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23001 8月2日 曇 良 （26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
1：07．8
1：07．8

良
良

46 ゼンノイザナギ 牡2栗 54 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 474－ 41：08．6 5．8�
35 ブラッククローバー 牡2黒鹿54 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 464＋ 21：08．81� 5．8�
815 ムーンエクスプレス 牝2鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 406－ 2 〃 クビ 4．0�
610 ナムラマミー 牝2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 398＋ 21：09．22� 14．2�
47 タマモイヤリング 牝2黒鹿54 浜中 俊タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 452± 0 〃 クビ 3．3�
814 ボストンマリ 牝2黒鹿54 幸 英明山上 和良氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 41：09．51	 54．0	
11 メイショウカシュウ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：09．6	 11．0

22 カシノマッハ 牡2栗 54 
島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 458－ 21：09．7クビ 256．8�
712 カイルアブルー 牝2芦 54 川須 栄彦山住 勲氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 404＋ 2 〃 アタマ 52．1�
611 エイシンサワー 牡2鹿 54 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 日高 シンボリ牧場 494＋ 41：09．8� 14．2
23 クリノメンタンピン 牝2栗 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 398－ 21：09．9	 186．9�
59 アサケカペラ 牡2鹿 54

51 ▲岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 408－ 2 〃 クビ 93．5�
58 イ チ ゴ ッ チ 牝2鹿 54 小坂 忠士合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 426＋ 81：10．0クビ 242．8�
713 キ ト ラ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：10．74 207．4�
34 オ ウ キ ュ ウ 牝2青鹿 54

51 ▲松若 風馬重松 國建氏 日吉 正和 浦河 北俣牧場 474＋141：12．29 14．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，634，100円 複勝： 28，051，900円 枠連： 9，645，000円
馬連： 35，060，900円 馬単： 20，227，500円 ワイド： 18，412，300円
3連複： 50，107，700円 3連単： 68，463，900円 計： 245，603，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 180円 � 150円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 590円 �� 450円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 14，350円

票 数

単勝票数 計 156341 的中 � 21521（3番人気）
複勝票数 計 280519 的中 � 50282（2番人気）� 37641（4番人気）� 48331（3番人気）
枠連票数 計 96450 的中 （3－4） 13442（2番人気）
馬連票数 計 350609 的中 �� 15701（6番人気）
馬単票数 計 202275 的中 �� 4039（13番人気）
ワイド票数 計 184123 的中 �� 7865（6番人気）�� 10753（4番人気）�� 9425（5番人気）
3連複票数 計 501077 的中 ��� 18115（4番人気）
3連単票数 計 684639 的中 ��� 3458（32番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―11．0―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．8―44．7―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノイザナギ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．6．14 東京4着

2012．3．5生 牡2栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 オウキュウ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オウキュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月2日まで平地競走に

出走できない。

23002 8月2日 曇 良 （26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
1：43．9

良
良

59 マイネマレフィカ 牝3栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 21：49．0 2．8�

47 メイショウラバンド 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 446＋ 61：49．1� 5．6�
713 フェミニンドレス 牝3栗 54

51 ▲義 英真村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 446＋141：49．2� 45．2�
816 ハワイアンローズ 牝3鹿 54 高倉 稜吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 400－ 2 〃 クビ 18．7�
35 ディパーテッド 牝3青鹿54 和田 竜二市川 義美氏 今野 貞一 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 41：49．3クビ 14．4�
815 オーミバンビーナ 牝3黒鹿54 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 444＋ 21：49．51� 36．7	
11 シゲルオウミ 牝3鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 468± 01：49．6� 7．4

12 ブルーダイアモンド 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 428－ 6 〃 クビ 27．5�
24 ワイドショー 牝3鹿 54 酒井 学安原 浩司氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 486＋ 61：49．7クビ 17．9�
48 アグリナデシコ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 438± 0 〃 クビ 24．9
611 リリカルホイッスル 牝3黒鹿54 国分 優作有限会社シルク宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 21：49．8クビ 14．4�
36 フィラデルフィア 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �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 416－ 41：49．9� 15．6�
23 ラ デ ィ ー ア 牝3鹿 54 北村 友一有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：50．11� 7．5�
510 ドリームノート 牝3鹿 54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 442－201：50．31� 109．5�
612 テイエムジャバラ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 428＋121：51．47 179．7�
714 エンジェルスピン 牝3黒鹿54 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 B496＋ 21：51．5� 207．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，719，600円 複勝： 20，194，500円 枠連： 7，178，300円
馬連： 26，466，900円 馬単： 15，438，000円 ワイド： 13，528，600円
3連複： 38，845，200円 3連単： 53，711，900円 計： 186，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 190円 � 750円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，630円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 9，590円 3 連 単 ��� 30，510円

票 数

単勝票数 計 107196 的中 � 29969（1番人気）
複勝票数 計 201945 的中 � 61631（1番人気）� 25237（2番人気）� 4394（12番人気）
枠連票数 計 71783 的中 （4－5） 7428（2番人気）
馬連票数 計 264669 的中 �� 26131（1番人気）
馬単票数 計 154380 的中 �� 7790（2番人気）
ワイド票数 計 135286 的中 �� 10191（2番人気）�� 2029（18番人気）�� 812（45番人気）
3連複票数 計 388452 的中 ��� 3035（26番人気）
3連単票数 計 537119 的中 ��� 1276（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．4―49．1―1：01．3―1：13．5―1：25．4―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネマレフィカ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2013．9．14 阪神3着

2011．3．5生 牝3栗 母 マイネサマンサ 母母 アオエトウショウ 12戦1勝 賞金 14，430，000円
〔制裁〕 エンジェルスピン号の調教師高橋康之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

テイエムジャバラ号の騎手田中健は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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） 2頭 キネオソレイユ号・ディスクレーション号
（非抽選馬） 2頭 アルーシュ号・キュークッキング号

第２回 小倉競馬 第１日



23003 8月2日 曇 稍重 （26小倉2）第1日 第3競走 ��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 パープルパルピナ 牡3鹿 56 小牧 太中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 466－ 61：45．7 14．3�
24 ダンツトゥルース 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B472－101：45．91� 9．4�
714 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 452＋ 81：46．11 6．9�
23 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 川島 信二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 496－ 41：46．41� 2．8�
611 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：46．61� 4．1�
47 アグネスハピネス 牝3栗 54

51 ▲義 英真渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 424－ 81：46．91� 100．3�
36 ヴ ァ ー ス 牝3青 54

53 ☆中井 裕二名古屋友豊	 小野 幸治 日高 白井牧場 440－ 2 〃 ハナ 164．5

48 ナガラフライト 牝3黒鹿54 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 470－ 4 〃 ハナ 12．4�
612 オンワードアーサー 牡3芦 56 酒井 学樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 486＋ 61：47．64 16．9�
12 ワンダーエターナル 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 水丸牧場 448＋ 81：47．81� 42．7
510 ゼンノカヴァルリー 牡3栗 56 高倉 稜大迫久美子氏 浜田多実雄 新ひだか オギオギ牧場 484－ 61：48．33 25．6�
35 ファイナルダンサー 牡3鹿 56 国分 恭介桂土地	 五十嵐忠男 日高 小西 章 448＋ 41：48．51� 195．4�
816 タマモムーンライト 牝3栗 54 国分 優作タマモ	 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 480＋ 21：48．81� 26．9�
713 イソノシュンライ 牡3栗 56 小坂 忠士磯野 俊雄氏 境 直行 様似 様似共栄牧場 434± 01：49．11� 433．0�
11 ヤマニンアルブル 牡3黒鹿56 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 434± 01：50．9大差 141．8�
815 アルブスメロディー 牝3芦 54 幸 英明大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 B478－ 61：51．75 12．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，024，200円 複勝： 27，684，100円 枠連： 12，537，900円
馬連： 37，494，600円 馬単： 21，746，500円 ワイド： 20，927，700円
3連複： 47，954，800円 3連単： 67，078，800円 計： 251，448，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 400円 � 290円 � 210円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 8，270円 馬 単 �� 16，650円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，020円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 13，620円 3 連 単 ��� 107，830円

票 数

単勝票数 計 160242 的中 � 8917（7番人気）
複勝票数 計 276841 的中 � 16074（6番人気）� 24746（4番人気）� 39925（3番人気）
枠連票数 計 125379 的中 （2－5） 11629（3番人気）
馬連票数 計 374946 的中 �� 3511（26番人気）
馬単票数 計 217465 的中 �� 979（57番人気）
ワイド票数 計 209277 的中 �� 2107（30番人気）�� 5366（8番人気）�� 4694（12番人気）
3連複票数 計 479548 的中 ��� 2639（40番人気）
3連単票数 計 670788 的中 ��� 451（337番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．6―12．5―12．1―12．4―12．6―12．8―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．4―41．9―54．0―1：06．4―1：19．0―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パープルパルピナ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．30 中京11着

2011．3．24生 牡3鹿 母 スパイシーソース 母母 Barbicue Sauce 18戦1勝 賞金 6，040，000円
〔発走状況〕 タイマツリ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

オンワードアーサー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 オンワードアーサー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンアルブル号・アルブスメロディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年9月2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。
（非当選馬） 2頭 カレンクリスティー号・ペールヴィサージュ号
（非抽選馬） 1頭 ネオヴィータローザ号

23004 8月2日 曇 良 （26小倉2）第1日 第4競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25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

44 � レッドキングダム 牡5鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 464－ 43：12．2 2．7�
11 マキオボーラー 牡4黒鹿60 平沢 健治猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 464－ 23：12．41� 4．1�
88 ダ イ コ ウ キ 牡4青鹿60 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 524＋ 43：12．82� 3．4�
89 プロフェッサー 牡5鹿 60 北沢 伸也近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464－103：15．5大差 5．5�
66 フルアヘッド 牡3栗 58 中村 将之関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 474－ 43：16．13� 27．8�
33 キュウシュウソダチ 牡4鹿 60 田村 太雅西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 450－ 13：16．63 36．3	
22 � シゲルカニザ 牡4栗 60 黒岩 悠森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 506＋123：17．98 68．6

77 セルリアンスバル 牡4芦 60 森 一馬�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 452＋ 83：20．1大差 49．9�
55 ゲットハッピー 牡6黒鹿60 林 満明�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 474± 0 （競走中止） 12．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 12，416，100円 複勝： 11，262，800円 枠連： 5，836，100円
馬連： 21，097，400円 馬単： 17，268，300円 ワイド： 9，280，700円
3連複： 28，811，300円 3連単： 66，647，500円 計： 172，620，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（1－4） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 220円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，010円

票 数

単勝票数 計 124161 的中 � 36049（1番人気）
複勝票数 計 112628 的中 � 31538（1番人気）� 18787（3番人気）� 24625（2番人気）
枠連票数 計 58361 的中 （1－4） 8081（3番人気）
馬連票数 計 210974 的中 �� 27696（2番人気）
馬単票数 計 172683 的中 �� 12310（3番人気）
ワイド票数 計 92807 的中 �� 10261（2番人気）�� 14382（1番人気）�� 10079（3番人気）
3連複票数 計 288113 的中 ��� 51426（1番人気）
3連単票数 計 666475 的中 ��� 23975（3番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドキングダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill

2009．2．23生 牡5鹿 母 プラウドビューティー 母母 Honey Bun 障害：4戦1勝 賞金 9，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ゲットハッピー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目向正面で競走中止。

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　サンマルネオ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



23005 8月2日 雨 良 （26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）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 4，900，000
4，900，000

円
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

59 メイショウオヤシオ �2栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 448 ―1：09．8 5．4�
714 オーミアリス 牝2黒鹿54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 442 ― 〃 同着 8．8�
815 シゲルチャグチャグ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 472 ―1：10．12 12．0�
11 デ ィ ア エ ナ 牝2黒鹿54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 516 ―1：10．2クビ 2．8�
36 カシノツバサ 牡2栗 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 476 ―1：10．3� 97．4�
12 マイネルバンケット 牡2芦 54 高倉 稜 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 幌村牧場 434 ― 〃 クビ 13．3

35 エイシンシャルル 牡2栃栗54 浜中 俊	栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 466 ― 〃 ハナ 5．0�
47 サクラアリオン 牡2芦 54 国分 優作	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 456 ―1：10．61� 18．0�
23 アスタキサンチン 牝2栗 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 小葉松 幸雄 450 ―1：11．13 24．9
611 シゲルゴホウサイ 牝2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 406 ―1：11．2� 83．5�
713 タニノシェリー 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼谷水 雄三氏 小桧山 悟 むかわ 上水牧場 408 ―1：11．41� 39．6�
510 ワンダーグロワール 牡2鹿 54 �島 良太山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 474 ―1：11．5クビ 96．1�
816 ナムラオウテ 牡2黒鹿54 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 434 ― 〃 クビ 15．6�
612 ミスターハーレー 牡2青鹿 54

51 ▲松若 風馬齋藤 秀昭氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 410 ―1：11．6クビ 66．7�

48 アイファーコジーン 牡2芦 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 442 ―1：11．7� 159．0�
24 カシノトラダマシイ 牡2黒鹿54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 458 ―1：13．8大差 150．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，700，500円 複勝： 24，957，200円 枠連： 11，489，000円
馬連： 35，374，800円 馬単： 22，068，500円 ワイド： 18，097，400円
3連複： 46，679，300円 3連単： 68，659，500円 計： 244，026，200円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

280円
410円 複 勝 �

�
200円
270円 � 330円 枠 連（5－7） 2，030円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 ��
��

1，830円
2，610円

ワ イ ド �� 830円 ��
��

1，110円
1，310円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ���
���

16，190円
21，850円

票 数

単勝票数 計 167005 的中 � 24635（3番人気）� 15124（4番人気）
複勝票数 計 249572 的中 � 37425（3番人気）� 23382（4番人気）� 18074（5番人気）
枠連票数 計 114890 的中 （5－7） 4377（11番人気）
馬連票数 計 353748 的中 �� 10783（9番人気）
馬単票数 計 220685 的中 �� 4531（13番人気）�� 3139（17番人気）
ワイド票数 計 180974 的中 �� 5738（7番人気）�� 4188（11番人気）�� 3504（18番人気）
3連複票数 計 466793 的中 ��� 4515（26番人気）
3連単票数 計 686595 的中 ��� 1538（94番人気）��� 1138（132番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 6，9（1，14）（5，15）（2，3）10，16－（11，7）（13，12）－（4，8） 4 ・（6，9）（1，14，15）5（2，3）10（7，16）11，13，12－8＝4

勝馬の
紹 介

メイショウオヤシオ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S. 初出走

2012．3．31生 �2栗 母 メイショウガーベラ 母母 クールドフランス 1戦1勝 賞金 4，900，000円
オーミアリス �

�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Royal Academy 初出走

2012．4．12生 牝2黒鹿 母 ポットアカデミー 母母 ベ ー シ イ ド 1戦1勝 賞金 4，900，000円

23006 8月2日 雨 稍重 （26小倉2）第1日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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

712 ゼンノステルス 牡3芦 56 浜中 俊大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 454－ 4 58．9 1．8�
57 ナチュラライズ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 422＋ 2 59．32� 24．0�
11 アスタークレバー 牡3栗 56 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 466－ 4 59．4� 41．8�
69 ビリーバローズ 牡3栗 56 藤岡 佑介猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 酒井牧場 472＋ 8 〃 クビ 25．3�
33 ワンダーバイファル 牡3鹿 56 高田 潤山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 470－ 4 59．5クビ 29．6�
814 シ ゲ ル イ ガ 牡3栗 56 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 484－14 59．6� 8．1	
58 ブラボーハワイ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 450－ 8 59．7� 4．5

45 アイズユーニン 牝3栗 54 	島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 464－10 59．8クビ 8．3�
46 モントランブラン 牝3鹿 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 502－ 2 59．9� 68．0
22 ハクユウデイジー 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 幾千世牧場 458－ 4 〃 ハナ 175．8�
34 テンペラメントホル 牡3鹿 56 高倉 稜宮田美恵子氏 浜田多実雄 熊本 片山 建治 474＋ 41：00．11
 121．4�
711 ミヤセイリュー 牝3鹿 54 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 448＋ 6 〃 アタマ 14．3�
813 グレースメリー 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼田畑 富子氏 境 直行 浦河 高村牧場 426± 01：00．95 170．2�
610 バニラスカイ 牡3鹿 56 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 452 ―1：06．2大差 211．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，767，400円 複勝： 46，818，200円 枠連： 10，062，800円
馬連： 39，788，100円 馬単： 27，500，900円 ワイド： 19，285，900円
3連複： 49，666，200円 3連単： 90，753，300円 計： 304，642，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 520円 � 670円 枠 連（5－7） 330円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 740円 �� 970円 �� 9，460円

3 連 複 ��� 15，930円 3 連 単 ��� 49，540円

票 数

単勝票数 計 207674 的中 � 90021（1番人気）
複勝票数 計 468182 的中 � 266811（1番人気）� 10936（7番人気）� 8158（9番人気）
枠連票数 計 100628 的中 （5－7） 23342（1番人気）
馬連票数 計 397881 的中 �� 16982（5番人気）
馬単票数 計 275009 的中 �� 8118（8番人気）
ワイド票数 計 192859 的中 �� 7002（6番人気）�� 5196（10番人気）�� 496（52番人気）
3連複票数 計 496662 的中 ��� 2338（44番人気）
3連単票数 計 907533 的中 ��� 1328（145番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．2―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノステルス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．10．5 京都3着

2011．4．1生 牡3芦 母 ウインラシェーナ 母母 ラ ム ー ル フ 14戦1勝 賞金 20，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バニラスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月2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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カリスマベガ号・バトルムーングロウ号
（非抽選馬） 4頭 イタダキマス号・ハードモンラッシェ号・ファーマティアラ号・メイショウオイワケ号



23007 8月2日 雨 稍重 （26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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 オウケンゴールド 牡3栃栗 54
51 ▲松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B486＋ 21：43．8 45．5�

816 サクセスグローリー 牡3黒鹿54 藤岡 佑介髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 540± 01：44．11� 5．2�

815 ダノンバトゥーラ 牡3黒鹿54 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 464－ 21：44．2� 1．7�
48 ジャコカッテ 牡3栗 54 藤懸 貴志晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 490＋ 21：44．62� 11．7�
35 メイショウマルマル 牡4芦 57 川田 将雅松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 494＋ 21：44．7クビ 6．6�
23 ベ ク ト ル 牡5鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 548＋101：45．02 22．1	
612 クレイジージョー 牡3黒鹿54 酒井 学河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 492＋ 41：45．32 49．9

47 � シゲルアボカド 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新冠 土井牧場 480± 01：45．4クビ 120．9�
510 アサクサプライド 牡3栗 54 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 15．2�
12 メイショウヤギュウ 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472＋101：46．25 305．8
713 スリーカラーナンゴ 牡3鹿 54 幸 英明永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 440－ 41：46．3� 56．1�
24 サトノミラクル 牡3鹿 54 岡田 祥嗣里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 548＋ 61：46．72� 69．6�
36 チーフアセスメント 牡3鹿 54 国分 優作 �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：47．33� 76．1�
714 ゴッドドリーム 牡4栗 57 高倉 稜井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 514＋ 61：48．36 142．4�
11 スマートエクリプス 牡3栗 54

51 ▲義 英真大川 徹氏 中内田充正 浦河 山口 義彦 486＋201：48．72� 36．1�
611 マ ッ セ ナ 牡3鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 464－ 41：50．29 65．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，641，200円 複勝： 64，630，900円 枠連： 14，513，000円
馬連： 52，094，500円 馬単： 35，440，900円 ワイド： 29，037，800円
3連複： 67，911，300円 3連単： 120，880，000円 計： 412，149，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，550円 複 勝 � 560円 � 170円 � 110円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 16，010円 馬 単 �� 43，860円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 1，140円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 99，130円

票 数

単勝票数 計 276412 的中 � 4858（8番人気）
複勝票数 計 646309 的中 � 11068（7番人気）� 56957（3番人気）� 375486（1番人気）
枠連票数 計 145130 的中 （5－8） 19713（3番人気）
馬連票数 計 520945 的中 �� 2521（32番人気）
馬単票数 計 354409 的中 �� 606（78番人気）
ワイド票数 計 290378 的中 �� 2027（32番人気）�� 6094（10番人気）�� 29681（2番人気）
3連複票数 計 679113 的中 ��� 9827（13番人気）
3連単票数 計1208800 的中 ��� 884（259番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．5―11．8―11．8―12．1―12．5―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．2―41．0―52．8―1：04．9―1：17．4―1：30．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．9
1
3
16（1，9）－（5，11，15）3（12，14）6，8（2，10）－（7，13）－4
16－9（5，15）－3－12（1，11）8（6，2，10）（13，14）7，4

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

勝馬の
紹 介

オウケンゴールド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．10．13 京都7着

2011．3．25生 牡3栃栗 母 ワイエムサチ 母母 ラックムゲン 8戦2勝 賞金 13，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッセナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月2日まで平地競走に出
走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カノヤプレジデント号

23008 8月2日 雨 良 （26小倉2）第1日 第8競走 ��3，390�第16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 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード3：40．0良

34 メイショウブシドウ 牡5青鹿60 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 458± 03：43．2 2．8�
33 アラタマユニバース 牡5青鹿60 北沢 伸也荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 480－103：44．58 16．2�
45 グリッターウイング 牡7栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516－103：44．92� 6．1�
57 オースミムーン 牡5鹿 61 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 478± 0 〃 クビ 3．5�
46 ドリームチャージ 牡5鹿 60 黒岩 悠青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 456－ 63：45．0� 88．6�
22 � チョイワルグランパ 牡8黒鹿60 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 504－ 83：45．31� 6．6	
610	 アシュヴィン 牡5栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 472－ 83：45．4� 14．2

711 シンワカントリー 牡6黒鹿60 小坂 忠士ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 エンドレス

ファーム 510－ 43：45．61
 216．2�
813 バードバーニング 牡4鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 456＋ 43：47．19 40．9�
69 マイネルガヴロシュ 牡7青鹿60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B478± 03：48．27 28．5
712 コウエイキング �6鹿 60 平沢 健治西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 450－243：48．41
 24．1�
814 ピカピカテッタ 牡7鹿 60 森 一馬西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 名古屋 一征 510＋203：49．14 132．5�
58 クレバーベスト �6鹿 60 佐久間寛志 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 476＋143：49．73� 69．3�
11 ニライジンク 牡5栗 60 五十嵐雄祐�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 520＋10 （競走中止） 28．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，837，100円 複勝： 34，029，900円 枠連： 13，666，700円
馬連： 55，076，300円 馬単： 31，109，700円 ワイド： 26，693，900円
3連複： 84，034，600円 3連単： 136，324，100円 計： 404，772，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 310円 � 210円 枠 連（3－3） 2，670円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 830円 �� 370円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 21，350円

票 数

単勝票数 計 238371 的中 � 65826（1番人気）
複勝票数 計 340299 的中 � 90200（1番人気）� 21757（6番人気）� 36695（4番人気）
枠連票数 計 136667 的中 （3－3） 3956（12番人気）
馬連票数 計 550763 的中 �� 16326（9番人気）
馬単票数 計 311097 的中 �� 5970（15番人気）
ワイド票数 計 266939 的中 �� 8002（9番人気）�� 20049（2番人気）�� 4559（17番人気）
3連複票数 計 840346 的中 ��� 15879（11番人気）
3連単票数 計1363241 的中 ��� 4628（62番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 50．3－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシドウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Creek デビュー 2011．8．14 小倉4着

2009．2．16生 牡5青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too 障害：11戦4勝 賞金 102，059，000円
〔競走中止〕 ニライジンク号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため2周目向正面で競走中止。
〔制裁〕 メイショウブシドウ号の騎手高田潤は，2周目1号障害手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
※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 シゲルヘビザ号
（非抽選馬） 4頭 エーシンジーライン号・クリスクリングル号・フリーダムシチー号・ヤマニンメダイユ号



23009 8月2日 雨 良 （26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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

22 シンジュボシ 牝4栗 55 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 478－121：08．1 1．8�

611 ラヴァーズポイント 牝4青鹿55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 486－101：08．41� 3．3�
46 グレイスフルデイズ 	4芦 57 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 486－ 21：08．61
 62．7�
815� デンコウタフネス 牡5鹿 57 岩崎 翼田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 452＋14 〃 クビ 310．4�
58 � ハイマウンテン 牝4鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 456＋141：08．7� 33．9�
35 ドラゴンサクラ 牝4青鹿55 中井 裕二大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426± 0 〃 ハナ 25．5	
814 トウシンムサシ 牡3栗 54 北村 友一�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 454－ 61：08．8クビ 17．7

713 ウインドストリーム 牝4鹿 55 和田 竜二�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 450－ 81：09．01� 20．8�
11 ディザイラブル 牝5黒鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 434± 0 〃 ハナ 140．7�
34 テイエムナデューラ 牝3栗 52 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 438＋121：09．1クビ 98．8
47 ケントヒーロー 牡4栗 57 国分 恭介田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 484± 01：09．2� 10．0�
23 アグネスキズナ 	4栗 57 川須 栄彦渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486＋12 〃 クビ 63．4�
610 ノーブルサイレンス 牝3青鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 410± 01：09．3� 44．9�
59 サーシスリーフ 牡4鹿 57 島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B488＋ 21：09．93� 55．4�
712 カゼニタツライオン 牡4栗 57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 518－101：10．0� 29．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，442，100円 複勝： 47，266，300円 枠連： 16，256，100円
馬連： 78，527，400円 馬単： 49，068，600円 ワイド： 33，559，600円
3連複： 94，745，900円 3連単： 179，586，500円 計： 527，452，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 490円 枠 連（2－6） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，310円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 11，670円

票 数

単勝票数 計 284421 的中 � 125665（1番人気）
複勝票数 計 472663 的中 � 199110（1番人気）� 79525（2番人気）� 11640（10番人気）
枠連票数 計 162561 的中 （2－6） 43568（1番人気）
馬連票数 計 785274 的中 �� 190887（1番人気）
馬単票数 計 490686 的中 �� 84619（1番人気）
ワイド票数 計 335596 的中 �� 60871（1番人気）�� 5543（15番人気）�� 3562（23番人気）
3連複票数 計 947459 的中 ��� 17160（12番人気）
3連単票数 計1795865 的中 ��� 11153（29番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．8―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．0―44．6―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 ・（9，12）2（10，11）（3，7）（5，8，13）－（1，4）6－（15，14） 4 ・（9，12，2，11）3（7，10，8，13）5（1，4，6）（15，14）

勝馬の
紹 介

シンジュボシ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．15 阪神3着

2010．4．16生 牝4栗 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 21戦3勝 賞金 51，865，000円
〔制裁〕 カゼニタツライオン号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・4番）
※出走取消馬 ビッグアーサー号（疾病〔右後肢挫創〕のため）

23010 8月2日 雨 良 （26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，25．7．27以降26．7．27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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

44 ブロードスター �4鹿 54 川須 栄彦安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 470－ 21：47．8 4．8�
55 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 504＋ 8 〃 クビ 7．8�
33 シュピッツェ 牝5鹿 52 中井 裕二吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 476＋ 41：48．01	 17．9�
22 フェータルローズ 牝5栗 53 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 アタマ 4．0�
66 ノボリディアーナ 牝4栗 56 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 460＋ 21：48．1クビ 2．7�
11 ブルーハーツクライ 牡5栗 56 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 486－ 41：48．31	 9．1	
78 スリーロブロイ 牡5鹿 54 和田 竜二永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 456＋ 81：48．51	 67．9

810
 メイショウシレトコ 牡6鹿 51 高倉 稜松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468＋ 2 〃 クビ 42．7�
89 ゴットラウディー 牡6鹿 54 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 466± 01：48．6クビ 10．1�
77 シゲルジョウム 牡6鹿 51 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 476－ 4 〃 ハナ 82．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，776，700円 複勝： 40，291，500円 枠連： 15，221，200円
馬連： 72，949，600円 馬単： 39，994，300円 ワイド： 29，092，700円
3連複： 82，738，500円 3連単： 163，237，300円 計： 471，301，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 210円 � 380円 枠 連（4－5） 2，030円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，200円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，990円 3 連 単 ��� 31，160円

票 数

単勝票数 計 277767 的中 � 45506（3番人気）
複勝票数 計 402915 的中 � 60250（3番人気）� 52287（4番人気）� 23536（7番人気）
枠連票数 計 152212 的中 （4－5） 5802（9番人気）
馬連票数 計 729496 的中 �� 31962（9番人気）
馬単票数 計 399943 的中 �� 9795（13番人気）
ワイド票数 計 290927 的中 �� 16376（5番人気）�� 6014（18番人気）�� 5913（19番人気）
3連複票数 計 827385 的中 ��� 8877（29番人気）
3連単票数 計1632373 的中 ��� 3798（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．0―49．1―1：00．9―1：12．7―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブロードスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．11．3 京都5着

2010．3．29生 �4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 23戦3勝 賞金 46，983，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 レッドルーラー号（疾病〔左眼瞼部挫創〕のため）



23011 8月2日 雨 稍重 （26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 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

57 トウシンイーグル �6鹿 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 470± 01：42．9 42．3�
33 ワンダーアシャード 牡5栗 57 浜中 俊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 526＋ 41：43．43 2．4�
812 キングヒーロー 牡5黒鹿57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 500＋ 41：43．61	 8．6�
11 サクラブライアンス 牡7黒鹿57 北村 友一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 496＋ 41：43．7
 133．5�
813 サイモンガーランド 牝5鹿 55 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 21：43．91	 147．3�
22 アントニオピサ 牡5鹿 57 太宰 啓介市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 4 〃 クビ 11．7	
56 ステキナシャチョウ 牡7鹿 57 松山 弘平池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 460－ 61：44．0クビ 91．7

69 クラージュドール 牡4鹿 57 川田 将雅 �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 496－ 21：44．21� 7．3�
44 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 中井 裕二榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 462－ 21：44．83� 12．6
711 マイネルクロップ 牡4芦 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 502± 01：44．9� 3．8�
45 キタサンシンガー 牡5芦 57 国分 優作�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 498－181：45．32� 192．1�
68 ハーキュリーズ 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448＋ 41：45．4� 10．7�
710 アイムヒアー 牝6鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 21：47．2大差 65．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，590，600円 複勝： 74，125，500円 枠連： 32，241，900円
馬連： 178，725，900円 馬単： 92，108，200円 ワイド： 61，583，300円
3連複： 218，193，900円 3連単： 408，173，200円 計： 1，112，742，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，230円 複 勝 � 570円 � 130円 � 250円 枠 連（3－5） 3，610円

馬 連 �� 6，630円 馬 単 �� 17，730円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 3，950円 �� 410円

3 連 複 ��� 11，860円 3 連 単 ��� 113，770円

票 数

単勝票数 計 475906 的中 � 8990（8番人気）
複勝票数 計 741255 的中 � 23675（8番人気）� 209773（1番人気）� 66603（5番人気）
枠連票数 計 322419 的中 （3－5） 6908（15番人気）
馬連票数 計1787259 的中 �� 20870（21番人気）
馬単票数 計 921082 的中 �� 3896（49番人気）
ワイド票数 計 615833 的中 �� 8823（20番人気）�� 3740（30番人気）�� 42358（3番人気）
3連複票数 計2181939 的中 ��� 13788（34番人気）
3連単票数 計4081732 的中 ��� 2601（286番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．1―12．5―12．4―12．0―12．0―12．2―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．8―42．3―54．7―1：06．7―1：18．7―1：30．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウシンイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seattle Slew デビュー 2010．9．12 阪神1着

2008．3．25生 �6鹿 母 エリモアメジスト 母母 ステラーオデッセイ 37戦5勝 賞金 112，960，000円

23012 8月2日 小雨 良 （26小倉2）第1日 第12競走 ��1，200�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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 ライブリシュネル 牡4鹿 57
54 ▲義 英真加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 476－ 41：08．4 76．4�

35 サンセットスカイ 牡4栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ B482± 0 〃 ハナ 8．3�

59 ハ ッ シ ュ 牝3芦 52 藤岡 佑介 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 476＋221：08．5� 16．3�

23 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 酒井 学ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 480－ 61：08．6� 54．8�
24 トップルビー 牝6黒鹿55 �島 良太�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 446－ 6 〃 ハナ 61．6	
12 カレンシェリーメイ 牝5鹿 55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 408＋ 4 〃 クビ 5．9

36 サフランスカイ 牡3鹿 54

51 ▲松若 風馬海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 460＋ 21：08．7クビ 2．8�
817 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 松山 弘平吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 474＋ 4 〃 クビ 20．2�
816 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 川田 将雅横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 492＋161：08．8クビ 8．7
48 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 小坂 忠士澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 476＋ 61：08．9� 199．2�
612 ウ メ 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 434－ 61：09．0クビ 30．7�
713 シャルロッカ 牝4鹿 55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 438＋ 6 〃 ハナ 138．9�
611	 アスターローズ 牝8鹿 55 国分 恭介加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム 458＋10 〃 クビ 231．9�
715 セ シ リ ア 牝5栗 55 川須 栄彦田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 434－ 61：09．21
 13．6�
11 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 434－ 61：09．3� 19．0�
47 タイセイゼニス 牝4黒鹿55 川島 信二田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B472＋ 21：09．72� 7．7�
818 エイティグローリー 牝4栗 55 太宰 啓介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 442＋181：10．33� 45．6�
714 シュバインハーベン 牝3栗 52 熊沢 重文長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 谷岡牧場 430＋10 〃 ハナ 93．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，343，000円 複勝： 48，292，100円 枠連： 31，377，400円
馬連： 95，299，100円 馬単： 47，329，600円 ワイド： 41，503，700円
3連複： 135，391，200円 3連単： 205，614，200円 計： 638，150，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，640円 複 勝 � 1，410円 � 300円 � 570円 枠 連（3－5） 1，580円

馬 連 �� 29，120円 馬 単 �� 69，460円

ワ イ ド �� 6，670円 �� 9，520円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 132，210円 3 連 単 ��� 1，088，100円

票 数

単勝票数 計 333430 的中 � 3487（14番人気）
複勝票数 計 482921 的中 � 8080（14番人気）� 48090（3番人気）� 22001（9番人気）
枠連票数 計 313774 的中 （3－5） 15386（6番人気）
馬連票数 計 952991 的中 �� 2536（70番人気）
馬単票数 計 473296 的中 �� 511（150番人気）
ワイド票数 計 415037 的中 �� 1595（65番人気）�� 1115（79番人気）�� 4711（25番人気）
3連複票数 計1353912 的中 ��� 768（271番人気）
3連単票数 計2056142 的中 ��� 137（1944番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．9―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．8―44．3―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライブリシュネル �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．29 小倉8着

2010．3．30生 牡4鹿 母 ローズウッド 母母 ラウレルシーダー 23戦2勝 賞金 16，890，000円
〔発走状況〕 アスターローズ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ノーブリー号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



（26小倉2）第1日 8月2日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

224，110，000円
7，960，000円
2，170，000円
20，260，000円
64，221，500円
6，230，600円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
280，892，600円
467，604，900円
180，025，400円
727，955，500円
419，301，000円
321，003，600円
945，079，900円
1，629，130，200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 4，970，993，100円

総入場人員 10，949名 （有料入場人員 ）
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