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22121 8月31日 雨 不良 （25小倉2）第11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

36 ワクワクキリシマ 牝2鹿 54 小坂 忠士西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432＋ 21：09．8 5．9�

714 アラタマシャトル 牡2鹿 54 幸 英明荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 452＋ 21：09．9� 17．7�
11 フェブノヘア 牝2栗 54 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 444＋ 2 〃 ハナ 5．8�
12 ウェザーストーム 牡2栗 54 和田 竜二釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 470－141：10．85 22．1�
713 ニシノナーガ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 516± 01：10．9� 6．6�
47 シゲルオワリ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 400－ 2 〃 アタマ 78．9�
715 ラインスピリット 牡2黒鹿54 浜中 俊大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 434＋ 21：11．11� 10．0	
818 プ ロ ス パ ー 牡2黒鹿54 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 4 〃 ハナ 2．7

48 コスモフラッグ 牡2鹿 54

52 △中井 裕二 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 446± 0 〃 クビ 25．7�
612 ナムラユキヒメ 牝2栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 432＋101：11．2� 33．7
510 カシノステイタス 牡2栗 54 水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 434－ 41：11．73 342．0�
24 ピエナブラウニー 牝2青 54 武 豊本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム 422－ 8 〃 ハナ 11．6�
23 シゲルサヌキ 牝2栗 54 北村 友一森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 400± 01：12．44 195．3�
35 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 436－ 4 〃 クビ 338．9�
816 シゲルタンバ 牝2芦 54 熊沢 重文森中 蕃氏 服部 利之 新冠 隆栄牧場 452＋ 21：12．5� 214．8�
817 クリノプリムラ 牝2栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 430＋ 61：12．92� 297．3�
59 マルシゲサクラ 牝2鹿 54 鮫島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 430± 01：13．43 422．3�
611 ティーエスキセキ 牡2鹿 54 国分 恭介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 508－ 41：17．8大差 210．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，146，100円 複勝： 23，647，900円 枠連： 10，586，800円
馬連： 29，121，000円 馬単： 18，824，900円 ワイド： 16，575，400円
3連複： 45，154，400円 3連単： 64，488，000円 計： 222，544，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 410円 � 250円 枠 連（3－7） 780円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 730円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 56，730円

票 数

単勝票数 計 141461 的中 � 19099（3番人気）
複勝票数 計 236479 的中 � 38215（2番人気）� 12972（8番人気）� 25026（4番人気）
枠連票数 計 105868 的中 （3－7） 10111（2番人気）
馬連票数 計 291210 的中 �� 6253（15番人気）
馬単票数 計 188249 的中 �� 2140（28番人気）
ワイド票数 計 165754 的中 �� 3605（14番人気）�� 5797（6番人気）�� 2552（24番人気）
3連複票数 計 451544 的中 ��� 3535（35番人気）
3連単票数 計 644880 的中 ��� 839（193番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．1―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワクワクキリシマ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Red Ransom デビュー 2013．8．3 小倉16着

2011．4．10生 牝2鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ラインスピリット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ラインスピリット号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノプリムラ号・マルシゲサクラ号・ティーエスキセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成25年9月30日まで平地競走に出走できない。

22122 8月31日 雨 不良 （25小倉2）第11日 第2競走 1，800�サラブレッド系2歳
発走10時30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
1：47．9
1：46．0

良
良

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 504－ 61：51．2 8．0�
46 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 428－161：51．41� 5．4�
57 トップザサブライ 牡2黒鹿54 国分 恭介�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 422± 01：52．14 68．3�
711 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 498－121：52．42 1．9�
45 マルクナッテ 牝2栗 54

51 ▲藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 418＋ 41：52．5� 18．6	
610 コウエイユニバース 牝2栗 54 幸 英明伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 462－ 4 〃 アタマ 11．6

34 リ ベ リ オ ン 牡2青鹿54 和田 竜二市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 金 宏二 466－ 21：52．82 23．6�
33 キョウワコクリコ 牡2鹿 54 太宰 啓介�協和牧場 飯田 雄三 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 498－ 2 〃 ハナ 269．9�
712 パラディドル 牝2黒鹿54 北村 友一 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 434－ 4 〃 ハナ 6．4
813 モウイイデショウ 牡2鹿 54 高倉 稜小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 450＋ 4 〃 同着 22．2�
814 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 448± 01：53．43� 284．0�
58 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± 01：53．61� 214．8�
69 カシノピカロ 牡2栗 54 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 480＋ 61：54．66 291．0�
11 クリノハイスバル 牝2鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：56．19 86．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，099，600円 複勝： 23，924，500円 枠連： 8，337，300円
馬連： 26，348，500円 馬単： 19，665，300円 ワイド： 15，600，100円
3連複： 38，105，900円 3連単： 67，555，000円 計： 214，636，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 210円 � 1，100円 枠 連（2－4） 1，140円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，660円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 16，590円 3 連 単 ��� 104，310円

票 数

単勝票数 計 150996 的中 � 14966（4番人気）
複勝票数 計 239245 的中 � 29783（3番人気）� 34246（2番人気）� 4497（9番人気）
枠連票数 計 83373 的中 （2－4） 5439（6番人気）
馬連票数 計 263485 的中 �� 12477（6番人気）
馬単票数 計 196653 的中 �� 4349（13番人気）
ワイド票数 計 156001 的中 �� 7874（6番人気）�� 1001（30番人気）�� 1249（28番人気）
3連複票数 計 381059 的中 ��� 1696（51番人気）
3連単票数 計 675550 的中 ��� 478（276番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．5―49．0―1：01．7―1：14．2―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
7，13（2，11）4，12，6，5，10－1，8，9，3，14
7（2，13）（4，11）（6，12）（10，5）＝14（1，8，3，9）

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

勝馬の
紹 介

ア ー ブ ル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．8．18 小倉9着

2011．2．14生 牡2黒鹿 母 ヘ イ ハ ニ ー 母母 ポ レ ン ト 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノハイスバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30日まで平地

競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第11日



22123 8月31日 雨 不良 （25小倉2）第11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）

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

814� ロケットダッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest
Farms LLC 480＋ 4 57．9 2．0�

712 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 444＋ 6 58．85 3．6�
11 オリエンタルエッグ 牝3青鹿54 国分 優作棚網るみ子氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 454± 0 59．22� 47．3�
46 ウォーターチューン 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B452－ 2 59．3クビ 7．5�
34 タイキアセンブリー 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484＋ 6 〃 クビ 42．0�
610 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 468－12 59．4クビ 8．4


22 バンブーバッジョ 牡3栗 56 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 574＋ 8 〃 アタマ 13．7�
45 ア マ ス ト レ 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志門野 重雄氏 千田 輝彦 新ひだか 原口牧場 434－10 〃 アタマ 90．4�
711 ニシオキボオト 牡3鹿 56 佐久間寛志西尾 午郎氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 458－ 81：00．03� 45．9
57 ヤマニンエトレンヌ 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 476＋ 61：00．32 16．4�
813 パープルチャペル 牝3鹿 54 太宰 啓介中野 銀十氏 飯田 雄三 日高 鹿戸 正幸 486＋ 81：00．93� 332．8�
58 シゲルサソリザ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 井高牧場 442＋ 61：01．0クビ 232．5�
69 ツカサリバティー 牝3鹿 54 高倉 稜中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 446－ 61：01．1� 507．4�
33 アグネスサクシード 牡3芦 56

53 ▲森 一馬渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 442± 01：01．31� 225．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，286，400円 複勝： 31，185，500円 枠連： 8，098，200円
馬連： 31，729，600円 馬単： 24，344，100円 ワイド： 16，641，600円
3連複： 45，227，800円 3連単： 86，601，500円 計： 262，114，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 600円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，230円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 12，880円

票 数

単勝票数 計 182864 的中 � 73058（1番人気）
複勝票数 計 311855 的中 � 116501（1番人気）� 60188（2番人気）� 7024（7番人気）
枠連票数 計 80982 的中 （7－8） 19111（1番人気）
馬連票数 計 317296 的中 �� 74713（1番人気）
馬単票数 計 243441 的中 �� 34392（1番人気）
ワイド票数 計 166416 的中 �� 32138（1番人気）�� 2780（15番人気）�� 1812（20番人気）
3連複票数 計 452278 的中 ��� 7085（14番人気）
3連単票数 計 866015 的中 ��� 4963（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―34．0―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロケットダッシュ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．3．10 阪神5着

2010．4．23生 牡3鹿 母 Unfinished Dream 母母 T. V. Countess 6戦1勝 賞金 8，600，000円
〔制裁〕 タイキアセンブリー号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンテインテッド号・ゴールドスポット号

22124 8月31日 曇 不良 （25小倉2）第11日 第4競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：07．1良

88 � メイショウヨシミツ 牡4栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466＋ 83：14．6 7．8�
33 マイネルフィエスタ 牡3芦 58 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 496＋ 83：15．23� 3．5�
11 リアルブラック �4青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 484± 03：15．83� 7．5�
66 ツィンクルブーケ 牝5芦 58 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 63：16．01� 55．8�
77 � ピンクピアリス 牝5鹿 58 黒岩 悠池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 83：16．21	 1．8�
55 レーザーインパクト 牡4鹿 60 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 448－ 23：16．62� 38．5	
22 ブラックイレブン 牡6黒鹿60 平沢 健治吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 450－ 63：19．7大差 16．1

44 ワンダフルフェロー 牡4黒鹿60 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 450－ 43：25．2大差 20．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，540，200円 複勝： 17，413，100円 枠連： 発売なし
馬連： 22，859，900円 馬単： 18，519，700円 ワイド： 10，700，700円
3連複： 29，004，400円 3連単： 76，697，100円 計： 189，735，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 180円 � 150円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 410円 �� 600円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 145402 的中 � 14719（4番人気）
複勝票数 計 174131 的中 � 25494（4番人気）� 33681（2番人気）� 26892（3番人気）
馬連票数 計 228599 的中 �� 13630（5番人気）
馬単票数 計 185197 的中 �� 4440（12番人気）
ワイド票数 計 107007 的中 �� 6606（5番人気）�� 4115（9番人気）�� 8278（4番人気）
3連複票数 計 290044 的中 ��� 10854（6番人気）
3連単票数 計 766971 的中 ��� 4553（42番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．3－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウヨシミツ �

父 マヤノトップガン �


母父 サンデーサイレンス

2009．3．10生 牡4栗 母 メイショウブリーズ 母母 スラボンスカ 障害：2戦1勝 賞金 8，100，000円
初出走 JRA



22125 8月31日 雨 不良 （25小倉2）第11日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時20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

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 434＋122：01．6 3．0�
48 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 410＋ 22：01．92 5．3�
713 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 464＋ 22：02．0� 29．1�
36 マーティンゴールド 牝3栗 54

51 ▲森 一馬大戸 志浦氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 460＋10 〃 ハナ 104．6�
611 コスモサリー 牝3黒鹿54 和田 竜二 �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 434－ 42：02．21� 6．1	
24 ラムーレブルー 牝3栗 54 酒井 学 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 406＋ 62：02．3� 25．0

35 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± 02：02．4� 6．4�
817 メイショウカルマン 牝3鹿 54 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 428－102：02．71� 247．3�
11 キ ク ヒ メ 牝3鹿 54 高田 潤玉井 宏和氏 吉村 圭司 新ひだか 藤原牧場 440＋ 4 〃 クビ 12．6
714 テイエムレオネッサ 牝3栗 54

52 △中井 裕二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 456＋ 62：02．8クビ 44．1�
612 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 B452＋ 42：03．22� 15．7�
23 マ ノ ア ラ ニ 牝3鹿 54 幸 英明深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 452－ 42：03．51� 34．2�
47 ウインマルゲリータ 牝3黒鹿54 高倉 稜�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 430＋ 4 〃 アタマ 120．5�
510 リリートゥモロー 牝3栗 54

51 ▲藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 千歳 社台ファーム 424＋ 42：03．71 103．9�
12 ル リ ビ タ キ 牝3鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 454－ 42：03．91� 65．5�
59 マイカーニバル 牝3栗 54 藤岡 康太小林竜太郎氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント 462＋ 62：04．0� 10．6�
715 ロゼプレミアム 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 466－122：04．85 328．5�
818 ワキノグレース 牝3鹿 54 水口 優也脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 広田牧場 474＋ 62：04．9クビ 563．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，508，100円 複勝： 31，934，200円 枠連： 12，292，500円
馬連： 37，441，100円 馬単： 25，830，600円 ワイド： 21，275，400円
3連複： 53，254，500円 3連単： 84，449，600円 計： 283，986，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 190円 � 700円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，660円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 17，820円

票 数

単勝票数 計 175081 的中 � 46776（1番人気）
複勝票数 計 319342 的中 � 71067（1番人気）� 46654（3番人気）� 8561（10番人気）
枠連票数 計 122925 的中 （4－8） 12990（2番人気）
馬連票数 計 374411 的中 �� 36961（1番人気）
馬単票数 計 258306 的中 �� 15433（1番人気）
ワイド票数 計 212754 的中 �� 16756（1番人気）�� 2964（20番人気）�� 2467（23番人気）
3連複票数 計 532545 的中 ��� 6753（14番人気）
3連単票数 計 844496 的中 ��� 3499（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―34．4―47．1―59．7―1：12．2―1：24．7―1：37．3―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

インプレショニスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Broad Brush デビュー 2013．6．30 中京4着

2010．3．4生 牝3鹿 母 マリーキャサート 母母 Gorgeous 4戦1勝 賞金 7，550，000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 アマルコルド号・アートアロング号・テイエムゴールド号

22126 8月31日 雨 不良 （25小倉2）第11日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走12時50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 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 516＋ 81：46．4 2．1�
510 メイショウヨウコウ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448－ 81：46．61� 19．6�
612 ソ ン ブ レ ロ 牡3鹿 56 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 452－ 81：47．02� 13．1�
24 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 B450－ 2 〃 クビ 10．3�
23 ミッキーピオーネ 牡3芦 56 北村 友一野田みづき氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510＋101：47．1クビ 43．7�
36 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 480＋ 2 〃 アタマ 8．4�
611 アイボリーベージュ 牝3栗 54 和田 竜二名古屋友豊	 領家 政蔵 新冠 若林牧場 470－ 81：49．0大差 360．7

11 シークレットレシピ 牡3鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 8 〃 ハナ 4．5�
12 ワンダープロフィー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 468＋161：49．1� 206．9�
35 ワイドマンボ 牡3鹿 56 松山 弘平幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 498－ 21：49．2� 12．1
815 アラタシャチョウ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 	ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 540－ 41：49．3� 66．8�
48 ホッコーアムール 牝3青 54 川島 信二矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 川端 正博 456＋ 21：49．72� 45．7�
714 オンワードナルシス 牡3黒鹿56 酒井 学樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 480－ 61：50．23 39．2�
47 ポワドサントゥール 牝3栗 54 太宰 啓介下河辺隆行氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 476＋ 61：51．47 334．2�
816 ビコーハエレシス 牡3黒鹿56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 448＋ 81：51．93 723．1�
713 レゾンドールシチー 牡3栗 56 田中 健 	友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 470－ 81：52．43 56．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，634，900円 複勝： 34，175，200円 枠連： 12，046，200円
馬連： 35，146，800円 馬単： 27，094，500円 ワイド： 21，296，400円
3連複： 50，670，900円 3連単： 90，357，000円 計： 290，421，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 380円 � 300円 枠 連（5－5） 1，170円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 560円 �� 540円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 17，690円

票 数

単勝票数 計 196349 的中 � 77298（1番人気）
複勝票数 計 341752 的中 � 110013（1番人気）� 17263（7番人気）� 23857（6番人気）
枠連票数 計 120462 的中 （5－5） 7642（5番人気）
馬連票数 計 351468 的中 �� 19420（4番人気）
馬単票数 計 270945 的中 �� 10635（5番人気）
ワイド票数 計 212964 的中 �� 9810（6番人気）�� 10158（5番人気）�� 2465（23番人気）
3連複票数 計 506709 的中 ��� 7807（15番人気）
3連単票数 計 903570 的中 ��� 3770（47番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．1―42．0―54．6―1：07．3―1：20．3―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウカイインパルス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．5．11 京都4着

2010．3．31生 牡3青鹿 母 マチカネエンムスビ 母母 Pharaoh’s Delight 6戦1勝 賞金 8，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビコーハエレシス号・レゾンドールシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年9月30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 オウケンシスター号・デンコウショウイン号



22127 8月31日 雨 不良 （25小倉2）第11日 第7競走 1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

59 ダノンシンフォニー 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 61：48．4 2．2�
48 シゲルコウマザ 牝3芦 54 高倉 稜森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 420－ 2 〃 クビ 26．4�
510 サトノユニコーン 牡3鹿 56 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B456－ 21：48．5� 8．4�
12 ディオーサシチー 牝3鹿 54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 462＋ 21：48．6� 9．5�
713 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 468＋ 61：49．02� 5．1�
815 ベストブレーン 牡3鹿 56 北村 友一寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 478－ 41：49．21� 26．2	
816 トスカニーニ 牡3鹿 56 和田 竜二田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 444＋ 21：49．3クビ 69．1

714 ピエナインパクト 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 426± 0 〃 クビ 5．2�
47 ブライトグローリイ 牡3栗 56 鮫島 良太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 498＋ 21：49．5� 103．5�
36 ビットビエント 牝3鹿 54 松山 弘平馬場 祥晃氏 今野 貞一 新冠 パカパカ

ファーム 454＋141：49．6� 60．5
24 セーノークイン 牝3鹿 54 酒井 学國立 治氏 境 直行 浦河 細道牧場 482± 01：49．81� 30．4�
23 モスコーミュール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼谷水 雄三氏 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 458± 01：50．11� 70．3�
11 シルバーペガサス 牡3栗 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 462 ―1：50．52� 120．9�
35 モユルオモイ �3栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 454－181：50．71� 161．6�
612 サダムフォルトゥナ 牝3青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志大西 定氏 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 113．9�
611 シ ャ ッ ツ 牝3鹿 54 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 464＋ 41：51．02 344．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，212，500円 複勝： 32，932，200円 枠連： 12，821，600円
馬連： 37，114，400円 馬単： 25，390，900円 ワイド： 20，847，300円
3連複： 50，975，200円 3連単： 95，009，100円 計： 294，303，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 420円 � 200円 枠 連（4－5） 2，090円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 850円 �� 360円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 24，790円

票 数

単勝票数 計 192125 的中 � 69549（1番人気）
複勝票数 計 329322 的中 � 107919（1番人気）� 13946（6番人気）� 38756（4番人気）
枠連票数 計 128216 的中 （4－5） 4546（8番人気）
馬連票数 計 371144 的中 �� 9751（11番人気）
馬単票数 計 253909 的中 �� 4548（14番人気）
ワイド票数 計 208473 的中 �� 5860（9番人気）�� 16245（3番人気）�� 3321（15番人気）
3連複票数 計 509752 的中 ��� 9235（11番人気）
3連単票数 計 950091 的中 ��� 2829（67番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．1―11．8―12．0―12．2―12．1―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―35．8―47．6―59．6―1：11．8―1：23．9―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンシンフォニー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．2．17 東京2着

2010．4．25生 牡3鹿 母 ヴェイパートレイル 母母 ハッピートレイルズ 4戦1勝 賞金 9，690，000円

22128 8月31日 曇 不良 （25小倉2）第11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

814 キョウワリベラル 牡4黒鹿57 幸 英明�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 506＋ 2 58．3 9．7�
610 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 480－ 6 59．04 6．2�
22 シゲルアケビ 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 464± 0 59．1クビ 76．9�
712 ヤマニンジェルブ 牝3栗 52 北村 友一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 444＋ 6 〃 クビ 21．9�
813� エンプレスラブ 牝4黒鹿55 鮫島 良太 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 B500± 0 59．2クビ 34．9�
69 エーシングリズリー 牡4黒鹿57 和田 竜二	栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 474－ 4 59．3� 2．2

33 リッシンロケット 牡3芦 54 藤岡 康太小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 450－ 6 〃 ハナ 4．3�
45 ド ン マ ネ ー 牡3黒鹿 54

52 △中井 裕二山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 448－ 4 59．4� 27．6�
34 ミ ニ 牡3黒鹿54 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 462－14 59．5� 55．9
57 � ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 国分 恭介山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B470＋ 8 59．71� 343．6�
11 � レイナチャーム 牝4栗 55 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 浦河 浦河日成牧場 480－12 〃 ハナ 7．4�
46 � ホイップクリーム 牝4栗 55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 428－ 7 59．8クビ 265．7�
711 エスケイティアラ 牝4鹿 55 水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム B454＋ 81：00．54 223．9�
58 クラウンエンビー 牡4栗 57 酒井 学	クラウン 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 466＋ 21：00．92� 123．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，891，600円 複勝： 34，005，600円 枠連： 12，569，900円
馬連： 46，355，200円 馬単： 33，640，500円 ワイド： 22，052，800円
3連複： 57，604，900円 3連単： 117，337，900円 計： 346，458，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 290円 � 200円 � 1，050円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 780円 �� 4，600円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 33，270円 3 連 単 ��� 171，140円

票 数

単勝票数 計 228916 的中 � 18614（5番人気）
複勝票数 計 340056 的中 � 31954（5番人気）� 53737（2番人気）� 6850（9番人気）
枠連票数 計 125699 的中 （6－8） 18575（2番人気）
馬連票数 計 463552 的中 �� 12237（11番人気）
馬単票数 計 336405 的中 �� 3685（22番人気）
ワイド票数 計 220528 的中 �� 7416（8番人気）�� 1144（37番人気）�� 1710（29番人気）
3連複票数 計 576049 的中 ��� 1278（72番人気）
3連単票数 計1173379 的中 ��� 506（354番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．5―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワリベラル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2012．3．18 中京11着

2009．2．17生 牡4黒鹿 母 クィーンヘイロー 母母 グッバイヘイロー 8戦2勝 賞金 13，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タイキマーシャ号・ディープジュジュ号



22129 8月31日 曇 重 （25小倉2）第11日 第9競走 ��1，200�
や は た

八 幡 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 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 アグネスキズナ 牡3栗 54 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 498＋ 41：08．5 6．2�
36 ヒ ー ラ 牝4鹿 55 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 422＋ 4 〃 クビ 35．7�
23 � エーシンサファイア 牝3鹿 52 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 474－ 61：08．6クビ 4．3�
48 スイートドーナッツ 牡3黒鹿54 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 448－ 4 〃 アタマ 66．6�
713 ライブリシュネル 牡3鹿 54 酒井 学加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 470－101：08．7� 138．6�
47 エーティーガンダム 牡5栗 57 水口 優也荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 41：08．8� 307．6	
817 コアレスドラゴン 牡3鹿 54 浜中 俊小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B492＋ 81：08．9� 29．7

11 メイショウムロト 牡4鹿 57 和田 竜二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 486－ 21：09．11	 34．2�
611 キタサンエピソード 牡4栗 57 川田 将雅�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 490＋ 2 〃 ハナ 4．4
715
 テラノココロ 牝4青鹿55 北村 友一寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 404＋ 4 〃 アタマ 43．5�
714 イントゥザストーム 牝4鹿 55 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 418－ 2 〃 ハナ 20．6�
816
 ジーピークロス 牝4栗 55 小牧 太北側 雅勝氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 494－ 21：09．41� 3．8�
510 アイファーハイカラ 牡6黒鹿57 高倉 稜中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 464－14 〃 クビ 155．6�
24 キネオリュウセイ 牡3黒鹿54 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＋ 41：09．5クビ 7．2�
35 セルリアンレッド 牡6黒鹿57 国分 優作�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 462－24 〃 クビ 120．8�
818 シュンケイリ 牡3鹿 54 国分 恭介石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 454＋ 2 〃 アタマ 162．1�
612 カノヤミノリ 牡4芦 57 太宰 啓介神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 462＋ 21：10．03 44．9�
59 
 スリーバリアント 牡5鹿 57 鮫島 良太永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B490－151：11．38 184．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，995，700円 複勝： 46，399，300円 枠連： 19，252，200円
馬連： 74，644，900円 馬単： 40，172，900円 ワイド： 31，540，000円
3連複： 94，150，500円 3連単： 159，458，900円 計： 491，614，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 800円 � 180円 枠 連（1－3） 6，670円

馬 連 �� 14，510円 馬 単 �� 23，190円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 510円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 15，710円 3 連 単 ��� 126，820円

票 数

単勝票数 計 259957 的中 � 33048（4番人気）
複勝票数 計 463993 的中 � 54712（5番人気）� 11826（9番人気）� 81304（3番人気）
枠連票数 計 192522 的中 （1－3） 2131（18番人気）
馬連票数 計 746449 的中 �� 3798（37番人気）
馬単票数 計 401729 的中 �� 1279（61番人気）
ワイド票数 計 315400 的中 �� 2243（35番人気）�� 16693（4番人気）�� 3179（23番人気）
3連複票数 計 941505 的中 ��� 4424（47番人気）
3連単票数 計1594589 的中 ��� 928（327番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．8―11．0―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．2―44．2―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスキズナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2012．12．1 中京1着

2010．4．9生 牡3栗 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール 11戦2勝 賞金 25，377，000円
〔制裁〕 ジーピークロス号の調教師牧田和弥は，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。
※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。
（非抽選馬） 7頭 テイエムシングン号・ピースフルアース号・ホッコージョイフル号・ホットサマーデイ号・ミスネバー号・

ミスマルシゲ号・ヤマニンボンプアン号

22130 8月31日 曇 重 （25小倉2）第11日 第10競走 ��2，000�
げ ん か い

玄 海 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．1以降25．8．25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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

611 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿56 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 41：59．2 14．4�

46 ユキノサムライ 牡4栗 54 国分 恭介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 470－ 21：59．41� 38．7�
22 サンライズピーク 牡3黒鹿52 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 496± 0 〃 クビ 2．9�
34 マーティンボロ 牡4青鹿55 川田 将雅吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442± 01：59．5� 4．6�
58 カリスマミッキー 牡5栗 54 和田 竜二三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 486± 01：59．71� 25．1�
11 アイファーファルコ 牡4栗 54 幸 英明中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 434－ 22：00．12� 8．4�
712 ジャイアントリープ 牡3芦 53 松山 弘平 	キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 496－ 42：00．63 5．0

23 ロードランパート 牡5鹿 55 小牧 太 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 470－ 82：00．91� 24．6�
35 � メイショウシレトコ 牡5鹿 53 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468＋ 22：01．21� 26．3
47 スーパーオービット 牡7鹿 55 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 456＋ 42：01．3� 84．5�
713 メイショウブシン 牡3鹿 52 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 442－ 42：01．4クビ 8．9�
815 タマモグランプリ 	6鹿 54 太宰 啓介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 440＋ 2 〃 クビ 211．5�
610 ナンヨースラッガー 牡6芦 51 藤懸 貴志中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 510± 02：01．5� 266．3�
59 タガノエンブレム 牡3青鹿52 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 458＋ 22：01．81� 64．0�
814� ホーマンベルウィン 牡5黒鹿54 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 470＋ 6 〃 クビ 88．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，511，600円 複勝： 49，474，000円 枠連： 22，465，000円
馬連： 86，004，000円 馬単： 47，751，500円 ワイド： 35，808，700円
3連複： 111，369，200円 3連単： 194，058，000円 計： 577，442，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 380円 � 780円 � 170円 枠 連（4－6） 9，540円

馬 連 �� 25，500円 馬 単 �� 44，440円

ワ イ ド �� 5，750円 �� 870円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 18，600円 3 連 単 ��� 209，380円

票 数

単勝票数 計 305116 的中 � 16725（6番人気）
複勝票数 計 494740 的中 � 30744（6番人気）� 13170（10番人気）� 106693（1番人気）
枠連票数 計 224650 的中 （4－6） 1739（26番人気）
馬連票数 計 860040 的中 �� 2490（54番人気）
馬単票数 計 477515 的中 �� 793（91番人気）
ワイド票数 計 358087 的中 �� 1478（52番人気）�� 10627（8番人気）�� 5533（19番人気）
3連複票数 計1113692 的中 ��� 4421（57番人気）
3連単票数 計1940580 的中 ��� 684（501番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．9―12．4―12．3―12．0―11．4―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．0―48．4―1：00．7―1：12．7―1：24．1―1：35．5―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ノ ー ド ン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2011．7．3 京都5着

2009．4．13生 牡4黒鹿 母 スノーリンクス 母母 Snow Forest 16戦3勝 賞金 43，526，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22131 8月31日 曇 重 （25小倉2）第11日 第11競走 ��1，200�
きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．9．1以降25．8．25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

北九州市長賞（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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 サイレントソニック 牝5黒鹿53 武 豊細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 456＋ 41：07．5 8．9�
714 マッキーコバルト 牡7鹿 54 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B462＋10 〃 ハナ 83．7�
11 � リトルゲルダ 牝4芦 55 川田 将雅栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 486＋ 81：07．71� 5．8�
48 � フレデフォート 牡6鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 452－ 41：07．91� 54．5�
612 カシノエルフ 牡4栗 50 藤懸 貴志柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 484＋ 51：08．11� 182．0�
35 シゲルスダチ 牡4芦 57 藤岡 康太森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 430± 0 〃 クビ 15．4	
47 メイショウツガル 牡5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 474± 01：08．31 11．3

611 ビキニブロンド 牝4黒鹿54 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 452＋ 4 〃 ハナ 3．9�
818 メイショウイザヨイ 牝4鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 506－ 41：08．4� 7．6
817 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿53 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470＋ 6 〃 アタマ 104．6�
713 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 508－ 41：08．5� 13．0�
715 サザンブレイズ 牡5栗 55 中井 裕二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480＋ 2 〃 ハナ 32．0�
12 オウケンハナミズキ 牝4青 50 水口 優也福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 412－ 2 〃 クビ 197．6�
24 アンバルブライベン 牝4鹿 53 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：08．71� 5．8�
23 メイショウハガクレ 牡4鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458± 01：08．8クビ 37．2�
816 ケンブリッジエル 牡7黒鹿54 川島 信二中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 510＋ 21：08．9� 472．8�
36 テイエムタイホー 牡4栗 57 高倉 稜竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 484± 0 〃 クビ 34．2�
510 ヤマニンパピオネ 牝5芦 54 小牧 太土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 504－ 41：09．96 24．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，595，100円 複勝： 80，824，900円 枠連： 44，712，900円
馬連： 201，755，700円 馬単： 97，931，800円 ワイド： 74，736，700円
3連複： 288，155，600円 3連単： 482，978，100円 計： 1，322，690，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 310円 � 1，840円 � 240円 枠 連（5－7） 2，440円

馬 連 �� 39，870円 馬 単 �� 61，360円

ワ イ ド �� 9，910円 �� 920円 �� 9，450円

3 連 複 ��� 87，230円 3 連 単 ��� 573，980円

票 数

単勝票数 計 515951 的中 � 45815（5番人気）
複勝票数 計 808249 的中 � 73085（4番人気）� 9418（15番人気）� 104998（2番人気）
枠連票数 計 447129 的中 （5－7） 13542（17番人気）
馬連票数 計2017557 的中 �� 3735（81番人気）
馬単票数 計 979318 的中 �� 1178（146番人気）
ワイド票数 計 747367 的中 �� 1808（84番人気）�� 21113（7番人気）�� 1896（79番人気）
3連複票数 計2881556 的中 ��� 2438（221番人気）
3連単票数 計4829781 的中 ��� 621（1357番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．0―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．9―44．3―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントソニック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2010．6．26 福島1着

2008．2．16生 牝5黒鹿 母 ムーンライトガーデンズ 母母 Bee My Vision 25戦5勝 賞金 92，311，000円
〔制裁〕 サザンブレイズ号の調教師加用正は，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。

エトピリカ号の調教師加用正は，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。
※カシノエルフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22132 8月31日 曇 不良 （25小倉2）第11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

713 ナンヨーカノン 牝3青鹿 52
49 ▲藤懸 貴志中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：43．7 7．9�

48 ブライトアイディア 牡3栗 54 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－121：43．91� 8．8�

23 エイコーンパス 牡4栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476± 0 〃 アタマ 4．1�

12 フーラブライド 牝4鹿 55 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 464－12 〃 クビ 9．6�
510 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 478－ 4 〃 アタマ 12．9�
11 ナンゴクユニバース 牡4鹿 57 国分 優作渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 446－121：44．75 180．7�
47 � レッドグルーヴァー 牡4芦 57 高田 潤 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 478＋201：44．91� 16．3

36 � エ ク チ ュ ア 牡4鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 446＋121：45．0クビ 91．8�
24 タツグレート 牡4栗 57 国分 恭介原 司郎氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446－ 21：45．1� 86．9�
35 � ライオンズバイツ 牡3鹿 54 武 豊中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 462－ 41：45．31� 3．4
611 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 528＋ 41：45．83 7．7�
59 	 テーオーフェアリー 牝4栗 55 高倉 稜小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 472－111：46．65 213．9�
612 スピリットレイク 牝3鹿 52 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋181：48．3大差 21．8�
816 メイショウギリシャ 牡6青鹿57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 472＋101：48．51� 505．4�
815� ジャルダンスクレ 牝3鹿 52 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 米 Dell Ridge

Farm, LLC 492＋ 71：49．35 66．6�
714 スリースペシャル 牡3鹿 54 太宰 啓介永井商事	 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 B468± 0 〃 ハナ 82．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，647，500円 複勝： 58，457，900円 枠連： 21，720，400円
馬連： 118，173，500円 馬単： 47，043，200円 ワイド： 38，097，500円
3連複： 115，684，300円 3連単： 207，064，500円 計： 643，888，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 310円 � 180円 枠 連（4－7） 2，210円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 620円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 42，010円

票 数

単勝票数 計 376475 的中 � 37931（4番人気）
複勝票数 計 584579 的中 � 66046（3番人気）� 44591（6番人気）� 101014（2番人気）
枠連票数 計 217204 的中 （4－7） 7277（14番人気）
馬連票数 計1181735 的中 �� 22563（20番人気）
馬単票数 計 470432 的中 �� 4325（39番人気）
ワイド票数 計 380975 的中 �� 6278（21番人気）�� 15917（6番人気）�� 9484（13番人気）
3連複票数 計1156843 的中 ��� 15415（22番人気）
3連単票数 計2070645 的中 ��� 3638（149番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．4―12．5―12．1―12．3―12．3―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．1―41．6―53．7―1：06．0―1：18．3―1：30．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーカノン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．10．20 京都5着

2010．1．23生 牝3青鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 9戦2勝 賞金 15，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャルダンスクレ号・スリースペシャル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

9月30日まで平地競走に出走できない。



（25小倉2）第11日 8月31日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 185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

174，410，000円
2，080，000円
7，660，000円
1，780，000円
15，110，000円
64，611，000円
5，195，600円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
287，069，300円
464，374，300円
184，903，000円
746，694，600円
426，209，900円
325，172，600円
979，357，600円
1，726，054，700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 5，139，836，000円

総入場人員 5，249名 （有料入場人員 4，392名）
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