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22037 8月4日 雨 稍重 （25小倉2）第4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

57 クーファナイン 牝2鹿 54 和田 竜二大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 468＋141：09．2 5．2�
45 オ ウ ノ ミ チ 牡2黒鹿54 松山 弘平小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 462± 01：09．41� 2．1�
712 アドマイヤビジン 牝2芦 54 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 61：09．61� 3．5�
46 デンコウガイア 牝2鹿 54 丸田 恭介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 426－ 61：10．02� 29．3�
11 コウエイダイオウ 牡2芦 54 藤岡 康太西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 468－ 61：10．1� 54．8�
69 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 424＋ 21：10．31� 65．2�
33 カシノスティーヴ 牡2栗 54 大下 智柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 488－ 6 〃 ハナ 72．2	
814 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 440＋ 8 〃 ハナ 29．9

58 シゲルオワリ 牝2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 398± 01：10．4� 330．8�
22 コスモマンカイ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 476＋10 〃 クビ 10．8
610 テイエムオドロキ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 416＋ 21：10．5� 253．2�
34 フミノホクトセイ 牡2鹿 54

52 △中井 裕二谷 二氏 西浦 勝一 浦河 丸幸小林牧場 452－ 8 〃 アタマ 17．1�
711 カシノステイタス 牡2栗 54 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 432＋ 41：10．92� 36．4�
813 シゲルタンバ 牝2芦 54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新冠 隆栄牧場 450＋ 61：11．32� 171．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，016，000円 複勝： 38，136，500円 枠連： 8，177，700円
馬連： 35，078，300円 馬単： 26，522，000円 ワイド： 19，562，600円
3連複： 53，041，200円 3連単： 96，072，700円 計： 295，607，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 190円 �� 290円 �� 170円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 190160 的中 � 28894（3番人気）
複勝票数 計 381365 的中 � 59574（3番人気）� 156044（1番人気）� 69635（2番人気）
枠連票数 計 81777 的中 （4－5） 13737（2番人気）
馬連票数 計 350783 的中 �� 53247（2番人気）
馬単票数 計 265220 的中 �� 16093（4番人気）
ワイド票数 計 195626 的中 �� 27909（2番人気）�� 13871（3番人気）�� 32911（1番人気）
3連複票数 計 530412 的中 ��� 70249（1番人気）
3連単票数 計 960727 的中 ��� 20114（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クーファナイン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Bertolini デビュー 2013．7．13 中京3着

2011．4．14生 牝2鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22038 8月4日 曇 稍重 （25小倉2）第4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

12 ボロンベルラルーン 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 448＋ 21：47．9 21．1�
47 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 502＋ 21：48．0� 2．1�
36 トウケイゴールド 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 486＋ 61：48．42� 26．7�
59 エヴリシーズン 牡3鹿 56 松山 弘平有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 420－ 41：48．61� 12．6�
713 マコトビジャーチ 牝3栗 54 川田 将雅尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 442＋24 〃 クビ 8．6	
24 タピスドフルール 牝3栗 54 北村 友一吉田 和子氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 472＋221：48．7クビ 25．2

35 ワイドワンダー 牡3鹿 56 古川 吉洋幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 490＋12 〃 ハナ 5．3�
23 ペガサスムーン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣名古屋競馬� 清水 久詞 平取 北島牧場 530＋26 〃 アタマ 75．6�
612 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 450－ 7 〃 クビ 345．1
714 エキサイトゲーム �3芦 56 丸田 恭介 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：48．91� 12．2�
48 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 442－ 2 〃 クビ 48．7�
815 アクレイムド 牡3芦 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 61：49．0クビ 24．8�
11 テ ナ ン ゴ 牡3芦 56 鮫島 良太林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－121：49．1� 57．7�
510 ベストドロップ 牡3栗 56 国分 恭介岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 434－ 61：49．31� 18．4�
611 ウイニングスター 牡3鹿 56

54 △中井 裕二 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 430－ 61：49．83 40．6�
816 トウカイルノン 牡3黒鹿56 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 448＋ 21：50．65 70．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，257，400円 複勝： 27，798，000円 枠連： 11，675，700円
馬連： 34，253，200円 馬単： 23，521，000円 ワイド： 18，373，600円
3連複： 48，998，000円 3連単： 74，569，100円 計： 257，446，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 380円 � 130円 � 500円 枠 連（1－4） 1，670円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 970円 �� 6，680円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 18，120円 3 連 単 ��� 112，540円

票 数

単勝票数 計 182574 的中 � 6834（7番人気）
複勝票数 計 277980 的中 � 15484（7番人気）� 83270（1番人気）� 10870（9番人気）
枠連票数 計 116757 的中 （1－4） 5181（7番人気）
馬連票数 計 342532 的中 �� 12935（5番人気）
馬単票数 計 235210 的中 �� 3480（15番人気）
ワイド票数 計 183736 的中 �� 4825（9番人気）�� 649（61番人気）�� 4137（11番人気）
3連複票数 計 489980 的中 ��� 1996（57番人気）
3連単票数 計 745691 的中 ��� 489（330番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―35．5―48．2―1：00．3―1：12．2―1：24．2―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ボロンベルラルーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seattle Slew デビュー 2012．11．4 京都4着

2010．3．6生 牝3鹿 母 タカノセクレタリー 母母 Summer Secretary 5戦1勝 賞金 5，700，000円
※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 ソリーソアンジェロ号・タイセイホーネット号・ブルーグランツ号・マルティナ号

第２回 小倉競馬 第４日



22039 8月4日 曇 稍重 （25小倉2）第4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）

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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 タニノセレナーデ 牝3黒鹿54 太宰 啓介谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 436＋ 41：47．4 4．1�
59 ミラフローレス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：48．46 11．3�
12 ビックリマーチャン 牝3鹿 54

52 △中井 裕二戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 中神牧場 458＋ 41：48．61� 28．8�
48 エアマデレーン 牝3青鹿54 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 452＋ 41：48．81� 12．3�
816 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 470± 01：49．01� 2．7	

36 オウケンシスター 牝3栗 54 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 日高 田端牧場 402－101：49．42� 78．2

11 ハ ナ チ ャ ン 牝3青鹿54 和田 竜二花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋101：49．61� 56．7�
35 アルマーズビコー 牝3黒鹿54 武 豊大迫久美子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468＋ 21：49．91� 18．1�
611 カシノソラーレ 牝3栗 54 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 464－ 41：50．11� 24．2
714 スプリングデジレ 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 464± 01：50．95 7．2�
713 シュンシャイン 牝3栗 54 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 442＋ 41：51．0� 27．0�
23 ナスノイブキ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 442－ 41：51．95 321．1�
47 アグネスコスモス 牝3芦 54 川田 将雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 478＋ 61：52．53� 47．9�
815 ナ ナ リ ー 牝3鹿 54 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－121：53．03 9．8�
510 テイエムジャズ 牝3栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 418＋ 41：53．31� 493．7�
612 スリークスタイル 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 464＋ 21：53．83 236．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，046，500円 複勝： 30，933，800円 枠連： 12，359，300円
馬連： 35，430，900円 馬単： 25，022，100円 ワイド： 19，665，800円
3連複： 53，644，200円 3連単： 80，642，200円 計： 277，744，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 310円 � 490円 枠 連（2－5） 2，150円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 590円 �� 990円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 59，220円

票 数

単勝票数 計 200465 的中 � 38591（2番人気）
複勝票数 計 309338 的中 � 52439（2番人気）� 25844（4番人気）� 14256（8番人気）
枠連票数 計 123593 的中 （2－5） 4255（10番人気）
馬連票数 計 354309 的中 �� 13858（7番人気）
馬単票数 計 250221 的中 �� 5474（11番人気）
ワイド票数 計 196658 的中 �� 8690（6番人気）�� 4876（10番人気）�� 1566（35番人気）
3連複票数 計 536442 的中 ��� 3285（46番人気）
3連単票数 計 806422 的中 ��� 1005（200番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．5―42．5―54．9―1：07．5―1：20．5―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノセレナーデ �
�
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 2012．11．17 京都2着

2010．4．29生 牝3黒鹿 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 10戦1勝 賞金 11，840，000円
〔制裁〕 サンレーン号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（内柵に接触した）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスコスモス号・ナナリー号・テイエムジャズ号・スリークスタイル号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成25年9月4日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エーシンタヒチ号
（非抽選馬） 1頭 サンミッシェル号

22040 8月4日 曇 稍重 （25小倉2）第4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

816 ハイキートーン 牝3栗 54 川田 将雅�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 440± 01：08．8 3．5�
714 ワンダーノブレス 牡3鹿 56 和田 竜二山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 480＋ 4 〃 クビ 3．5�
24 � レッドファンタジア 牝3黒鹿54 国分 恭介 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck

Stables LLC 500＋ 81：08．9クビ 9．5�
11 ドルチェダモーレ 牝3芦 54 浜中 俊一村 哲也氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤 正男 472± 0 〃 クビ 24．2�
35 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 430＋ 21：09．0クビ 19．1	
612 サンマルビューティ 牝3黒鹿54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 460＋28 〃 アタマ 33．6

12 ワイメアウェーブ 牡3鹿 56 熊沢 重文横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：09．1� 5．8�
510 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 456－ 8 〃 ハナ 15．1�
59 エリモティアラ 牝3黒鹿54 武 幸四郎山本 敏晴氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント 456＋101：09．31	 166．0
817 スズカサファイヤ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 400＋ 61：09．51
 9．0�
48 メイショウカルマン 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 438＋ 41：09．6	 180．9�
713 ロングサリア 牝3鹿 54 北村 友一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 436＋ 61：09．81	 30．3�
23 レッドヴィヴィアン 牝3黒鹿54 国分 優作 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 424＋ 61：09．9クビ 113．8�
611 ダブリングキューブ 牝3鹿 54 丸田 恭介市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 442＋28 〃 ハナ 179．1�
815� ウ タ ヒ メ 牝3鹿 54 古川 吉洋シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 504＋ 2 〃 クビ 109．5�
36 ハローブライアン 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 400－ 21：10．43 31．7�
47 ドリームデュネット 牝3鹿 54 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 386＋201：10．82	 105．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 20，998，600円 複勝： 35，034，300円 枠連： 15，401，400円
馬連： 39，441，000円 馬単： 27，761，300円 ワイド： 22，459，600円
3連複： 58，785，600円 3連単： 95，786，400円 計： 315，668，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 120円 � 200円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 230円 �� 460円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計 209986 的中 � 48329（1番人気）
複勝票数 計 350343 的中 � 67037（2番人気）� 95549（1番人気）� 35268（4番人気）
枠連票数 計 154014 的中 （7－8） 33648（1番人気）
馬連票数 計 394410 的中 �� 51892（1番人気）
馬単票数 計 277613 的中 �� 19106（2番人気）
ワイド票数 計 224596 的中 �� 28728（1番人気）�� 11094（3番人気）�� 10741（4番人気）
3連複票数 計 587856 的中 ��� 20274（3番人気）
3連単票数 計 957864 的中 ��� 7091（12番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．2―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイキートーン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．3．10 中京6着

2010．2．3生 牝3栗 母 ボートルサンテ 母母 オールフオーロンドン 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 ワンダーノブレス号の騎手和田竜二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・12番）
※出走取消馬 プリーズユアラヴ号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※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 エーシンザピーク号・フィボナッチ号
（非抽選馬） 2頭 カシノハートフル号・ロングボラーレ号



22041 8月4日 曇 良 （25小倉2）第4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

612 ハンターバローズ 牡2青鹿54 武 豊猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤原牧場 480 ―1：52．5 9．0�
59 プ ロ ク リ ス 牝2栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 5．8�
816 ワクワクカンヲ 牡2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 462 ― 〃 アタマ 27．6�
815� エイシンエルヴィン 牡2鹿 54 浜中 俊�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 490 ―1：52．6クビ 2．0�
611 カ ッ サ イ 牡2鹿 54 松山 弘平 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 496 ― 〃 クビ 24．8	
714 フミノスナイパー 牡2栗 54 武 幸四郎谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 482 ―1：52．81� 71．3

36 マルクナッテ 牝2栗 54 柴田 大知小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 418 ― 〃 クビ 110．6�
23 レッドカイザー 牡2黒鹿54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486 ―1：52．9クビ 5．2�
11 ヤマノボンバー 牡2芦 54

52 △中井 裕二澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 432 ―1：53．11� 76．2
48 フジノゴールド 牡2栗 54 国分 恭介藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 486 ― 〃 ハナ 39．7�
24 ナンゴクオーシャン 牝2黒鹿54 丸田 恭介渡 義光氏 天間 昭一 浦河 高村牧場 478 ― 〃 アタマ 204．5�
713 ワンアンドオンリー 牡2黒鹿54 国分 優作�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470 ―1：53．52	 51．5�
12 バイスブルー 牡2栗 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ― 〃 アタマ 31．2�
47 テイエムモンスター 牡2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 492 ―1：53．71� 16．7�

510 タマモセナター 牡2栗 54 鮫島 良太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 456 ―1：54．23 114．5�
35 シゲルイワキ 牡2栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 若林 武雄 452 ―1：54．41� 211．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，147，600円 複勝： 33，634，100円 枠連： 13，915，100円
馬連： 43，083，800円 馬単： 31，702，500円 ワイド： 20，873，600円
3連複： 55，190，200円 3連単： 94，048，900円 計： 318，595，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 200円 � 600円 枠 連（5－6） 1，460円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，500円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 14，760円 3 連 単 ��� 80，150円

票 数

単勝票数 計 261476 的中 � 22897（4番人気）
複勝票数 計 336341 的中 � 34718（4番人気）� 51483（2番人気）� 12261（8番人気）
枠連票数 計 139151 的中 （5－6） 7081（5番人気）
馬連票数 計 430838 的中 �� 17285（6番人気）
馬単票数 計 317025 的中 �� 4774（17番人気）
ワイド票数 計 208736 的中 �� 7599（5番人気）�� 1998（26番人気）�� 2692（20番人気）
3連複票数 計 551902 的中 ��� 2760（46番人気）
3連単票数 計 940489 的中 ��� 866（213番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．2―51．9―1：04．8―1：17．5―1：29．5―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハンターバローズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．12生 牡2青鹿 母 テンザンビーナス 母母 ビワビーナス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインフルブルーム号

22042 8月4日 雨 良 （25小倉2）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

45 シ ゲ ル カ ガ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 490 ―1：09．2 5．3�
68 ヘリオドール 牝2青鹿54 丸田 恭介�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ―1：09．62� 12．0�
33 メイショウコルノ 牡2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 516 ―1：09．7� 2．5�
56 ヒカリセット 牡2青鹿 54

51 ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 448 ―1：09．8� 33．0�
812 サカジロウォーシイ 牡2鹿 54 北村 友一ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 472 ―1：10．22� 25．6�
22 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 524 ―1：10．41� 75．8	
711 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 468 ―1：10．61� 21．9

710	 トータルヒート 牝2栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 436 ―1：10．7クビ 2．8�
11 プ レ ス リ ー 牡2黒鹿54 鮫島 良太田畑 富子氏 梅田 康雄 浦河 山口 義彦 484 ―1：11．12� 133．9
69 ハクユウジャック 牡2栗 54 酒井 学 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 452 ―1：11．52� 234．6�
44 シゲルイズミ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 片山牧場 428 ― 〃 ハナ 137．8�
57 ダンツプライス 牡2芦 54 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新冠 タニグチ牧場 470 ―1：12．13� 14．6�
813 イチザダイオウ 牡2栗 54 国分 優作奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 日高 千葉飯田牧場 446 ―1：12．41
 118．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，147，100円 複勝： 24，153，100円 枠連： 10，349，100円
馬連： 34，336，600円 馬単： 29，554，900円 ワイド： 17，452，100円
3連複： 48，073，800円 3連単： 95，393，000円 計： 281，459，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 250円 � 130円 枠 連（4－6） 2，980円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 710円 �� 250円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 16，210円

票 数

単勝票数 計 221471 的中 � 33442（3番人気）
複勝票数 計 241531 的中 � 42547（3番人気）� 18781（5番人気）� 62597（1番人気）
枠連票数 計 103491 的中 （4－6） 2571（12番人気）
馬連票数 計 343366 的中 �� 9832（8番人気）
馬単票数 計 295549 的中 �� 4877（17番人気）
ワイド票数 計 174521 的中 �� 5469（8番人気）�� 20728（2番人気）�� 7071（5番人気）
3連複票数 計 480738 的中 ��� 19011（5番人気）
3連単票数 計 953930 的中 ��� 4344（48番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．6―11．5―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ゲ ル カ ガ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ 初出走

2011．4．1生 牡2鹿 母 アレグレッツァ 母母 ト ミ ア ル コ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



22043 8月4日 雨 稍重 （25小倉2）第4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
57．1
57．1

稍重
稍重

712 ヤマニンジェルブ 牝3栗 54 北村 友一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 438＋ 61：00．0 20．9�
69 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56 鮫島 良太大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 B550＋101：00．1� 3．6�
45 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 470－ 41：00．2� 9．4�
58 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 566＋ 81：00．83� 6．7�
34 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 468＋ 6 〃 ハナ 26．2�
33 リ リ ア ー ナ 牝3鹿 54 柴田 大知�ターフ・スポート小崎 憲 新ひだか 土田農場 460－10 〃 ハナ 19．2	
813 クモンリュウシシン 牡3青鹿56 岡田 祥嗣小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 482＋ 2 〃 クビ 4．4

610 エクスブルグ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 470＋131：00．9クビ 15．8�
22 オシャレバンチョウ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 藤本牧場 460＋ 2 〃 クビ 10．8

46 トウケイアメジスト 牝3鹿 54
51 ▲森 一馬木村 信彦氏 今野 貞一 えりも エクセルマネジメント 472－ 61：01．0� 34．6�

11 ダノンイルーシヴ 牡3鹿 56 松山 弘平�ダノックス 佐々木晶三 新ひだか 矢野牧場 502＋ 6 〃 クビ 83．6�
57 デンコウショウイン 牡3青鹿56 太宰 啓介田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 458－ 21：01．21 145．6�
711 ナムラセキトバ 牡3栗 56 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 千歳 社台ファーム 444＋ 21：01．3� 6．9�
814 ベルガモット 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 454＋101：01．83 70．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，187，800円 複勝： 32，449，300円 枠連： 12，883，100円
馬連： 46，751，100円 馬単： 29，524，400円 ワイド： 23，355，500円
3連複： 64，535，300円 3連単： 97，977，200円 計： 327，663，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 480円 � 160円 � 290円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 8，050円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，840円 �� 660円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 60，160円

票 数

単勝票数 計 201878 的中 � 7633（9番人気）
複勝票数 計 324493 的中 � 14380（8番人気）� 68715（1番人気）� 27749（5番人気）
枠連票数 計 128831 的中 （6－7） 13419（2番人気）
馬連票数 計 467511 的中 �� 10087（13番人気）
馬単票数 計 295244 的中 �� 2709（33番人気）
ワイド票数 計 233555 的中 �� 3871（19番人気）�� 3042（27番人気）�� 9232（6番人気）
3連複票数 計 645353 的中 ��� 5712（30番人気）
3連単票数 計 979772 的中 ��� 1202（210番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．3―35．2―47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．7
3 12（9，14）5（13，10，11）（1，2）6，3－（7，8）4 4 ・（12，9）5（13，14，10）（1，2）11（3，6）（4，7，8）

勝馬の
紹 介

ヤマニンジェルブ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．9．15 阪神5着

2010．5．1生 牝3栗 母 ヤマニンカーニバル 母母 ヤマニンプレスト 5戦1勝 賞金 5，300，000円
〔制裁〕 ヤマニンエトレンヌ号の騎手熊沢重文は，発走後まもなくの御法（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカノジェリコ号
（非抽選馬） 2頭 カンクン号・ステーキ号

22044 8月4日 雨 稍重 （25小倉2）第4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 7，200，000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

714 ワイドバッハ 牡4鹿 57 川田 将雅幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 478－ 21：46．2 2．0�
23 クレスコモア 牡3黒鹿54 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 512－ 61：46．62� 11．6�
47 エーティーオヤブン 牡4栗 57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：46．81� 52．2�
815 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 488＋141：46．9� 26．9�
59 アローベアタキオン 牡7栗 57 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 522＋10 〃 クビ 22．3�
713 ユキノスライダー 牡3栗 54 丸田 恭介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 442－ 4 〃 ハナ 180．3�
510� アクアブルーウェイ 牡4栗 57 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 472＋121：47．0	 130．8	
24 レッドサクセサー 牡3青鹿54 浜中 俊 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 534＋16 〃 アタマ 6．6�
35 エーシンハッブル 牡4青 57 北村 友一
栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 486＋ 81：47．1� 29．7�
12 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 鮫島 良太ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 484－181：47．2クビ 32．4
612 サンライズドバイ 牡5芦 57 国分 恭介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 21：47．41� 230．5�
36 サンクフルネス 牡4青 57 太宰 啓介小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 462＋ 41：47．5クビ 24．6�
48 ジョナパランセ 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 508＋12 〃 クビ 17．6�
816 ワンダーゴヴェルノ 牡5栗 57 水口 優也山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 446－ 2 〃 アタマ 212．2�
611 ブリスコーラ 牡4鹿 57 武 豊グリーンスウォード千田 輝彦 日高 長谷川 一男 506± 01：47．6� 4．5�
11 マイアイポイント 牡3鹿 54 松山 弘平MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 474＋121：50．4大差 238．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，111，200円 複勝： 38，905，100円 枠連： 16，369，000円
馬連： 55，903，400円 馬単： 38，140，800円 ワイド： 26，738，400円
3連複： 76，832，600円 3連単： 140，061，000円 計： 420，061，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 260円 � 740円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，530円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 14，320円 3 連 単 ��� 36，650円

票 数

単勝票数 計 271112 的中 � 110273（1番人気）
複勝票数 計 389051 的中 � 126573（1番人気）� 33626（4番人気）� 9105（11番人気）
枠連票数 計 163690 的中 （2－7） 29508（1番人気）
馬連票数 計 559034 的中 �� 38908（3番人気）
馬単票数 計 381408 的中 �� 18151（4番人気）
ワイド票数 計 267384 的中 �� 16193（3番人気）�� 4162（18番人気）�� 1266（46番人気）
3連複票数 計 768326 的中 ��� 3961（47番人気）
3連単票数 計1400610 的中 ��� 2821（103番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．1―13．2―12．6―12．4―12．3―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．5―43．7―56．3―1：08．7―1：21．0―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．5
1
3

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

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

ワイドバッハ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2011．11．5 京都1着

2009．4．30生 牡4鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 14戦3勝 賞金 42，744，000円
※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 アチーヴ号・フォルトファーレン号・メイショウバロン号・ワイルドアンセム号



22045 8月4日 雨 稍重 （25小倉2）第4日 第9競走 ��
��2，000�

あ だ ち や ま

足 立 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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

56 サンライズピーク 牡3黒鹿54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 496± 02：00．2 3．2�
68 シャトーブランシュ 牝3鹿 52 柴田 大知有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 476－142：00．41� 131．0�
57 	 エーシンエポナ 牝3鹿 52 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

480＋ 22：00．5
 8．9�
45 フォントルロイ 牡4鹿 57 中井 裕二大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 アタマ 42．6�
812 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 丸田 恭介�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 432＋ 22：00．6
 62．5�
710	 アウォーディー 牡3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B510＋122：00．7
 2．5	
711 エスターブレ 牝3栗 52 松山 弘平草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 462＋142：00．8� 60．6

813 タムロトップステイ 牡4栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 542＋122：01．01� 9．2�
33 マイネルアクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �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 456＋ 2 〃 ハナ 11．9�
22 ラスカルスピード 牡3鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 462＋ 22：01．42
 7．1
44 ロゼッタストーン 牡4鹿 57 国分 恭介太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B466－ 22：01．5
 69．6�
69 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 酒井 学兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 446＋ 82：01．92
 115．1�
11 エーシンショーモン 牡3黒鹿54 太宰 啓介�栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 516－ 42：02．11� 111．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，916，100円 複勝： 50，169，000円 枠連： 18，636，100円
馬連： 84，743，300円 馬単： 54，793，000円 ワイド： 32，376，400円
3連複： 97，904，100円 3連単： 207，159，800円 計： 576，697，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 1，960円 � 260円 枠 連（5－6） 5，730円

馬 連 �� 25，360円 馬 単 �� 36，570円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 460円 �� 11，010円

3 連 複 ��� 48，110円 3 連 単 ��� 360，580円

票 数

単勝票数 計 309161 的中 � 77513（2番人気）
複勝票数 計 501690 的中 � 131900（1番人気）� 4579（13番人気）� 48410（4番人気）
枠連票数 計 186361 的中 （5－6） 2404（15番人気）
馬連票数 計 847433 的中 �� 2467（40番人気）
馬単票数 計 547930 的中 �� 1106（59番人気）
ワイド票数 計 323764 的中 �� 1505（40番人気）�� 19525（3番人気）�� 680（56番人気）
3連複票数 計 979041 的中 ��� 1502（86番人気）
3連単票数 計2071598 的中 ��� 424（510番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．9―47．8―1：00．2―1：12．6―1：25．2―1：36．9―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズピーク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．2．10 京都3着

2010．2．15生 牡3黒鹿 母 アイリーンズハート 母母 フアシネイター 6戦2勝 賞金 20，508，000円
〔制裁〕 シャトーブランシュ号の騎手柴田大知は，決勝線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：5番・7番）
※エスターブレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22046 8月4日 雨 稍重 （25小倉2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

み や ざ き

宮 崎 特 別
発走15時00分 （ダート・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

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

22 マーチャンテイマー 牝4鹿 55 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：45．0 3．8�
711 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 496＋10 〃 クビ 9．7�
34 タガノミューチャン 牝3鹿 52 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－101：45．53 13．3�
57 シルクコスモス �6栗 57 国分 恭介有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 438－101：45．81	 219．6�
610 コスモコルデス 牝3黒鹿52 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 442＋ 2 〃 ハナ 62．9�
814 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 55 鮫島 良太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B500＋ 81：45．9	 36．3	
45 ポップアイコン 牝4栗 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム 472－ 41：46．0
 1．9

813 タングルジャングル 牡5鹿 57 柴田 大知金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 470± 01：46．31	 16．4�
69 � ミッキーマーチ �4栗 57 和田 竜二野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：46．51 15．9
33 � ラヴフェアリー 牝5鹿 55 水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 450± 01：46．82 272．6�
46 ナムラアピア 牝4芦 55 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 488＋101：46．9クビ 17．7�
58 マッシヴリーダー 牡5栗 57 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 482＋ 81：47．32
 293．1�
11 メイショウシェイク 牡7鹿 57 古川 吉洋松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 516＋ 81：47．61	 346．3�
712 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 512＋ 6 〃 クビ 27．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，013，500円 複勝： 64，070，600円 枠連： 24，158，000円
馬連： 107，530，100円 馬単： 71，192，100円 ワイド： 41，084，800円
3連複： 135，121，300円 3連単： 286，401，900円 計： 768，572，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 280円 � 470円 枠 連（2－7） 1，440円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 610円 �� 850円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 390135 的中 � 82142（2番人気）
複勝票数 計 640706 的中 � 119826（2番人気）� 58369（3番人気）� 30147（7番人気）
枠連票数 計 241580 的中 （2－7） 12462（7番人気）
馬連票数 計1075301 的中 �� 48238（7番人気）
馬単票数 計 711921 的中 �� 18187（9番人気）
ワイド票数 計 410848 的中 �� 17581（6番人気）�� 12014（10番人気）�� 4582（23番人気）
3連複票数 計1351213 的中 ��� 13910（23番人気）
3連単票数 計2864019 的中 ��� 7276（76番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．0―13．3―12．1―11．8―12．2―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．0―43．3―55．4―1：07．2―1：19．4―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーチャンテイマー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．27 京都3着

2009．2．10生 牝4鹿 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ 18戦4勝 賞金 59，968，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 シルクコスモス号の騎手国分恭介は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：8番）

１レース目



22047 8月4日 雨 稍重 （25小倉2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第49回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，24．8．4以降25．7．28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

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

34 メイショウナルト �5鹿 53 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 41：57．1レコード 6．9�
46 ラブリーデイ 牡3黒鹿53 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：57．31� 8．2�
814 マイネルラクリマ 牡5栗 58 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 484＋ 6 〃 クビ 3．0�
58 ダ コ ー ル 牡5鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 466＋ 21：57．51 7．1�
47 マックスドリーム �6青鹿54 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 522－ 41：57．81	 11．6�
22 エクスペディション 牡6栗 57 浜中 俊 	社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 01：57．9
 4．0

11 タガノエルシコ 牡8栗 55 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 21：58．21	 58．6�
59 オートドラゴン 牡9栗 52 国分 恭介大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 512＋ 41：58．52 233．7�
712 セイクリッドセブン 牡6栗 53 酒井 学 	社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 ハナ 40．7
35 タムロスカイ 牡6栗 56 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 492± 0 〃 ハナ 35．5�
610 サトノパンサー 牡5鹿 53 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 21：58．82 40．4�
713 ナリタクリスタル 牡7黒鹿58 松山 弘平�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 61：58．9クビ 67．1�
23 � メイショウサミット 牡7鹿 53 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 530－ 81：59．11
 40．5�
815 ゲシュタルト 牡6鹿 57 中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 520＋101：59．31 68．8�
611 ミキノバンジョー 牡6鹿 55 武 幸四郎谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 520＋ 62：00．57 43．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 145，640，900円 複勝： 232，008，700円 枠連： 99，683，600円
馬連： 553，565，900円 馬単： 286，098，400円 ワイド： 201，179，800円
3連複： 893，078，800円 3連単： 1，757，015，200円 計： 4，168，271，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 260円 � 150円 枠 連（3－4） 1，390円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 930円 �� 550円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 28，220円

票 数

単勝票数 計1456409 的中 � 167131（3番人気）
複勝票数 計2320087 的中 � 265425（4番人気）� 200186（5番人気）� 513197（1番人気）
枠連票数 計 996836 的中 （3－4） 53233（8番人気）
馬連票数 計5535659 的中 �� 158425（11番人気）
馬単票数 計2860984 的中 �� 40977（20番人気）
ワイド票数 計2011798 的中 �� 51662（12番人気）�� 93002（4番人気）�� 73667（6番人気）
3連複票数 計8930788 的中 ��� 157681（12番人気）
3連単票数 計17570152 的中 ��� 45950（77番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―12．0―11．8―11．9―12．2―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．2―46．2―58．0―1：09．9―1：22．1―1：33．9―1：45．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2010．8．8 小倉2着

2008．2．10生 �5鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 18戦5勝 賞金 108，104，000円
〔制裁〕 マックスドリーム号の騎手古川吉洋は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・13番）

サトノパンサー号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・13番）

22048 8月4日 曇 稍重 （25小倉2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 特 別
発走16時15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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

817 アンバルブライベン 牝4鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 464＋101：07．9 3．2�
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 480－ 21：08．0	 8．1�
714 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 494＋101：08．21
 6．8�
11 ヴェアデイロス 牡4鹿 57 松山 弘平�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 436－ 4 〃 クビ 13．7�
47 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 488＋ 21：08．41
 91．7�
48 ニシノモンクス 牝3鹿 52 中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 442＋ 81：08．5	 8．2	
12 イントゥザストーム 牝4鹿 55 太宰 啓介金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 420＋ 4 〃 クビ 5．5

510 メイショウダビンチ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 464± 01：08．6クビ 29．6�
35 デンコウスカイ 牝3鹿 52 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 482＋10 〃 ハナ 25．0�
59 ナオミノユメ 牝4鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 アタマ 9．5
24 エーティーガンダム 牡5栗 57 国分 優作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 468＋ 4 〃 ハナ 70．1�
612 スリーアルテミス 牝5鹿 55 浜中 俊永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B474＋ 81：08．81 49．8�
611� アスターローズ 牝7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 446－ 2 〃 ハナ 315．3�
816 タカノヒーロー 牡3鹿 54 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 482＋ 2 〃 クビ 59．2�
818 ライブリシュネル 牡3鹿 54 熊沢 重文加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 61：09．12 60．7�
715 ミスマルシゲ 牝4青鹿55 鮫島 良太柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 436＋ 41：09．41� 144．3�
713 セルリアンスバル 牡3芦 54 森 一馬�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 442± 0 〃 ハナ 43．1�
36 トルネードミノル 牡4鹿 57 丸田 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 81：09．82	 106．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，687，600円 複勝： 68，314，500円 枠連： 36，536，700円
馬連： 184，318，900円 馬単： 70，555，700円 ワイド： 55，738，900円
3連複： 193，094，500円 3連単： 346，881，100円 計： 1，001，127，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 250円 � 260円 枠 連（2－8） 1，430円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 750円 �� 620円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 19，720円

票 数

単勝票数 計 456876 的中 � 113607（1番人気）
複勝票数 計 683145 的中 � 143710（1番人気）� 66086（4番人気）� 61992（5番人気）
枠連票数 計 365367 的中 （2－8） 18956（9番人気）
馬連票数 計1843189 的中 �� 75302（5番人気）
馬単票数 計 705557 的中 �� 18040（5番人気）
ワイド票数 計 557389 的中 �� 18456（8番人気）�� 22875（3番人気）�� 12099（15番人気）
3連複票数 計1930945 的中 ��� 33584（10番人気）
3連単票数 計3468811 的中 ��� 12985（33番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．5―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー 2012．1．8 京都2着

2009．2．17生 牝4鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール 12戦3勝 賞金 35，565，000円
〔発走状況〕 ナオミノユメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ナオミノユメ号は，発走調教再審査。
※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 オウケンハナミズキ号

４レース目



（25小倉2）第4日 8月4日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重一時良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182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

226，290，000円
11，650，000円
2，390，000円
20，250，000円
65，769，500円
4，987，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
435，170，300円
675，607，000円
280，144，800円
1，254，436，500円
714，388，200円
498，861，100円
1，778，299，600円
3，372，008，500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 9，008，916，000円

総入場人員 18，357名 （有料入場人員 ）
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