
22085 8月23日 晴 良 （27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

47 ゼットフーリ 牝2鹿 54 松山 弘平�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 61：09．7 3．5�
816 ア リ ッ サ ム 牝2黒鹿54 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 61：09．8� 5．9�
36 ノーザンメジャー 牝2栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 21：09．9� 4．8�
12 キンシロケット 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 458－ 6 〃 アタマ 10．4�
11 ブ リ オ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 442－ 21：10．0	 35．1�
611 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 400－ 8 〃 クビ 124．4	
35 ショーストーム 牡2鹿 54 和田 竜二吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 464－ 4 〃 アタマ 12．1

510 アッフェルリズム 牝2黒鹿54 北村 友一山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 432－ 61：10．21
 5．8�
48 ツイセキシャ 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470± 01：10．62	 21．7�
713 ア テ ス ト 牝2栗 54 川須 栄彦山本 武司氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 456－ 41：10．7クビ 73．1
24 クールゲンノスケ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 472＋ 21：10．8� 44．6�
714 ナムラモミジ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 406± 01：11．01 283．0�
815 カシノマザー 牝2栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 近藤牧場 434＋ 21：11．21
 301．8�
612 コウエイドルバコ 牡2栗 54 浜中 俊伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 492＋121：11．94 27．6�
59 ラッキースピード 牝2黒鹿54 中谷 雄太竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 吉永ファーム 430－ 2 〃 アタマ 145．2�
23 サカジロゴーゴー 牝2栗 54 国分 恭介ロイヤルパーク 坂口 正則 新冠 川島牧場 450－ 21：12．11
 112．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，186，700円 複勝： 26，515，300円 枠連： 11，420，300円
馬連： 44，003，500円 馬単： 23，835，600円 ワイド： 25，144，200円
3連複： 65，619，100円 3連単： 82，251，700円 計： 296，976，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 160円 � 140円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 390円 �� 270円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 181867 的中 � 43278（1番人気）
複勝票数 計 265153 的中 � 64693（1番人気）� 38650（3番人気）� 45823（2番人気）
枠連票数 計 114203 的中 （4－8） 13982（2番人気）
馬連票数 計 440035 的中 �� 37338（2番人気）
馬単票数 計 238356 的中 �� 11162（3番人気）
ワイド票数 計 251442 的中 �� 16312（2番人気）�� 25247（1番人気）�� 12416（4番人気）
3連複票数 計 656191 的中 ��� 37447（1番人気）
3連単票数 計 822517 的中 ��� 11498（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットフーリ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．7．5 中京5着

2013．5．2生 牝2鹿 母 ゼットフウリン 母母 サーモンタイム 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 アリッサム号の調教師五十嵐忠男は，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。

22086 8月23日 晴 良 （27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
1：43．9

良
良

714 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 474＋ 61：49．0 2．6�
47 ル サ リ エ 牝3鹿 54 幸 英明飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 416－ 41：49．1� 76．6�
24 ミスティーフリップ 牡3栗 56 中井 裕二吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 8 〃 クビ 34．1�
23 ミスズダンディー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 472＋181：49．2クビ 4．9�
48 グディーズタイガー 牡3黒鹿56 松山 弘平田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 446－ 61：49．3� 26．7�
815 ヒメキヨヒダカ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 474± 0 〃 クビ 6．4�
612 サダムジャポン 牡3黒鹿 56

53 ▲�島 克駿大西 定氏 松田 博資 新ひだか 神垣 道弘 420＋ 41：49．62 53．9	
36 シャイニーサン 牡3鹿 56 国分 優作小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B478＋ 8 〃 ハナ 213．9

59 ナ ポ レ オ ン 牡3栗 56 武 豊前迫 義幸氏 高野 友和 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 41：49．7クビ 23．0�
35 サンチェロキー 牡3栗 56 浜中 俊加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 B452－ 6 〃 クビ 6．6�
11 ウォーターティアナ 牝3青鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 474＋181：49．91� 197．1
12 レディローズ 牝3青 54

53 ☆松若 風馬寺田千代乃氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：50．0クビ 27．0�
713 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 422＋ 81：50．32 16．8�
510 スズカファイン 牡3栗 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480± 01：50．51� 13．5�
611 レッドアナベル 牝3栗 54 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436－ 8 〃 同着 91．4�
816 ギャラリスト 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：50．6� 35．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，778，300円 複勝： 26，717，700円 枠連： 11，693，700円
馬連： 40，860，600円 馬単： 22，420，400円 ワイド： 23，540，800円
3連複： 57，910，700円 3連単： 74，106，600円 計： 276，028，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 1，320円 � 650円 枠 連（4－7） 3，100円

馬 連 �� 10，810円 馬 単 �� 15，300円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 1，170円 �� 18，570円

3 連 複 ��� 77，970円 3 連 単 ��� 335，790円

票 数

単勝票数 計 187783 的中 � 57584（1番人気）
複勝票数 計 267177 的中 � 73101（1番人気）� 3881（13番人気）� 8486（9番人気）
枠連票数 計 116937 的中 （4－7） 2918（12番人気）
馬連票数 計 408606 的中 �� 2928（32番人気）
馬単票数 計 224204 的中 �� 1099（44番人気）
ワイド票数 計 235408 的中 �� 2056（32番人気）�� 5341（10番人気）�� 318（85番人気）
3連複票数 計 579107 的中 ��� 557（150番人気）
3連単票数 計 741066 的中 ��� 160（686番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．7―48．8―1：00．6―1：12．6―1：24．6―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．4
1
3
15－7－9（4，6，13）10（3，8，14）12（1，16）11，5－2
15－7－9（4，6，13）－（3，8，10，14）（12，16）1（11，5）－2

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

勝馬の
紹 介

メイショウミツボシ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．3．1 阪神10着

2012．3．15生 牡3鹿 母 マ ミ モ ナ 母母 マイミッシェル 11戦1勝 賞金 9，390，000円
〔制裁〕 サダムジャポン号の騎手�島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）

サダムジャポン号の騎手�島克駿は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16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 ブーケオブローズ号

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

第２回 小倉競馬 第８日



22087 8月23日 晴 稍重 （27小倉2）第8日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時00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

612 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿56 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 474＋ 41：45．8 185．4�
35 ディプロイディ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 544＋ 6 〃 アタマ 25．1�
714 ヨドノナイト 牡3鹿 56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 504－ 21：46．22� 4．2�
36 ビービーボヌール 牡3青鹿56 藤岡 佑介�坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 482＋ 4 〃 クビ 3．1�
816 サンライズリゾート 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B514＋ 81：46．51� 19．1�
11 コウザンヒキリ 牡3鹿 56 武 豊山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 454± 0 〃 ハナ 9．9	
815 オメガレイノワール 牡3青鹿56 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 21：46．71	 6．6

23 ノ ラ ネ コ 
3栗 56 浜中 俊�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 450－101：46．8クビ 10．7�
713 シンプリースパーブ 牡3鹿 56 幸 英明水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 484± 01：46．9� 6．9�
59 ヒルノケルン 牡3鹿 56 中谷 雄太ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 B508＋ 41：47．43 29．7�
24 メイショウララムリ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 432－ 21：47．5クビ 274．2�
510 ゼットスウィート 牝3鹿 54 国分 恭介�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 61：48．03 264．6�
48 エターナルウインド 牡3黒鹿56 藤岡 康太前田 葉子氏 谷 潔 浦河 岡本 昌市 496＋ 81：48．63� 74．5�
611 フェローニア 牝3黒鹿54 武 幸四郎篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 440± 01：48．91� 126．1�
12 ラトーヌジョア 牝3芦 54

53 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B440＋ 61：50．17 24．3�
47 ジェアンレーヴ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋101：50．2クビ 86．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，763，600円 複勝： 30，677，300円 枠連： 15，661，300円
馬連： 44，337，100円 馬単： 23，799，100円 ワイド： 27，565，300円
3連複： 64，866，300円 3連単： 80，544，500円 計： 310，214，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，540円 複 勝 � 2，910円 � 490円 � 210円 枠 連（3－6） 9，290円

馬 連 �� 141，400円 馬 単 �� 283，320円

ワ イ ド �� 33，640円 �� 10，620円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 230，560円 3 連 単 ��� 4，491，900円

票 数

単勝票数 計 227636 的中 � 982（14番人気）
複勝票数 計 306773 的中 � 2263（15番人気）� 15397（8番人気）� 48428（2番人気）
枠連票数 計 156613 的中 （3－6） 1306（20番人気）
馬連票数 計 443371 的中 �� 243（94番人気）
馬単票数 計 237991 的中 �� 63（194番人気）
ワイド票数 計 275653 的中 �� 207（102番人気）�� 659（60番人気）�� 5774（13番人気）
3連複票数 計 648663 的中 ��� 211（267番人気）
3連単票数 計 805445 的中 ��� 13（2338番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．6―13．0―12．7―12．5―12．3―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．4―42．4―55．1―1：07．6―1：19．9―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ ッ ト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．2．22 小倉5着

2012．6．13生 牡3黒鹿 母 マッキーヴォーグ 母母 オギティファニー 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ラトーヌジョア号の騎手松若風馬は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5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。
（非当選馬） 1頭 シゲルトンテントン号

22088 8月23日 晴 良 （27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

510� ジェントルヴァウ 牝3鹿 54 浜中 俊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne
Farm 462＋ 61：08．9 2．5�

12 ティーエスナイン 牡3栗 56 幸 英明田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B452± 01：09．21� 14．8�
35 メイケイヘリオス 牡3黒鹿56 和田 竜二名古屋競馬� 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 524＋ 61：09．4� 66．1�
715� エイシンパライソ 牡3栗 56 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 512＋ 2 〃 アタマ 4．7�
817 キングカーティス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 448－ 2 〃 ハナ 7．5�
713 レッドシャローム 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 21：09．61	 158．4	
59 テイエムマンキチ 牡3芦 56 松山 弘平竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 松田牧場 444＋ 4 〃 アタマ 10．0

612 パイアタウン 牝3栗 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 450＋121：09．81 53．7�
818 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿 54

51 ▲
島 克駿天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 430－ 2 〃 ハナ 40．0�
714� エイシンバンバ 牝3鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 米 Ted Folkerth

& Brookdale 500＋14 〃 クビ 33．2
36 ウェルカムワゴン 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬下河�行雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 B472＋ 41：10．01 40．4�
611 メイショウワカアユ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 456＋ 4 〃 クビ 8．8�
47 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 504± 01：10．1� 22．5�
816 シ ン キ ロ ウ 牡3青鹿56 川須 栄彦野田 善己氏 高橋 義忠 新冠 中村 弘昭 450＋ 21：10．2� 20．3�
48 イチザサムライ �3栗 56

53 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 454－ 41：10．3� 170．6�
23 メイショウアライソ 牡3黒鹿56 国分 恭介松本 好雄氏 湯窪 幸雄 様似 中脇 一幸 484± 0 〃 アタマ 116．7�
11 ルスナイキャンディ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 460＋ 61：11．04 218．6�
24 ミリノテツニー 牡3栗 56 中井 裕二榮 義則氏 森 秀行 新ひだか 前川 隆則 498＋141：12．49 259．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，591，900円 複勝： 25，709，700円 枠連： 13，640，800円
馬連： 44，165，400円 馬単： 23，692，400円 ワイド： 26，512，300円
3連複： 63，922，900円 3連単： 79，030，400円 計： 300，265，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 320円 � 1，060円 枠 連（1－5） 2，120円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，470円 �� 7，890円

3 連 複 ��� 32，430円 3 連 単 ��� 111，250円

票 数

単勝票数 計 235919 的中 � 73615（1番人気）
複勝票数 計 257097 的中 � 56809（1番人気）� 19334（6番人気）� 4780（13番人気）
枠連票数 計 136408 的中 （1－5） 4984（9番人気）
馬連票数 計 441654 的中 �� 12442（8番人気）
馬単票数 計 236924 的中 �� 4653（10番人気）
ワイド票数 計 265123 的中 �� 7952（6番人気）�� 2736（28番人気）�� 838（69番人気）
3連複票数 計 639229 的中 ��� 1478（99番人気）
3連単票数 計 790304 的中 ��� 515（320番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．3―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジェントルヴァウ �
�
父 Broken Vow �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．3．22 阪神3着

2012．2．9生 牝3鹿 母 Ranter 母母 Preach 5戦1勝 賞金 8，200，000円
〔その他〕 シンキロウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミリノテツニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月23日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 シンキロウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月23日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スリーアンゼラ号
（非抽選馬） 1頭 アドバンスゴード号



22089 8月23日 晴 良 （27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
1：45．9

良
良

11 オーヴィレール 牝2芦 54
53 ☆松若 風馬下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 454 ―1：50．5 7．3�

66 シンシアズブレス 牝2黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460 ―1：50．82 3．2�
78 ラップランド 牡2黒鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482 ―1：50．9クビ 33．8�
810 ル ミ ノ ー ル 牡2黒鹿54 幸 英明薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 466 ―1：51．0� 12．9�
77 ロ ッ ク オ ン 牡2栗 54 藤岡 康太石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 446 ―1：51．1� 6．1	
55 アグネスフォルテ 牡2栗 54 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 450 ―1：51．52� 3．5

22 ゴーフォワード 牡2鹿 54 武 豊前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 474 ―1：52．45 6．8�
44 スイフトアタック 牡2鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 512 ―1：53．25 37．2
89 シゲルシマカツオ 牡2鹿 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 446 ―1：53．3� 97．4�
33 タガノジャイアン 牡2栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518 ―1：55．0大差 133．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，395，000円 複勝： 22，696，300円 枠連： 8，002，100円
馬連： 39，154，900円 馬単： 24，248，800円 ワイド： 18，363，000円
3連複： 44，928，900円 3連単： 84，179，700円 計： 270，968，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 190円 � 150円 � 480円 枠 連（1－6） 1，270円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，870円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 39，420円

票 数

単勝票数 計 293950 的中 � 34025（5番人気）
複勝票数 計 226963 的中 � 32483（3番人気）� 50473（1番人気）� 8888（7番人気）
枠連票数 計 80021 的中 （1－6） 4852（7番人気）
馬連票数 計 391549 的中 �� 26595（6番人気）
馬単票数 計 242488 的中 �� 7757（12番人気）
ワイド票数 計 183630 的中 �� 10106（7番人気）�� 2416（21番人気）�� 3257（16番人気）
3連複票数 計 449289 的中 ��� 3926（32番人気）
3連単票数 計 841797 的中 ��� 1548（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．0―49．5―1：02．2―1：14．7―1：26．8―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
1，7，10－（5，9）2（3，8）－4－6・（1，7）10，5（2，9）（3，8）（4，6）

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

勝馬の
紹 介

オーヴィレール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2013．3．21生 牝2芦 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※オーヴィレール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22090 8月23日 晴 良 （27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

22 ペプチドサプル 牝2黒鹿54 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 452 ―1：10．5 2．9�
23 チョウキタイ 牝2青鹿54 武 豊丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 436 ―1：10．71� 9．8�
11 ローザルージュ 牝2黒鹿54 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 476 ―1：11．55 8．8�
34 インカンターレ 牝2栗 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：11．6� 14．6�
610 コンスタンシー 牝2青鹿54 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 408 ―1：11．7� 19．6�
815 フォルトゥーナ 牝2青鹿54 幸 英明ちくしCLUB 浜田多実雄 青森 石田 英機 436 ―1：11．91� 31．7�
47 チャーミングリリ 牝2鹿 54 藤岡 康太杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 424 ― 〃 クビ 67．6	
713 ス タ ー シ ャ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 及川 ミツ子 470 ―1：12．0� 49．8

712 ナンゴクハルネット 牝2黒鹿54 和田 竜二渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 430 ―1：12．21� 15．4�
611 シゲルニジョウサバ 牝2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 470 ―1：12．3クビ 157．0�
814 エメラルドアイ 牝2栗 54 高倉 稜竹原 孝昭氏 石毛 善彦 日高 大西ステイブル 432 ―1：12．62 148．2
58 リ セ エ ン ヌ 牝2青鹿54 浜中 俊吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 420 ―1：12．81� 2．8�
35 アイファーエバー 牝2栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 信田牧場 398 ―1：13．43� 167．6�
59 ポッドシルビア 牝2青鹿 54

53 ☆松若 風馬小川眞査雄氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 438 ―1：14．03� 48．0�
46 アイアンアヴァロン 牝2芦 54 国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 446 ―1：14．74 92．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，125，300円 複勝： 24，435，900円 枠連： 14，903，200円
馬連： 42，935，400円 馬単： 26，163，500円 ワイド： 24，035，600円
3連複： 54，896，900円 3連単： 79，771，800円 計： 294，267，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 210円 � 250円 枠 連（2－2） 1，430円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 500円 �� 540円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 271253 的中 � 75326（2番人気）
複勝票数 計 244359 的中 � 67496（1番人気）� 25931（3番人気）� 19892（4番人気）
枠連票数 計 149032 的中 （2－2） 8030（5番人気）
馬連票数 計 429354 的中 �� 27628（3番人気）
馬単票数 計 261635 的中 �� 11198（4番人気）
ワイド票数 計 240356 的中 �� 12894（2番人気）�� 11640（3番人気）�� 4442（12番人気）
3連複票数 計 548969 的中 ��� 16510（6番人気）
3連単票数 計 797718 的中 ��� 6531（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．9―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．3―47．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドサプル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラローレル 初出走

2013．3．26生 牝2黒鹿 母 ペプチドモアー 母母 クインモアー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンアヴァロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月23日まで平地

競走に出走できない。



22091 8月23日 晴 稍重 （27小倉2）第8日 第7競走 ��1，000�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
56．9
56．9

重
重

46 エピックウィン 牡3黒鹿56 和田 竜二小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 462± 0 58．7 5．1�
712 メイショウフライキ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 438＋10 59．23 11．9�
33 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 �島 良太松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 482＋ 4 〃 アタマ 7．8�
22 ノーブルコスマー 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 458＋ 8 59．3� 17．4�

813 クランデール 牝3鹿 54 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 448－ 2 〃 クビ 79．9	
610 ナリタサウス 牡3栗 56 藤懸 貴志�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 460± 0 59．4� 58．6

11 ヴェスペルティリオ 牡3鹿 56 幸 英明�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 8 59．5� 22．8�
34 ナムラスター 牡3黒鹿56 松山 弘平奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 460－ 8 59．6クビ 5．4�
57 トシザラブリー 牝3青鹿54 藤岡 康太上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 434± 0 59．81� 4．6
69 カラフルマーメイド 牝3鹿 54 浜中 俊谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 448－20 59．9� 39．7�
58 ヴァルディスーザ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 570＋101：00．0� 8．8�
814 ギ ョ イ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 B444＋ 61：00．1� 6．1�
45 ティーエスベスト 牡3鹿 56 高倉 稜田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 422－ 61：00．73� 134．8�
711 タイセイグローリア 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高岸 順一 490－ 11：01．01� 210．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，763，100円 複勝： 32，084，200円 枠連： 15，199，900円
馬連： 59，785，100円 馬単： 28，210，600円 ワイド： 30，672，500円
3連複： 77，679，700円 3連単： 94，505，800円 計： 363，900，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 410円 � 240円 枠 連（4－7） 3，510円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 650円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 46，290円

票 数

単勝票数 計 257631 的中 � 40345（2番人気）
複勝票数 計 320842 的中 � 50724（2番人気）� 17239（8番人気）� 35131（5番人気）
枠連票数 計 151999 的中 （4－7） 3348（14番人気）
馬連票数 計 597851 的中 �� 11964（16番人気）
馬単票数 計 282106 的中 �� 3172（27番人気）
ワイド票数 計 306725 的中 �� 4637（22番人気）�� 12829（6番人気）�� 3977（28番人気）
3連複票数 計 776797 的中 ��� 6259（35番人気）
3連単票数 計 945058 的中 ��� 1480（166番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．6―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピックウィン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．5．2 京都3着

2012．5．12生 牡3黒鹿 母 レンデフルール 母母 フローラルマジック 4戦1勝 賞金 6，590，000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） 3頭 オースミイヒラニ号・ページェントリー号・ホザンナ号

22092 8月23日 晴 稍重 （27小倉2）第8日 第8競走 ��1，700�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

12 フジインザスカイ 牝4鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 472± 01：45．1 3．5�
36 タガノコルコバード 牡4鹿 57 大下 智八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 446＋ 21：45．42 12．2�
24 � メジャーシップ 牡4鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 504＋121：45．5� 9．9�
816 ゴーザトップ 牡4栗 57 和田 竜二江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484± 0 〃 ハナ 10．4�
48 タマモワカサマ 牡3鹿 54 浜中 俊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 468－ 2 〃 クビ 4．2�
612 ヤマイチレジェンド 牡3栗 54

51 ▲�島 克駿坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 500－ 81：45．6クビ 48．3	
11 トウケイファルコン 牡3栗 54 北村 友一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 494＋ 61：45．91	 71．4

713 コウユーアンドレ 牡5鹿 57 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 464－ 41：46．11
 7．3�
23 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 496－ 21：46．95 72．2�
59 シャンタルエット 牝3鹿 52 松山 弘平 サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472＋101：47．1	 18．3�
611� スリーネルソン �5黒鹿57 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 486＋ 61：47．2� 8．6�
35 シゲルエッチュウ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B444－ 2 〃 クビ 80．4�
47 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 518＋101：47．83� 35．3�
815 スズカアルファ 牡5栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 472± 01：48．01
 165．0�
510 オーディンバローズ 牡4青鹿57 国分 恭介猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 504± 01：48．95 42．6�
714 ハクユウカンベエ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 486＋ 81：49．53� 30．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，442，600円 複勝： 33，091，300円 枠連： 16，442，900円
馬連： 60，656，100円 馬単： 29，200，800円 ワイド： 32，811，300円
3連複： 81，773，800円 3連単： 100，934，300円 計： 379，353，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 280円 � 310円 枠 連（1－3） 1，610円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 640円 �� 760円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 23，960円

票 数

単勝票数 計 244426 的中 � 54342（1番人気）
複勝票数 計 330913 的中 � 62992（1番人気）� 28419（5番人気）� 24445（7番人気）
枠連票数 計 164429 的中 （1－3） 7869（6番人気）
馬連票数 計 606561 的中 �� 29769（2番人気）
馬単票数 計 292008 的中 �� 7905（3番人気）
ワイド票数 計 328113 的中 �� 13532（2番人気）�� 11245（8番人気）�� 4727（19番人気）
3連複票数 計 817738 的中 ��� 11329（11番人気）
3連単票数 計1009343 的中 ��� 3053（39番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．6―12．8―12．8―12．7―12．7―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．2―42．0―54．8―1：07．5―1：20．2―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フジインザスカイ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．11 京都13着

2011．2．12生 牝4鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 17戦3勝 賞金 27，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 フジインザスカイ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）について過怠金30，000円。



22093 8月23日 晴 良 （27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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 ジュンスパーヒカル 牡3鹿 54 藤岡 佑介河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 62：00．4 28．6�
44 カレンラストショー 牡3栗 54 松若 風馬鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 434＋ 22：00．61� 13．3�
57 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 464＋ 8 〃 ハナ 3．7�
68 マイネリベルタス 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 2 〃 アタマ 5．4�
813 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 512＋ 62：00．92 2．5�
45 アドマイヤウイング 牝4鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466－ 22：01．0� 45．6	
56 ア ル カ ナ 牝5鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 0 〃 クビ 27．0

69 カ ゼ ル タ 牝3栗 52 高倉 稜吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 454＋ 62：01．1� 19．1�
711 ダブルイーグル 牡7鹿 57 	島 克駿田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 490＋122：01．52 81．3�
710 シャッターチャンス 牡3鹿 54 松山 弘平前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 442－ 2 〃 クビ 7．2
812 マッシヴランナー 牡3黒鹿54 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 518± 02：01．6� 52．3�
11 テイエムサンビカ 牝4青鹿55 義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 482＋ 82：01．7
 83．0�

（12頭）
33 ジャズファンク 牡3鹿 54 武 豊市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，629，200円 複勝： 38，678，200円 枠連： 15，756，300円
馬連： 78，716，500円 馬単： 40，602，900円 ワイド： 36，913，300円
3連複： 95，662，300円 3連単： 153，388，000円 計： 491，346，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 700円 � 300円 � 170円 枠 連（2－4） 7，360円

馬 連 �� 13，360円 馬 単 �� 30，150円

ワ イ ド �� 3，750円 �� 2，330円 �� 700円

3 連 複 ��� 20，490円 3 連 単 ��� 181，110円

票 数

単勝票数 差引計 316292（返還計 709） 的中 � 8817（8番人気）
複勝票数 差引計 386782（返還計 429） 的中 � 11496（8番人気）� 31133（5番人気）� 76249（2番人気）
枠連票数 差引計 157563（返還計 519） 的中 （2－4） 1659（19番人気）
馬連票数 差引計 787165（返還計 4555） 的中 �� 4565（33番人気）
馬単票数 差引計 406029（返還計 1933） 的中 �� 1010（68番人気）
ワイド票数 差引計 369133（返還計 1336） 的中 �� 2450（35番人気）�� 3993（26番人気）�� 14317（7番人気）
3連複票数 差引計 956623（返還計 8212） 的中 ��� 3501（59番人気）
3連単票数 差引計1533880（返還計 14800） 的中 ��� 614（431番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．6―13．0―12．0―11．7―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．2―47．8―1：00．8―1：12．8―1：24．5―1：36．4―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンスパーヒカル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．13 阪神3着

2012．5．13生 牡3鹿 母 フラッシュウェーブ 母母 プラチナウェーブ 7戦2勝 賞金 21，263，000円
〔出走取消〕 ジャズファンク号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

22094 8月23日 晴 良 （27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

811 トーセンビクトリー 牝3鹿 52 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋101：47．9 2．5�
56 キリシマホーマ 牡4鹿 57 松山 弘平土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 522＋ 41：48．11� 7．5�
68 サンセットスカイ 牡5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 484＋ 41：48．2クビ 5．2�
33 ブリュネット 牝5栗 55 幸 英明 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 492± 01：48．3� 4．2�
710 ゴットラウディー 牡7鹿 57 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 474＋101：48．51 20．1	
44 ペプチドアマゾン 牡5鹿 57 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 486± 01：48．6� 7．7

79 クレスコモア 牡5黒鹿57 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522± 01：48．81� 46．9�
22 ウェーブゴールド 牡4黒鹿57 	島 克駿万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482＋ 4 〃 ハナ 39．7�
11 ヒロノプリンス 牡5鹿 57 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 458＋ 41：49．11
 20．4
812 レッドシェリフ 牡7栗 57 松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 502－ 41：49．31� 50．2�
67 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 中谷 雄太小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 456＋ 21：49．4
 205．6�

（11頭）
55 イ デ ア 牡7鹿 57 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 478－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，724，500円 複勝： 49，917，500円 枠連： 19，035，800円
馬連： 121，251，100円 馬単： 57，668，100円 ワイド： 45，707，200円
3連複： 135，975，200円 3連単： 245，318，700円 計： 716，598，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 150円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 440円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，410円

票 数

単勝票数 差引計 417245（返還計 2844） 的中 � 130377（1番人気）
複勝票数 差引計 499175（返還計 5828） 的中 � 118524（1番人気）� 58810（5番人気）� 82306（3番人気）
枠連票数 差引計 190358（返還計 460） 的中 （5－8） 15245（3番人気）
馬連票数 差引計1212511（返還計 23050） 的中 �� 96947（3番人気）
馬単票数 差引計 576681（返還計 11332） 的中 �� 28789（3番人気）
ワイド票数 差引計 457072（返還計 14029） 的中 �� 26606（4番人気）�� 36688（2番人気）�� 17457（8番人気）
3連複票数 差引計1359752（返還計 56449） 的中 ��� 63463（4番人気）
3連単票数 差引計2453187（返還計 91183） 的中 ��� 27733（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．6―12．0―12．1―12．0―11．8―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．7―48．7―1：00．8―1：12．8―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンビクトリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 札幌3着

2012．4．23生 牝3鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 7戦3勝 賞金 36，823，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 イデア号は，枠入り不良。再三枠入りを試みたが枠入り拒否のため競走除外。発走時刻13分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 イデア号は，平成27年8月24日から平成27年9月22日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。

１レース目



22095 8月23日 晴 良 （27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50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，26．8．23以降27．8．16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 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 ベ ル カ ン ト 牝4栗 55 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 490＋ 21：07．3 5．0�
35 ビッグアーサー 牡4鹿 55 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 528＋ 21：07．51� 2．5�
713 ベルルミエール 牝4鹿 53 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 468＋ 21：07．6� 9．3�
611 バ ー バ ラ 牝6黒鹿53 武 幸四郎 �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 B438＋ 61：07．81� 14．6�
47 ミッキーラブソング 牡4黒鹿54 松山 弘平野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468± 01：08．01� 11．7�
24 バクシンテイオー 牡6鹿 54 藤岡 佑介林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484＋221：08．1	 48．6	
816
 ヘニーハウンド 牡7栗 56 川須 栄彦林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 504－18 〃 クビ 43．6

817 ドレッドノート �7栗 53 �島 克駿�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480＋ 41：08．2� 270．3�
510 サトノデプロマット 牡5黒鹿54 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 516＋ 61：08．3� 23．9
715 マヤノリュウジン 牡8栗 57 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 528＋ 2 〃 クビ 21．6�
11 サドンストーム 牡6栗 57 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 480± 01：08．4クビ 8．3�
612 メイショウツガル 牡7鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 468－ 41：08．5� 124．8�
12 
 マイネルエテルネル 牡5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 488± 0 〃 クビ 16．0�

818 オーミアリス 牝3黒鹿50 藤懸 貴志岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 464＋341：08．6クビ 58．3�
59 レオパルディナ 牝3鹿 50 松若 風馬 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 438＋16 〃 ハナ 41．0�
714 メイショウイザヨイ 牝6鹿 53 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 512＋241：09．02� 81．8�
48 サカジロロイヤル 牡7黒鹿56 国分 恭介ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 504－ 61：09．21� 80．6�
36 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿54 岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 470± 01：09．3� 118．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 164，404，300円 複勝： 194，369，100円 枠連： 101，533，000円
馬連： 535，448，600円 馬単： 234，713，300円 ワイド： 238，243，100円
3連複： 916，881，300円 3連単： 1，414，353，500円 計： 3，799，946，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 140円 � 240円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，020円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 13，770円

票 数

単勝票数 計1644043 的中 � 257901（2番人気）
複勝票数 計1943691 的中 � 270525（2番人気）� 457798（1番人気）� 172811（4番人気）
枠連票数 計1015330 的中 （2－3） 102273（2番人気）
馬連票数 計5354486 的中 �� 450722（1番人気）
馬単票数 計2347133 的中 �� 90508（3番人気）
ワイド票数 計2382431 的中 �� 150501（1番人気）�� 56789（8番人気）�� 99586（3番人気）
3連複票数 計9168813 的中 ��� 220763（2番人気）
3連単票数 計14143535 的中 ��� 74438（14番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．8―11．2―11．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．7―43．9―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル カ ン ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．8．3 小倉1着

2011．3．2生 牝4栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 14戦5勝 賞金 189，518，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時40分に変更。
※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 プレイズエターナル号

22096 8月23日 晴 稍重 （27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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

612 オウケンゴールド 牡4栃栗 57
56 ☆松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B490± 01：44．5 4．4�

713� タ イ マ ツ リ 牡4黒鹿57 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：45．56 92．5�
12 マルイチワンダー 牡5栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 0 〃 ハナ 20．2�
59 フォースフィールド 牡3黒鹿54 藤岡 佑介岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 424± 01：45．6	 8．4�
510 テーオーイージス 牡4黒鹿57 柴田 未崎小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 486＋10 〃 クビ 129．4�
11 ア チ ー ヴ 牡5黒鹿57 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 474－ 41：45．7	 31．5�
48 ハーマンミュート 
5青鹿 57

54 ▲�島 克駿金子真人ホール
ディングス	 中内田充正 千歳 社台ファーム B492＋ 8 〃 アタマ 13．3


24 メイショウルンバ 牝4栗 55 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 490＋281：46．01� 7．8�
47 オ ル ロ フ 牡3黒鹿54 藤岡 康太寺田 寿男氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋12 〃 クビ 3．3�
36 ポ ロ タ ン 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 450± 01：46．1クビ 87．6
611 メイショウキトラ 牡4栗 57

54 ▲義 英真松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 472－ 2 〃 ハナ 58．8�
816 ディーセントワーク 牡4黒鹿57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋141：46．31 56．3�
714 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 472± 0 〃 アタマ 21．5�
23 サトノスーペリア 牡4黒鹿57 幸 英明里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 470＋10 〃 クビ 5．6�
35 ヤサカナンティー 牡3鹿 54 国分 優作志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 470－ 61：46．83 41．2�
815 セイユニコーン 牡3芦 54 太宰 啓介金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 480＋161：47．22	 115．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，265，800円 複勝： 54，270，300円 枠連： 36，717，600円
馬連： 145，783，300円 馬単： 63，030，000円 ワイド： 64，892，200円
3連複： 195，488，700円 3連単： 291，318，500円 計： 900，766，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 1，620円 � 470円 枠 連（6－7） 2，740円

馬 連 �� 16，610円 馬 単 �� 24，320円

ワ イ ド �� 4，230円 �� 1，130円 �� 12，530円

3 連 複 ��� 67，040円 3 連 単 ��� 303，450円

票 数

単勝票数 計 492658 的中 � 89294（2番人気）
複勝票数 計 542703 的中 � 98340（1番人気）� 7077（15番人気）� 27808（8番人気）
枠連票数 計 367176 的中 （6－7） 10351（12番人気）
馬連票数 計1457833 的中 �� 6800（46番人気）
馬単票数 計 630300 的中 �� 1943（75番人気）
ワイド票数 計 648922 的中 �� 3902（45番人気）�� 15334（12番人気）�� 1303（89番人気）
3連複票数 計1954887 的中 ��� 2187（184番人気）
3連単票数 計2913185 的中 ��� 696（825番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―41．8―54．4―1：06．8―1：19．1―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

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4栃栗 母 ワイエムサチ 母母 ラックムゲン 18戦3勝 賞金 28，070，000円
［他本会外：1戦0勝］

４レース目



（27小倉2）第8日 8月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

220，400，000円
3，140，000円
12，280，000円
1，780，000円
19，770，000円
68，306，500円
4，934，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
477，070，300円
559，162，800円
280，006，900円
1，257，097，600円
597，585，500円
594，400，800円
1，855，605，800円
2，779，703，500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 8，400，633，200円

総入場人員 15，378名 （有料入場人員 13，691名）
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