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22061 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6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

813 グランプリブレイド 牡2黒鹿54 浜中 俊�グランプリ 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 454－ 21：09．5 2．7�
45 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＋ 21：09．71� 268．0�
68 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 450＋ 21：09．91� 4．2�
711 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－ 4 〃 ハナ 20．4�
56 エイシンヤノゴトク 牡2栗 54 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 B440＋ 41：10．22 2．9	
57 シンゼンタイガ 牡2栗 54 武 幸四郎原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 476＋ 81：10．62� 67．9

710 タマモライト 牡2鹿 54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 438－ 6 〃 ハナ 10．3�
22 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＋ 61：10．81� 117．9�
812 バンブーカッサーノ 牡2芦 54

51 ▲岩崎 翼�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 446－ 2 〃 ハナ 31．7
33 トップランナウェイ 牡2鹿 54 岡田 祥嗣�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 422＋ 8 〃 クビ 90．1�
11 クリノプリムラ 牝2栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 424－12 〃 ハナ 30．6�
69 カ ツ ザ ク ラ 牡2栗 54 北村 友一北側 雅勝氏 村山 明 浦河 丸村村下

ファーム 456＋ 21：11．01� 38．1�
44 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 484－ 41：11．21� 58．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，905，200円 複勝： 19，745，200円 枠連： 6，819，600円
馬連： 28，947，800円 馬単： 21，454，200円 ワイド： 14，288，000円
3連複： 41，760，500円 3連単： 77，452，700円 計： 224，373，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 5，440円 � 160円 枠 連（4－8） 4，110円

馬 連 �� 41，330円 馬 単 �� 52，780円

ワ イ ド �� 8，790円 �� 290円 �� 11，120円

3 連 複 ��� 49，960円 3 連 単 ��� 368，780円

票 数

単勝票数 計 139052 的中 � 41568（1番人気）
複勝票数 計 197452 的中 � 46245（2番人気）� 584（13番人気）� 36766（3番人気）
枠連票数 計 68196 的中 （4－8） 1226（10番人気）
馬連票数 計 289478 的中 �� 517（46番人気）
馬単票数 計 214542 的中 �� 300（74番人気）
ワイド票数 計 142880 的中 �� 360（52番人気）�� 14810（3番人気）�� 284（55番人気）
3連複票数 計 417605 的中 ��� 617（99番人気）
3連単票数 計 774527 的中 ��� 155（532番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリブレイド �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2013．6．30 中京10着

2011．2．7生 牡2黒鹿 母 ダイワサンルージュ 母母 サンルージュ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※カツザクラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22062 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第2競走 ��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

816 ローゼンガルテン 牡3青 56 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B440－ 21：59．6 4．2�
611 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 482＋ 81：59．81� 2．5�
715 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 458－ 42：00．22� 8．6�
35 シークレットレシピ 牡3鹿 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 6．9�
24 タニノタキシード 牡3黒鹿56 小牧 太谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 470＋ 62：00．3� 6．2	
510 ホットサマーホット 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 454－ 42：00．51� 26．8

11 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 B476－ 22：01．13� 200．2�
817 カツラノジュピター 牡3鹿 56 水口 優也桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 454＋142：01．52� 136．3�
23 タイセイホーネット 牡3鹿 56 藤岡 康太田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：02．35 48．4
48 ダノンラッシュ 牡3鹿 56 幸 英明�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 橋本牧場 464 ― 〃 クビ 45．3�
36 オースミアイビス 牡3栗 56

54 △中井 裕二�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 498＋ 6 〃 ハナ 96．5�
713 イセノファルコン 牡3栗 56 大下 智大橋 正子氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 22：02．4クビ 357．7�
12 エーブドラゴンマン 牡3青鹿56 国分 恭介 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 508＋ 4 〃 クビ 217．1�

818 メイキングドラマ 牡3栗 56 中村 将之齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 464± 02：02．61� 399．3�
59 ミラクレスト 牡3青鹿56 鮫島 良太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム B498＋102：02．7クビ 134．7�
47 ブルーグランツ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 498＋ 22：02．8� 38．8�
714 スナークスクリプト 牡3鹿 56 小坂 忠士杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか 嶋田牧場 B492＋ 6 〃 クビ 483．7�
612 スリーネルソン 牡3黒鹿56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 492＋ 22：05．2大差 17．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，288，700円 複勝： 28，854，100円 枠連： 10，134，800円
馬連： 34，924，600円 馬単： 23，591，100円 ワイド： 18，917，200円
3連複： 50，872，500円 3連単： 81，086，100円 計： 266，669，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 120円 � 190円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 230円 �� 500円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 182887 的中 � 34476（2番人気）
複勝票数 計 288541 的中 � 48354（2番人気）� 83529（1番人気）� 31942（3番人気）
枠連票数 計 101348 的中 （6－8） 16420（1番人気）
馬連票数 計 349246 的中 �� 53232（1番人気）
馬単票数 計 235911 的中 �� 15500（2番人気）
ワイド票数 計 189172 的中 �� 23089（1番人気）�� 8360（5番人気）�� 13019（2番人気）
3連複票数 計 508725 的中 ��� 35935（1番人気）
3連単票数 計 810861 的中 ��� 14467（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．6―47．4―59．8―1：11．8―1：23．7―1：35．8―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9
1
3

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

2
4

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

ローゼンガルテン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shirley Heights デビュー 2012．11．24 京都11着

2010．2．4生 牡3青 母 ロ ゼ カ ラ ー 母母 ロ ー ザ ネ イ 7戦1勝 賞金 6，860，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーネルソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月11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） 6頭 カイザーカフェ号・サフランパートナー号・スピーディシャープ号・ダノングラッド号・テラノアパッチ号・

ドリームプレイヤー号

第２回 小倉競馬 第６日



22063 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：06．5
1：06．5

良
良

35 プリンセスムーン 牝3栗 54 浜中 俊玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B472＋ 21：08．0 4．9�
611 ウインドストリーム 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム B448－ 61：08．31� 2．5�
713 ケージーサクランボ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 428± 0 〃 クビ 7．7�
36 ノ イ 牝3鹿 54 池添 謙一平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 452± 01：08．4� 12．3�
714 ファインスカイ 牝3鹿 54 小牧 太 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 468＋ 41：08．61� 7．4�
48 カシノガーネット 牝3黒鹿54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 436± 0 〃 クビ 82．4	
817 アートアロング 牝3栗 54 武 豊寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 426＋101：08．7� 14．1

715 オーケストラピット 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 444＋ 61：08．91� 162．2�
818 プライマリーカラー 牝3鹿 54 武 幸四郎前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 428± 01：09．0クビ 7．2
816 アイアムイシュタル 牝3黒鹿54 藤岡 康太堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 482＋ 41：09．1� 122．8�
23 ワンダフルムーン 牝3栗 54 鮫島 良太�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 440－ 41：09．31� 74．3�
24 スマートエンデバー 牝3栗 54 国分 優作大川 徹氏 平田 修 千歳 社台ファーム 472＋10 〃 ハナ 144．7�
47 テイエムゴールド 牝3鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 飛野牧場 428－ 41：10．04 417．8�
612 トロワフィーユ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 466 ―1：10．21� 147．8�
12 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 478 ― 〃 アタマ 212．0�
11 ピサノカルメン 牝3鹿 54 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：10．73 41．7�
510 キャロルハット 牝3栗 54 幸 英明田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 442 ―1：11．12� 340．3�
59 タマモブルース 牝3黒鹿54 高田 潤タマモ� 木原 一良 新冠 小泉牧場 448－241：12．16 558．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，252，000円 複勝： 29，918，600円 枠連： 12，864，400円
馬連： 38，793，300円 馬単： 24，920，300円 ワイド： 18，754，600円
3連複： 51，157，100円 3連単： 84，435，900円 計： 281，096，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 130円 � 210円 枠 連（3－6） 540円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 340円 �� 640円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 10，150円

票 数

単勝票数 計 202520 的中 � 32687（2番人気）
複勝票数 計 299186 的中 � 46126（2番人気）� 81568（1番人気）� 30277（5番人気）
枠連票数 計 128644 的中 （3－6） 17894（2番人気）
馬連票数 計 387933 的中 �� 38802（2番人気）
馬単票数 計 249203 的中 �� 10675（4番人気）
ワイド票数 計 187546 的中 �� 14440（1番人気）�� 6746（8番人気）�� 11925（4番人気）
3連複票数 計 511571 的中 ��� 19534（5番人気）
3連単票数 計 844359 的中 ��� 6141（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．8―11．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．0―44．1―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．0
3 5－3－（8，13）（4，6，14）1，17，11（2，15，16）18（12，10）7－9 4 5－3，8（13，14）（4，6）17，11，16（1，15，18）（2，7）（12，10）＝9

勝馬の
紹 介

プリンセスムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．3．26生 牝3栗 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 8戦1勝 賞金 12，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャロルハット号・タマモブルース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月

11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 ミキノティータイム号

22064 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6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 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：07．1良

22 � エーシンイグアス 牡5鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 532＋ 83：09．6 35．6�
55 ビッグウィーク 牡6青鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 458－ 63：09．92 2．9�
77 � シシャモフレンド 牝8鹿 58 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 492＋ 43：10．21� 15．4�
66 メイショウブシドウ 牡4青鹿60 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 450± 03：10．3� 17．8�
44 	 エーシンジーライン 牡8黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 502＋ 43：10．62 1．8�
11 � ネオファッショ 牡5鹿 60 難波 剛健西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 486＋ 23：12．210 56．3	
88 トップミノル 牡6青鹿60 熊沢 重文吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478－ 43：12．3クビ 6．4

33 サンレイランキング 牡6鹿 60

57 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 452－ 23：19．8大差 32．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 15，000，500円 複勝： 30，065，200円 枠連： 発売なし
馬連： 25，908，000円 馬単： 23，166，600円 ワイド： 11，225，600円
3連複： 31，597，300円 3連単： 99，182，600円 計： 236，145，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，560円 複 勝 � 1，090円 � 190円 � 410円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 14，220円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，530円 �� 500円

3 連 複 ��� 11，720円 3 連 単 ��� 139，430円

票 数

単勝票数 計 150005 的中 � 3328（7番人気）
複勝票数 計 300652 的中 � 5904（7番人気）� 53195（2番人気）� 18176（4番人気）
馬連票数 計 259080 的中 �� 3931（14番人気）
馬単票数 計 231666 的中 �� 1203（30番人気）
ワイド票数 計 112256 的中 �� 2111（14番人気）�� 1035（22番人気）�� 6012（5番人気）
3連複票数 計 315973 的中 ��� 1990（27番人気）
3連単票数 計 991826 的中 ��� 525（189番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．8－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンイグアス �

父 ダンスインザダーク �


母父 Gone West

2008．4．5生 牡5鹿 母 エイシンマリアンナ 母母 Dramatic Joy 障害：8戦2勝 賞金 20，800，000円
初出走 JRA



22065 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
57．7
57．7

重
重

22 メイショウカフウ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 458 ―1：00．5 17．9�
79 テイケイマテリアル 牡2黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志兼松 忠男氏 藤岡 範士 浦河 大西ファーム 426 ―1：01．24 45．2�
44 ヒロノスイート 牝2鹿 54 国分 優作守内ひろ子氏 境 直行 浦河 鮫川 啓一 424 ―1：01．41� 16．5�
55 イ ロ リ 牝2鹿 54 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 460 ―1：01．5� 2．5�
810 シゲルヒタチ 牡2栗 54

52 △中井 裕二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 454 ―1：01．6クビ 84．7�
811 サカジロジャパン 牡2栗 54 武 豊ロイヤルパーク 白井 寿昭 新ひだか 畠山牧場 458 ―1：01．92 7．1�
11 カシノボルト 牡2鹿 54 北村 友一柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 512 ―1：02．0	 3．0	
67 オフェーリアシチー 牝2芦 54 池添 謙一 
友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 432 ―1：02．1	 13．5�
66 タ マ モ リ ド 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ
 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 482 ―1：02．95 10．3�
78 ミラノモーダ 牡2栗 54 国分 恭介ターフ・スポート崎山 博樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：03．21� 27．1�
33 ティーエスキセキ 牡2鹿 54 川田 将雅田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 512 ― （競走中止） 43．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，462，800円 複勝： 24，267，100円 枠連： 8，568，400円
馬連： 35，201，900円 馬単： 28，316，000円 ワイド： 16，386，000円
3連複： 43，050，500円 3連単： 89，782，100円 計： 265，034，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 450円 � 1，240円 � 550円 枠 連（2－7） 9，210円

馬 連 �� 28，650円 馬 単 �� 59，540円

ワ イ ド �� 5，830円 �� 2，840円 �� 8，220円

3 連 複 ��� 95，990円 3 連 単 ��� 728，130円

票 数

単勝票数 計 194628 的中 � 8580（7番人気）
複勝票数 計 242671 的中 � 15123（6番人気）� 4807（10番人気）� 11939（7番人気）
枠連票数 計 85684 的中 （2－7） 687（24番人気）
馬連票数 計 352019 的中 �� 907（45番人気）
馬単票数 計 283160 的中 �� 351（87番人気）
ワイド票数 計 163860 的中 �� 690（42番人気）�� 1439（29番人気）�� 487（48番人気）
3連複票数 計 430505 的中 ��� 331（126番人気）
3連単票数 計 897821 的中 ��� 91（759番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―35．3―47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．1
3 2，7（8，11）（4，5）－1（9，6）－10 4 2（4，7）（5，11）－（1，8）9－10－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカフウ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2011．5．16生 牡2鹿 母 キタノフラワー 母母 キタノファンタジー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ティーエスキセキ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

22066 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6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

22 アステュート 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 474－121：46．2 1．8�

35 � エーシンザヘッド 牡3栗 56 小牧 太�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place
& Partners B462－ 61：46．41� 7．2�

712 レガリテート 牡3鹿 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－ 81：47．25 37．0�

713 ホッコーアムール 牝3青 54 武 幸四郎矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 川端 正博 454＋ 61：47．83	 19．5�
46 ジューンメイ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 486＋ 21：48．11
 17．0�
610 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 472＋12 〃 クビ 10．0	
59 マ イ ア リ ア 牝3鹿 54 国分 恭介伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 436－181：48．52	 24．7

11 メイショウチカラ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 ミルファーム 482＋ 2 〃 クビ 257．9�
34 ダイシンソリッド 牡3栗 56 岡田 祥嗣大八木信行氏 平田 修 新ひだか グランド牧場 456± 01：49．03 340．8�
611 ユニバーサルキング �3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 ハナ 19．6
47 シゲルカニザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 502＋ 4 〃 アタマ 47．1�
23 � エーシンネクスト 牡3栗 56 浜中 俊�栄進堂 小崎 憲 米

Trackside Farm,
Tenlane Farm &
Liberation Farm

502＋ 21：49．2
 35．1�
814 エーシンタヒチ 牝3鹿 54 熊沢 重文�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 414－101：50．810 70．1�
815 ヤマノレガロ 牡3鹿 56 北村 友一山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 442± 01：53．8大差 32．0�
58 メイショウアカフジ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 496＋16 （競走中止） 7．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，312，500円 複勝： 33，009，800円 枠連： 12，929，600円
馬連： 39，710，600円 馬単： 27，646，800円 ワイド： 22，201，700円
3連複： 56，847，600円 3連単： 97，433，600円 計： 312，092，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 170円 � 620円 枠 連（2－3） 570円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 270円 �� 910円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 16，590円

票 数

単勝票数 計 223125 的中 � 99685（1番人気）
複勝票数 計 330098 的中 � 105133（1番人気）� 48771（2番人気）� 8565（11番人気）
枠連票数 計 129296 的中 （2－3） 17021（2番人気）
馬連票数 計 397106 的中 �� 50726（1番人気）
馬単票数 計 276468 的中 �� 24544（1番人気）
ワイド票数 計 222017 的中 �� 24158（1番人気）�� 5607（9番人気）�� 1773（32番人気）
3連複票数 計 568476 的中 ��� 6943（22番人気）
3連単票数 計 974336 的中 ��� 4335（40番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．5―12．6―12．3―13．0―13．4―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．3―41．9―54．2―1：07．2―1：20．6―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
3，12，2（6，15）－（9，14）－13（1，11，8）（5，7）4，10
12，3－2（6，13）10（9，5）15（1，14）11，4，7－8

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

勝馬の
紹 介

アステュート �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Capote デビュー 2013．3．10 阪神4着

2010．3．28生 牝3黒鹿 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear 7戦1勝 賞金 9，790，000円
〔競走中止〕 メイショウアカフジ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ヤマノレガロ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※出走取消馬 アグネスサクシード号（疾病〔感冒〕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。
（非抽選馬） 4頭 クリノコトノオー号・メタリックゴールド号・モズマッテタワ号・レッドフェンサー号



22067 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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 7，200，000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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

816 アイファーファルコ 牡4栗 57 北村 友一中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 436＋ 21：58．7 16．9�
612 ポ ポ ル ブ フ 牡3芦 54 小牧 太吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 クビ 8．0�
715 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 452－ 41：58．8� 4．3�
36 ベンジャミン 牡5青鹿57 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 508± 01：59．01� 5．8�
48 ヤマニンプードレ 牝3芦 52

49 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 462＋ 2 〃 クビ 7．6�
714� スミデロキャニオン 牡4鹿 57 幸 英明吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446－ 81：59．1	 14．8�
611 スズカキングダム 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 494＋ 61：59．42 21．6	
59 ドラゴネッティ 牡4黒鹿57 武 豊吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 ハナ 7．4

818 ネオリアライズ 
5鹿 57 国分 恭介橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 474－ 41：59．5クビ 31．7�
23 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 浜中 俊�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 486＋121：59．71� 5．5
11 � コスモインパクター 牡5黒鹿57 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 72：00．01� 119．4�
12 ナリタウィッシュ 牡4栗 57

54 ▲森 一馬�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448± 0 〃 ハナ 30．7�
24 ドリームチャージ 牡4鹿 57 武 幸四郎青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 466＋ 42：00．32 100．2�
35 アプフェルヴァイン 牝4鹿 55 水口 優也下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 422－10 〃 クビ 241．1�
510� セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 鮫島 良太�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 472－102：00．4クビ 141．9�
817 マルタカシクレノン 牡5青鹿 57

54 ▲藤懸 貴志國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 490－ 22：00．61� 189．8�
713 カシノチョッパー 牡4黒鹿57 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 460－ 72：01．23	 244．8�
47 ディアアプローズ 牝5鹿 55 岡田 祥嗣�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 464－ 22：01．73 191．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，465，900円 複勝： 35，377，400円 枠連： 15，033，100円
馬連： 50，789，100円 馬単： 28，095，000円 ワイド： 24，547，300円
3連複： 69，124，600円 3連単： 106，476，800円 計： 349，909，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 530円 � 250円 � 200円 枠 連（6－8） 3，050円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，500円 �� 690円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 68，390円

票 数

単勝票数 計 204659 的中 � 9580（8番人気）
複勝票数 計 353774 的中 � 14609（8番人気）� 39426（5番人気）� 55199（1番人気）
枠連票数 計 150331 的中 （6－8） 3639（17番人気）
馬連票数 計 507891 的中 �� 6835（24番人気）
馬単票数 計 280950 的中 �� 1731（53番人気）
ワイド票数 計 245473 的中 �� 3150（24番人気）�� 3980（19番人気）�� 9161（4番人気）
3連複票数 計 691246 的中 ��� 6359（27番人気）
3連単票数 計1064768 的中 ��� 1149（241番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―12．2―12．1―12．1―12．3―11．9―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―23．5―34．8―47．0―59．1―1：11．2―1：23．5―1：35．4―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2
1
3

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

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

アイファーファルコ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2011．10．15 京都8着

2009．2．15生 牡4栗 母 マ グ ノ リ ア 母母 ストロングレイス 15戦2勝 賞金 18，250，000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 ツルマルナルト号

22068 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

35 � エーシンルミナス 牝4鹿 55 北村 友一�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 464－ 21：45．7 17．5�
611 ア メ リ 牝3栗 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444＋141：46．02 3．9�
36 ナンヨーカノン 牝3青鹿 52

49 ▲岩崎 翼中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 452－ 21：46．1� 8．2�
11 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 482＋ 61：46．31� 59．3�
23 カシュカシュ 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 436＋ 8 〃 ハナ 6．8	
12 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 502＋ 21：46．51� 4．5

59 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 52 武 豊宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 462＋ 21：46．81	 3．7�
510� ジツリキネオ 牝4鹿 55

52 ▲森 一馬河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 454－ 41：47．54 369．7�
48 アトランティード 牝3黒鹿52 武 幸四郎市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494± 01：47．6	 61．2
815 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿52 浜中 俊松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 432＋ 21：47．81� 31．9�
47 トーブプリンセス 牝4鹿 55 国分 恭介武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 470－ 61：47．9クビ 535．0�
612 パールブロッサム 牝4鹿 55 池添 謙一中野 義一氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 452＋221：48．21	 17．8�
714 シゲルアケビ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 464± 0 〃 アタマ 221．9�
816 ブルーチッパー 牝3鹿 52 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 484＋241：48．41� 22．6�
713 シゲルサクランボ 牝4黒鹿55 中村 将之森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 452＋ 81：49．25 526．7�
24 � メイショウキヨヒメ 牝4黒鹿55 国分 優作松本 和子氏 梅内 忍 浦河 村下 明博 B440－141：49．3	 210．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，210，700円 複勝： 45，073，500円 枠連： 17，154，100円
馬連： 55，016，700円 馬単： 34，136，800円 ワイド： 27，459，800円
3連複： 74，751，900円 3連単： 123，711，700円 計： 407，515，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 330円 � 230円 � 240円 枠 連（3－6） 1，180円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 11，380円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，980円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 15，170円 3 連 単 ��� 116，310円

票 数

単勝票数 計 302107 的中 � 13662（6番人気）
複勝票数 計 450735 的中 � 32920（6番人気）� 55396（4番人気）� 52339（5番人気）
枠連票数 計 171541 的中 （3－6） 10770（6番人気）
馬連票数 計 550167 的中 �� 8413（18番人気）
馬単票数 計 341368 的中 �� 2214（43番人気）
ワイド票数 計 274598 的中 �� 4507（18番人気）�� 3366（23番人気）�� 6922（11番人気）
3連複票数 計 747519 的中 ��� 3638（52番人気）
3連単票数 計1237117 的中 ��� 785（359番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．6―13．4―13．1―13．1―12．2―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．3―42．7―55．8―1：08．9―1：21．1―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F36．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

�エーシンルミナス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat

2009．3．23生 牝4鹿 母 エイシンシンシアナ 母母 By Land by Sea 11戦1勝 賞金 17，720，000円
初出走 JRA



22069 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第9競走 ��
��1，800�タイランドカップ

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

ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（1着）
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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

23 フ ル ー キ ー 牡3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：45．9 1．6�

510 ダノンドリーム 牡4青鹿57 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478± 01：46．11� 10．2�
713 セトノフラッパー 牝3栗 52 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 450＋261：46．31� 32．6�
24 カシノスターライト 牝6鹿 55 水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 506± 01：46．51� 86．7�
12 プリフォンテイン 牡3鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502＋ 8 〃 ハナ 18．0�
36 ディパッション 牝3鹿 52 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：46．71� 189．3	
48 グレイスフルデイズ 牡3芦 54 幸 英明 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 486＋121：46．8	 15．7

612 ピ ン ポ ン 牡3鹿 54 武 豊小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 446＋ 4 〃 アタマ 8．3�
816 マイティースコール 牡5栗 57 中井 裕二小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 47．6�
59 ラヴァズアゲイン 牝4栗 55 藤岡 康太岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 474＋141：47．01 52．8
35 アイヴィーリーグ 牡5鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 平山牧場 470＋ 61：47．21	 7．0�
47 マイネルオラシオン 牡4黒鹿57 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 456－ 21：47．51
 207．3�
714 アーセナルゴール 牡5鹿 57 国分 恭介渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484＋10 〃 ハナ 185．1�
611 アクションバイオ 牡3黒鹿54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 482± 01：48．03 23．7�
815 メイショウガンツ 牝3鹿 52 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 428± 01：48．2
 299．8�
11 ナムラバクサイ 牡3栗 54 熊沢 重文奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 472± 01：49．37 412．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，086，500円 複勝： 73，888，100円 枠連： 17，871，200円
馬連： 84，207，100円 馬単： 60，147，000円 ワイド： 36，464，700円
3連複： 101，527，800円 3連単： 218，830，100円 計： 630，022，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 510円 枠 連（2－5） 530円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 300円 �� 680円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 8，590円

票 数

単勝票数 計 370865 的中 � 187305（1番人気）
複勝票数 計 738881 的中 � 411865（1番人気）� 59833（2番人気）� 17031（8番人気）
枠連票数 計 178712 的中 （2－5） 25004（2番人気）
馬連票数 計 842071 的中 �� 97402（3番人気）
馬単票数 計 601470 的中 �� 53408（3番人気）
ワイド票数 計 364647 的中 �� 34655（2番人気）�� 12921（6番人気）�� 3754（26番人気）
3連複票数 計1015278 的中 ��� 20908（13番人気）
3連単票数 計2188301 的中 ��� 18805（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．2―12．3―11．9―11．5―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―35．1―47．3―59．6―1：11．5―1：23．0―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4
1
3
11，13，16，2（1，6）（3，14）（7，8）4（5，10）－（9，12）15・（11，13）16（6，2）（1，8）3（14，10）（7，5）（4，12）9－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ル ー キ ー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．3．2 阪神1着

2010．3．31生 牡3青鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 5戦2勝 賞金 22，535，000円
〔発走状況〕 メイショウガンツ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

22070 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第10競走 ��
��2，000�シンガポールターフクラブ賞

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

シンガポールターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 ラストインパクト 牡3青鹿54 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482± 01：59．9 1．4�

89 クイーンリヴィエラ 牝4黒鹿55 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 430± 02：00．11� 6．9�
77 ヒロノプリンス 牡3鹿 54 国分 恭介サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 460＋ 42：00．2	 8．2�
810
 メイショウシレトコ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466＋ 42：00．3	 67．0�
55 ロードランパート 牡5鹿 57 浜中 俊 �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 478＋ 42：00．5	 14．1�
66 メイショウブシン 牡3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 446－ 2 〃 ハナ 27．3	
33 スズカアンペール 牡5鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 474－ 22：00．6� 52．7

78 ドリームマジシャン 牡6青鹿57 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 62：00．81� 65．6�
11 ヤマニンアーマー 牡5鹿 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460－ 62：01．01� 23．5�
44 スーパーオービット 牡7鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 452－ 2 〃 ハナ 26．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 39，091，900円 複勝： 115，943，800円 枠連： 15，230，000円
馬連： 75，485，000円 馬単： 69，771，500円 ワイド： 31，601，900円
3連複： 98，061，900円 3連単： 319，273，700円 計： 764，459，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 150円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 230円 �� 190円 �� 580円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，280円

票 数

単勝票数 計 390919 的中 � 234994（1番人気）
複勝票数 計1159438 的中 � 840140（1番人気）� 60042（3番人気）� 84262（2番人気）
枠連票数 計 152300 的中 （2－8） 25720（2番人気）
馬連票数 計 754850 的中 �� 118399（2番人気）
馬単票数 計 697715 的中 �� 88279（2番人気）
ワイド票数 計 316019 的中 �� 34893（2番人気）�� 50754（1番人気）�� 10701（8番人気）
3連複票数 計 980619 的中 ��� 89899（1番人気）
3連単票数 計3192737 的中 ��� 103578（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．3―49．1―1：01．5―1：13．5―1：25．6―1：37．2―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラストインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．1．21生 牡3青鹿 母 スペリオルパール 母母 パシフィカス 8戦3勝 賞金 57，288，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



22071 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第11競走 ��
��1，700�

あ そ

阿蘇ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，24．8．11以降25．8．4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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 ゴールスキー 牡6黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 492＋ 21：44．4 3．7�
59 スタッドジェルラン 牡7栗 57 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 500＋ 2 〃 アタマ 5．2�
713 ボ レ ア ス 牡5鹿 55 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 クビ 22．8�
24 グラッツィア 牡5鹿 56 中井 裕二山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 482－ 21：44．61� 15．8�
47 レッドクラウディア 牝4栗 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498＋151：44．8� 11．5	
611 タガノロックオン 牡5栗 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 21：45．01 6．3

23 	 チョイワルグランパ 牡7黒鹿53 藤岡 康太�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B518＋ 81：45．21 42．3�
510 フサイチセブン 牡7鹿 57．5 熊沢 重文林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 492＋ 41：45．3
 30．6�
11 サンライズモール 牡6栗 53 小牧 太松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 480－ 81：45．62 93．5
612 ナリタスプリング 牡6青鹿54 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 508＋ 4 〃 ハナ 33．6�
815� イ ン バ ル コ 牡7鹿 55 岡田 祥嗣藤田 孟司氏 田島 良保 米 Takeshi

Fujita B526± 01：45．81
 235．2�
35 メイショウエバモア 牡6芦 53 藤懸 貴志松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 526＋ 8 〃 ハナ 132．1�
714 ス エ ズ �8鹿 54 鮫島 良太吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 512± 0 〃 ハナ 54．1�
816 メテオロロジスト 牡6栗 57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 506－ 61：46．01
 8．1�
12 アイファーソング 牡5青鹿55 幸 英明中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 514＋201：46．42
 5．4�
36 � ティアモブリーオ 牡6鹿 55 国分 優作藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners 448－121：47．78 117．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，181，500円 複勝： 94，778，200円 枠連： 52，008，700円
馬連： 239，933，700円 馬単： 122，190，800円 ワイド： 84，257，500円
3連複： 343，188，800円 3連単： 633，432，500円 計： 1，624，971，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 480円 枠 連（4－5） 590円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，420円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 20，420円

票 数

単勝票数 計 551815 的中 � 118058（1番人気）
複勝票数 計 947782 的中 � 173711（1番人気）� 169961（2番人気）� 38911（8番人気）
枠連票数 計 520087 的中 （4－5） 65179（1番人気）
馬連票数 計2399337 的中 �� 204489（1番人気）
馬単票数 計1221908 的中 �� 60813（1番人気）
ワイド票数 計 842575 的中 �� 62872（1番人気）�� 13847（16番人気）�� 11931（21番人気）
3連複票数 計3431888 的中 ��� 43055（16番人気）
3連単票数 計6334325 的中 ��� 22902（46番人気）

ハロンタイム 6．9―10．5―11．0―13．0―13．3―12．2―12．6―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．4―28．4―41．4―54．7―1：06．9―1：19．5―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールスキー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Nureyev デビュー 2009．12．20 阪神1着

2007．5．24生 牡6黒鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 29戦6勝 賞金 172，474，000円
〔制裁〕 グラッツィア号の騎手中井裕二は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）

22072 8月11日 晴 良 （25小倉2）第6日 第12競走 ��1，200�マカオジョッキークラブトロフィー
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
マカオジョッキークラブ賞（1着）

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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 スピークソフトリー 牝4鹿 55 武 幸四郎 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 486＋ 61：07．3 8．3�

510� 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 496－ 2 〃 クビ 13．0�
36 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 藤岡 康太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 462＋101：07．83 10．6�
35 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 488－101：08．01� 2．4�
23 ヒ ー ラ 牝4鹿 55 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 418－14 〃 クビ 73．5	
714 タイザンホクト 牡3鹿 54 武 豊�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 500＋ 41：08．1クビ 3．3

47 ピースフルアース 牡5鹿 57 藤懸 貴志 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 466± 01：08．31� 175．6�
59 エイティグローリー 牝3栗 52 幸 英明前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 422＋ 41：08．51� 20．0�
817� 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－ 21：08．6� 143．9
713 ワキノネクサス 牝4鹿 55 小坂 忠士脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 434± 0 〃 ハナ 376．4�
612 ジェネロシティー 牝3鹿 52 国分 恭介�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 486＋10 〃 ハナ 12．9�
611� アドマイヤアロング 牝5黒鹿55 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋121：08．81� 50．9�
48 メイショウガルソン 牡6栗 57 北村 友一松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 浦河日成牧場 490－ 41：09．01� 109．5�
818 クラウンカイザー 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 480－ 8 〃 クビ 138．1�
816� アイファーコラソン 牝5鹿 55 高田 潤中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 486＋141：09．21� 129．2�
24 オウケンハナミズキ 牝4青 55 池添 謙一福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 414＋ 61：09．62� 83．1�
715 イ キ 牡3栗 54 熊沢 重文前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 41：09．81� 126．3�
11 キョウワアーサー 牡3栗 54 国分 優作�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 456＋ 61：10．54 67．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，991，500円 複勝： 67，222，000円 枠連： 33，923，500円
馬連： 184，829，200円 馬単： 77，625，000円 ワイド： 52，655，300円
3連複： 171，412，700円 3連単： 346，451，300円 計： 980，110，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 270円 � 370円 � 320円 枠 連（1－5） 2，160円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，480円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 14，020円 3 連 単 ��� 74，010円

票 数

単勝票数 計 459915 的中 � 44177（3番人気）
複勝票数 計 672220 的中 � 71717（3番人気）� 45934（5番人気）� 56247（4番人気）
枠連票数 計 339235 的中 （1－5） 11596（9番人気）
馬連票数 計1848292 的中 �� 51143（11番人気）
馬単票数 計 776250 的中 �� 8998（23番人気）
ワイド票数 計 526553 的中 �� 12962（12番人気）�� 8723（15番人気）�� 7687（17番人気）
3連複票数 計1714127 的中 ��� 9025（38番人気）
3連単票数 計3464513 的中 ��� 3455（195番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．2―11．3―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．3―44．6―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 5（4，14）17（2，9）10（6，18，15）（13，16）7（12，3）11－1，8 4 5（14，10）（4，2，17）（9，18）（6，15）（13，16，3）（7，11）12－8－1

勝馬の
紹 介

スピークソフトリー �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．27 京都8着

2009．4．9生 牝4鹿 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル 11戦3勝 賞金 29，575，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワアーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月11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。
（非当選馬） 1頭 ジャストザブレイン号

４レース目



（25小倉2）第6日 8月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

202，660，000円
2，080，000円
7，260，000円
2，140，000円
17，760，000円
62，130，000円
4，987，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
337，249，700円
598，143，000円
202，537，400円
893，747，000円
541，061，100円
358，759，600円
1，133，353，200円
2，277，549，100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 6，342，400，100円

総入場人員 10，347名 （有料入場人員 9，094名）
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