 410円 � 420円 枠 連（5－7） 1，730円

馬 連 �� 42，400円 馬 単 �� 104，500円

ワ イ ド �� 10，740円 �� 8，680円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 188，710円 3 連 単 ��� 1，530，990円

票 数

単勝票数 計 260452 的中 � 2580（9番人気）
複勝票数 計 449904 的中 � 6078（9番人気）� 30970（6番人気）� 30198（7番人気）
枠連票数 計 147806 的中 （5－7） 6330（9番人気）
馬連票数 計 624463 的中 �� 1087（51番人気）
馬単票数 計 390801 的中 �� 276（111番人気）
ワイド票数 計 273845 的中 �� 622（53番人気）�� 771（44番人気）�� 2789（25番人気）
3連複票数 計 815660 的中 ��� 319（175番人気）
3連単票数 計1431407 的中 ��� 69（1144番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．2―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアルシェ �
�
父 ヤマニンゼファー �

�
母父 Danzig デビュー 2010．9．12 札幌14着

2008．5．8生 牡5鹿 母 ワンオブアクライン 母母 Barely Even 20戦2勝 賞金 12，950，000円
〔発走状況〕 カップナイト号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ヤマニンアルシェ号の騎手森一馬は，4コーナーで内側に斜行したことについて平成25年8月24日から平成25年8月25日ま

で騎乗停止。（被害馬：5番・1番）
※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 エスケイティアラ号



22093 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第9競走 ��2，000�
ひ こ さ ん

英 彦 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

79 ユキノサムライ 牡4栗 57 国分 恭介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 472＋181：59．9 69．9�
22 カシノスターライト 牝6鹿 55 水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 510＋ 4 〃 クビ 9．0�
812 キングデザイヤー 牡3黒鹿54 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 486－ 82：00．0� 7．9�
55 グランプリブラッド 牡4鹿 57 幸 英明北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B438－ 82：00．1クビ 3．3�
56 ソロデビュー 牝4黒鹿55 藤懸 貴志�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 504＋ 6 〃 クビ 86．2�
67 レ ジ ー ナ 牝3栗 52 福永 祐一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 424＋ 22：00．2� 4．6

811 ツルマルナルト 牡4鹿 57 中井 裕二鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 518－ 62：00．3クビ 38．8�
33 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 ハナ 6．7�
11 クリビツテンギョ 牡4栗 57 小牧 太�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 482＋ 6 〃 クビ 6．3
44 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 国分 優作	ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 428－ 42：00．4クビ 13．7�
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 446＋ 2 〃 クビ 113．8�
68 ラブラバード 牡3芦 54 高倉 稜 �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± 02：00．71� 17．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，153，900円 複勝： 36，617，900円 枠連： 16，145，600円
馬連： 65，803，300円 馬単： 46，229，000円 ワイド： 26，882，400円
3連複： 84，149，600円 3連単： 154，814，000円 計： 455，795，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，990円 複 勝 � 1，140円 � 240円 � 320円 枠 連（2－7） 12，160円

馬 連 �� 14，510円 馬 単 �� 52，820円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 4，380円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 42，600円 3 連 単 ��� 415，470円

票 数

単勝票数 計 251539 的中 � 2836（10番人気）
複勝票数 計 366179 的中 � 7103（10番人気）� 46265（3番人気）� 31218（6番人気）
枠連票数 計 161456 的中 （2－7） 980（28番人気）
馬連票数 計 658033 的中 �� 3347（37番人気）
馬単票数 計 462290 的中 �� 646（94番人気）
ワイド票数 計 268824 的中 �� 1915（36番人気）�� 1483（41番人気）�� 6249（17番人気）
3連複票数 計 841496 的中 ��� 1458（108番人気）
3連単票数 計1548140 的中 ��� 275（743番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．5―11．9―11．9―11．9―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．0―47．5―59．4―1：11．3―1：23．2―1：35．2―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノサムライ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．12．17 阪神7着

2009．3．7生 牡4栗 母 ヒ メ 母母 プレミアムショール 11戦2勝 賞金 15，187，000円
〔その他〕 カシノスターライト号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノスターライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年11月18日まで出走できない。

22094 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第10競走 ��
��1，800�西部スポニチ賞

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

スポーツニッポン新聞社賞（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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

55 マコトブリジャール 牝3鹿 52 柴田 大知尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 412＋ 21：47．6 22．0�
33 レインフォール 牡4芦 57 幸 英明深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 424－121：47．81� 3．7�
44 タ マ ラ マ 	4黒鹿57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492± 01：48．11
 17．6�
89 ジャイアントリープ 牡3芦 54 北村 友一 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：48．31� 2．6�
66 アルバタックス 牡3栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 498± 01：48．61
 5．6�
88 アドマイヤブルー 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504＋101：48．81� 4．6	
22 タガノエンブレム 牡3青鹿54 高倉 稜八木 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 456－ 2 〃 アタマ 12．3

77 � ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 464－ 41：49．01� 69．4�
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 510＋ 21：50．610 181．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，673，400円 複勝： 46，820，800円 枠連： 18，050，200円
馬連： 82，546，000円 馬単： 54，761，400円 ワイド： 29，504，000円
3連複： 97，463，000円 3連単： 257，639，300円 計： 621，458，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 520円 � 170円 � 310円 枠 連（3－5） 3，420円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，500円 �� 930円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 102，730円

票 数

単勝票数 計 346734 的中 � 12420（7番人気）
複勝票数 計 468208 的中 � 19532（7番人気）� 93505（2番人気）� 37637（6番人気）
枠連票数 計 180502 的中 （3－5） 3898（10番人気）
馬連票数 計 825460 的中 �� 17825（15番人気）
馬単票数 計 547614 的中 �� 4713（32番人気）
ワイド票数 計 295040 的中 �� 6458（16番人気）�� 2823（22番人気）�� 8000（13番人気）
3連複票数 計 974630 的中 ��� 5703（35番人気）
3連単票数 計2576393 的中 ��� 1851（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．6―49．8―1：02．0―1：13．8―1：24．9―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．8
1
3
3－5（6，8）（1，9）4－7，2
3，5－8（1，4，6，9）－（2，7）

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

勝馬の
紹 介

マコトブリジャール 
�
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 2013．3．10 阪神1着

2010．3．23生 牝3鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 6戦3勝 賞金 29，624，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



22095 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第48回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，24．8．18以降25．8．11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

テレビ西日本賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 ツルマルレオン 牡5鹿 55 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 516＋ 61：06．7 10．2�
713 ニ ン ジ ャ 牡4鹿 53 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 460－ 41：06．8� 8．3�
814 バ ー バ ラ 牝4黒鹿53 高倉 稜 �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± 01：06．9� 5．8�
46 ローガンサファイア 牝3鹿 50 武 幸四郎 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 クビ 11．5�
815 スギノエンデバー 牡5鹿 57 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 450－ 41：07．0� 6．9	
611 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 55 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 464± 0 〃 ハナ 23．7

712	 マイネルエテルネル 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 474± 01：07．1クビ 6．1�

11 アイラブリリ 牝4黒鹿53 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 446＋ 21：07．2� 14．6�
23 カラフルデイズ 牝5栗 53 岡田 祥嗣 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 6 〃 クビ 225．5
35 サドンストーム 牡4栗 56 国分 優作 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 458－121：07．3クビ 5．4�
58 アンシェルブルー 牝6黒鹿53 中井 裕二矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 470± 01：07．4� 58．3�
610 キョウワマグナム 牡6鹿 55 北村 友一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 534－ 41：07．5� 15．1�
34 テイエムタイホー 牡4栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 484± 01：07．6� 71．6�
22 ザッハトルテ 牝6芦 52 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 450＋ 41：08．02� 13．8�
59 ケンブリッジエル 牡7黒鹿51 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± 01：08．32 262．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 116，827，600円 複勝： 172，748，500円 枠連： 103，737，700円
馬連： 464，213，500円 馬単： 218，953，900円 ワイド： 156，881，500円
3連複： 735，755，500円 3連単： 1，260，709，300円 計： 3，229，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 350円 � 300円 � 220円 枠 連（4－7） 1，080円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 1，250円 �� 800円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 55，230円

票 数

単勝票数 計1168276 的中 � 90898（6番人気）
複勝票数 計1727485 的中 � 119422（7番人気）� 150247（5番人気）� 239354（2番人気）
枠連票数 計1037377 的中 （4－7） 71157（5番人気）
馬連票数 計4642135 的中 �� 74072（24番人気）
馬単票数 計2189539 的中 �� 17051（47番人気）
ワイド票数 計1568815 的中 �� 22600（27番人気）�� 30796（15番人気）�� 50255（4番人気）
3連複票数 計7357555 的中 ��� 61959（27番人気）
3連単票数 計12607093 的中 ��� 16848（175番人気）

ハロンタイム 11．6―10．0―10．6―11．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．6―32．2―43．3―54．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツルマルレオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2010．10．9 京都3着

2008．4．30生 牡5鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 22戦6勝 賞金 134，260，000円
〔制裁〕 バーバラ号の騎手高倉稜は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番）

22096 8月18日 晴 良 （25小倉2）第8日 第12競走 ��
��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 デンコウアクティブ 牡4鹿 57 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 520＋101：46．9 12．3�
48 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿54 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 492＋121：47．0� 8．0�
59 サーランスロット 牡5鹿 57

55 △中井 裕二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 482± 0 〃 ハナ 10．5�
12 ランドマーキュリー 牡3栗 54 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 514＋ 21：47．1	 8．3�
815 サクセスフェイト 牡4黒鹿57 福永 祐一髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋ 21：47．2クビ 5．3�
11 ハナノシンノスケ 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B500＋26 〃 クビ 158．1�
35 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿54 松山 弘平前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 476＋101：47．51	 45．4	
714 モオプナツヨシ 牡3黒鹿54 柴田 大知横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 486－ 21：47．92� 11．2

47 タマモベルモット 牡3鹿 54 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 486＋181：48．0� 11．9�
24 ベルラピエル 牡4黒鹿57 藤岡 康太 社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 484＋ 61：48．1クビ 26．6�
23 シゲルケンシン 牡6鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 468－ 21：48．52� 133．8�
36 
 アートオブキング 牡4栗 57 国分 恭介岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm 478＋ 41：48．82 82．9�
611 ブルーボリウッド 牡3栗 54

51 ▲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 496＋161：48．9	 2．8�

713 シゲルアーモンド 牡4青 57 熊沢 重文森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 524＋ 61：49．0クビ 324．3�
510� サウンドブレーヴ 牡4栗 57 酒井 学増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 470＋ 21：49．1� 107．1�
612 ワイルドアンセム 牡3鹿 54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 B478－ 3 〃 クビ 58．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，327，900円 複勝： 67，200，400円 枠連： 35，525，800円
馬連： 176，401，300円 馬単： 71，911，600円 ワイド： 53，473，200円
3連複： 182，002，100円 3連単： 340，252，700円 計： 977，095，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 330円 � 420円 � 310円 枠 連（4－8） 1，280円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 13，440円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，540円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 18，200円 3 連 単 ��� 127，990円

票 数

単勝票数 計 503279 的中 � 32358（8番人気）
複勝票数 計 672004 的中 � 55679（7番人気）� 40886（8番人気）� 59305（4番人気）
枠連票数 計 355258 的中 （4－8） 20602（4番人気）
馬連票数 計1764013 的中 �� 18667（32番人気）
馬単票数 計 719116 的中 �� 3950（61番人気）
ワイド票数 計 534732 的中 �� 5726（35番人気）�� 8638（24番人気）�� 8777（23番人気）
3連複票数 計1820021 的中 ��� 7381（72番人気）
3連単票数 計3402527 的中 ��� 1962（444番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．1―12．9―12．8―12．3―12．1―12．8―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―43．3―56．1―1：08．4―1：20．5―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デンコウアクティブ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．10．8 京都3着

2009．5．13生 牡4鹿 母 グラッドハンド 母母 グリーシャンコレー 22戦3勝 賞金 38，460，000円
※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） 2頭 ダイナミックウオー号・ニイハオジュウクン号
（非抽選馬） 1頭 オーバーヘッド号

４レース目



（25小倉2）第8日 8月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

217，120，000円
10，300，000円
1，530，000円
19，400，000円
60，447，500円
4，675，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
383，908，000円
602，784，400円
271，044，800円
1，130，697，800円
621，487，600円
429，753，400円
1，566，261，000円
2，813，377，000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 7，819，314，000円

総入場人員 13，977名 （有料入場人員 12，328名）
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