
22001 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

22 ファビラスヒーロー 牡2芦 54 幸 英明吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：09．6 5．4�
55 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 454－ 41：09．7� 5．5�
88 シゲルシロアマダイ 牡2芦 54 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B426＋ 41：09．91� 136．2�
44 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 川田 将雅栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 440± 01：10．21� 1．7�
77 シゲルイブリカマス 牝2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 434－ 41：10．62� 78．0�
33 リ ル ー ジ ュ 牡2鹿 54 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 462＋ 81：10．7� 6．3	
66 アカルイハピー 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 456＋ 41：10．91� 128．7

11 ア レ ッ チ 牡2鹿 54 国分 優作手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 462－ 81：11．11	 19．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 20，830，000円 複勝： 46，303，600円 枠連： 発売なし
馬連： 28，741，300円 馬単： 20，053，100円 ワイド： 12，445，400円
3連複： 30，332，800円 3連単： 84，013，300円 計： 242，719，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 500円 � 450円 � 4，980円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，090円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 17，890円 3 連 単 ��� 68，510円

票 数

単勝票数 計 208300 的中 � 32226（2番人気）
複勝票数 計 463036 的中 � 25258（3番人気）� 28995（2番人気）� 2211（7番人気）
馬連票数 計 287413 的中 �� 17668（5番人気）
馬単票数 計 200531 的中 �� 5948（11番人気）
ワイド票数 計 124454 的中 �� 8456（4番人気）�� 976（20番人気）�� 1139（15番人気）
3連複票数 計 303328 的中 ��� 1271（27番人気）
3連単票数 計 840133 的中 ��� 889（100番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．3―45．0―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．3
3 ・（2，3）5（1，4）8－7，6 4 2（3，5）（1，4）8－（7，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファビラスヒーロー �

父 スウェプトオーヴァーボード �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．4 中京8着

2013．3．10生 牡2芦 母 サトノサクラ 母母 シジェームサン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22002 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25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

47 テイエムテツジン 牡3栗 56 浜中 俊竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 436－ 21：45．9 2．5�
48 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 478＋ 21：46．21� 6．9�
11 シンプリースパーブ 牡3鹿 56 Z．パートン水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 484＋10 〃 アタマ 5．5�

（香港）

611 ルナマジック 牡3鹿 56 北村 友一ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 484＋ 8 〃 クビ 32．8�
713 キアーロベルタ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿�槇本牧場 庄野 靖志 日高 槇本牧場 480 ―1：47．26 178．3	
12 ローレルトレゾール 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 498± 01：47．62� 251．5

35 シ ン キ ロ ウ 牡3青鹿56 川田 将雅野田 善己氏 高橋 義忠 新冠 中村 弘昭 448－ 61：47．7� 14．1�
714 ナムラジョフレ 牡3黒鹿56 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 420－ 61：48．02 68．0�
36 スーパーノヴァ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 474＋ 21：48．21 48．4
24 トミーゴールド 牡3栗 56

53 ▲義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456± 0 〃 クビ 377．6�
59 ワンダーオマージュ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 534－ 4 〃 ハナ 300．2�
23 イ チ ズ 牡3青鹿56 酒井 学岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 須崎牧場 B486± 01：48．41 48．6�
815 サンライズステラ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 432＋ 21：48．5� 14．7�
510 エンデヴァー �3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526－ 21：48．71 16．6�

816 タガノフォーエバー 牡3鹿 56 幸 英明八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 524－ 41：53．1大差 4．4�

612 サトノゼウス 牡3黒鹿56 川島 信二里見 治氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 540＋241：58．4大差 131．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，475，500円 複勝： 26，190，400円 枠連： 9，914，200円
馬連： 34，592，400円 馬単： 18，230，400円 ワイド： 18，203，000円
3連複： 43，554，600円 3連単： 64，131，500円 計： 231，292，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（4－4） 660円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，060円

票 数

単勝票数 計 164755 的中 � 51320（1番人気）
複勝票数 計 261904 的中 � 102345（1番人気）� 29846（4番人気）� 31250（3番人気）
枠連票数 計 99142 的中 （4－4） 11493（3番人気）
馬連票数 計 345924 的中 �� 40953（2番人気）
馬単票数 計 182304 的中 �� 12673（1番人気）
ワイド票数 計 182030 的中 �� 19816（1番人気）�� 17849（3番人気）�� 7352（8番人気）
3連複票数 計 435546 的中 ��� 27049（2番人気）
3連単票数 計 641315 的中 ��� 11437（3番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．4―13．2―12．9―12．3―12．8―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．3―42．5―55．4―1：07．7―1：20．5―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムテツジン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2014．10．25 京都14着

2012．2．12生 牡3栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 7戦1勝 賞金 12，060，000円
〔発走状況〕 スーパーノヴァ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノフォーエバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地

競走に出走できない。
サトノゼウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月1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 ヒルノケルン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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１日



22003 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

36 シェアザジョイフル 牝3鹿 54 幸 英明 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 464＋161：08．1 17．4�
612 デビュタント 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450－ 61：08．2� 3．3�
35 ダイメイチャンプ 牝3鹿 54 川田 将雅宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 460＋ 61：08．3クビ 3．9�
715 エスペランサルル 牝3栗 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 416± 01：08．51� 20．2�
47 タイセイメテオ 牡3栗 56 小牧 太田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 474＋ 41：08．71� 17．0	
817 トーホウバード 牡3黒鹿56 浜中 俊東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 440＋ 21：08．8� 13．9

59 オースミアース 牝3栗 54 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 420＋34 〃 クビ 56．2�
24 パープルドリーム 牝3黒鹿54 太宰 啓介中野 銀十氏 高橋 亮 浦河 一珍棒牧場 468＋101：09．01 10．2�
12 ホ ザ ン ナ 牝3栗 54 Z．パートン薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 480－121：09．21� 28．5

（香港）

818 スーサンヘイロー 牝3鹿 54
51 ▲�島 克駿林 進氏 松田 国英 新冠 協和牧場 432－ 6 〃 アタマ 19．5�

510 ピュアスピリット 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 400－ 61：09．41� 29．6�

611 ダノンジュエル 牝3芦 54 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 480＋ 4 〃 クビ 33．2�
714 クリノテンホー 牡3鹿 56 川須 栄彦栗本 博晴氏 奥村 豊 様似 様似渡辺牧場 404－12 〃 ハナ 317．1�
48 アグネスレイア 牝3栗 54

51 ▲義 英真渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 458－ 41：09．61� 132．5�
816 デンコウハシャ 	3青鹿56 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 420＋ 4 〃 クビ 8．2�
11 ノ ブ ロ ー ズ 牝3栗 54 中谷 雄太前田 亘輝氏 昆 貢 様似 堀 弘康 418－ 21：09．7クビ 20．3�
713 ブループレリュード 牝3栗 54 国分 優作三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 488＋ 81：10．76 305．8�
23 オースミイヒラニ 牝3黒鹿54 酒井 学�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 444＋18 〃 ハナ 91．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，613，600円 複勝： 35，224，000円 枠連： 14，313，200円
馬連： 46，372，600円 馬単： 24，441，900円 ワイド： 30，420，600円
3連複： 69，397，900円 3連単： 83，067，200円 計： 328，851，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 410円 � 150円 � 140円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 990円 �� 910円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 32，600円

票 数

単勝票数 計 256136 的中 � 11769（7番人気）
複勝票数 計 352240 的中 � 15146（8番人気）� 70090（2番人気）� 79006（1番人気）
枠連票数 計 143132 的中 （3－6） 19914（1番人気）
馬連票数 計 463726 的中 �� 11237（12番人気）
馬単票数 計 244419 的中 �� 2360（28番人気）
ワイド票数 計 304206 的中 �� 7235（10番人気）�� 7909（8番人気）�� 32904（1番人気）
3連複票数 計 693979 的中 ��� 15881（6番人気）
3連単票数 計 830672 的中 ��� 1847（67番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―10．9―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―32．9―44．4―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シェアザジョイフル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Green Desert デビュー 2014．7．20 函館9着

2012．3．19生 牝3鹿 母 ペ リ ド ッ ト 母母 Alinova 6戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 デビュタント号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・7番・16

番）
※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 テイエムヤンチャボ号
（非抽選馬） 1頭 エレディータ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22004 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第4競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

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

66 アドマイヤレイ 牡6鹿 60 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 536－ 23：13．9 4．6�
55 スズカロジック 牡7栗 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 512＋ 23：14．54 4．5�
33 ミヤジエムジェイ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 514－ 23：14．81� 4．1�
88 タ ピ エ ス 牡3鹿 58 難波 剛健細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 468－ 23：14．9� 22．2�
22 エイシンフランキー 牡4芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 504＋103：15．0� 2．2�
77 � アスターコリント 	6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 536－ 43：15．53 40．4	
11 ミスタービッグ 牡3鹿 58 平沢 健治田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 452＋ 43：16．56 29．3

44 ラディアーレ 牡7鹿 60 黒岩 悠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 468－ 43：25．4大差 45．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，452，600円 複勝： 13，382，200円 枠連： 発売なし
馬連： 24，597，200円 馬単： 17，399，700円 ワイド： 11，539，400円
3連複： 30，835，000円 3連単： 73，090，300円 計： 185，296，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 220円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 380円 �� 290円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 144526 的中 � 25012（4番人気）
複勝票数 計 133822 的中 � 18385（2番人気）� 15172（4番人気）� 18163（3番人気）
馬連票数 計 245972 的中 �� 17706（5番人気）
馬単票数 計 173997 的中 �� 5896（9番人気）
ワイド票数 計 115394 的中 �� 7440（6番人気）�� 10442（4番人気）�� 8344（5番人気）
3連複票数 計 308350 的中 ��� 14164（4番人気）
3連単票数 計 730903 的中 ��� 6128（31番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．9－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

�
�
6＝3，5－7（2，8）－1＝4
6，5，3－8－2－7－1＝4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤレイ �

父 ダイワメジャー �


母父 Kingmambo デビュー 2011．11．20 京都3着

2009．2．2生 牡6鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 スズカロジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカロジック号は，平成27年8月2日から平成27年8月31日まで出走停止。停止期間の満了後に

開催競馬場で発走調教再審査。



22005 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

710 アグネスヒーロー 牡2鹿 54 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 528 ―1：11．4 4．4�
55 カシノクロエ 牝2鹿 54 花田 大昂柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 430 ―1：11．82� 38．8�
56 スリープレッピー 牡2黒鹿54 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 460 ―1：11．9� 12．3�
811 メイショウルルド 牡2鹿 54 松山 弘平松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 514 ―1：12．0� 21．0�
11 カガフルスロットル 牡2鹿 54 藤岡 佑介香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 444 ―1：12．21� 3．8	
68 カシノナイト 牡2鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 458 ―1：12．3� 66．9

22 ア ミ ー ラ 牝2鹿 54 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 410 ―1：12．4� 2．6�
812 カノヤハンター 牡2栗 54

51 ▲�島 克駿神田 薫氏 坂口 正則 鹿児島 田原牧場 388 ― 〃 クビ 41．9�
79 ナムラホビット 牡2黒鹿54 川須 栄彦奈村 信重氏 福島 信晴 様似 林 時春 408 ―1：12．93 8．9
33 カシノマオウ 牡2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 452 ―1：13．21� 79．6�
44 テイエムチュラデイ 牡2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 436 ―1：27．5大差 63．5�

（11頭）
67 アルーリングハート 牝2栗 54 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，383，900円 複勝： 19，917，400円 枠連： 8，970，400円
馬連： 24，494，000円 馬単： 16，006，800円 ワイド： 12，864，700円
3連複： 24，832，700円 3連単： 41，171，000円 計： 166，640，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 640円 � 320円 枠 連（5－7） 2，130円

馬 連 �� 8，730円 馬 単 �� 15，130円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 1，230円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 33，610円 3 連 単 ��� 167，690円

票 数

単勝票数 差引計 183839（返還計 34282） 的中 � 34313（3番人気）
複勝票数 差引計 199174（返還計 36710） 的中 � 33434（3番人気）� 6758（7番人気）� 15345（5番人気）
枠連票数 差引計 89704（返還計 398） 的中 （5－7） 3250（9番人気）
馬連票数 差引計 244940（返還計 91351） 的中 �� 2172（23番人気）
馬単票数 差引計 160068（返還計 57903） 的中 �� 793（38番人気）
ワイド票数 差引計 128647（返還計 47547） 的中 �� 1573（21番人気）�� 2755（11番人気）�� 735（33番人気）
3連複票数 差引計 248327（返還計169389） 的中 ��� 554（67番人気）
3連単票数 差引計 411710（返還計262714） 的中 ��� 178（342番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―46．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスヒーロー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2013．5．9生 牡2鹿 母 アグネスピュア 母母 アグネスパレード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アルーリングハート号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 テイエムチュラデイ号は，向正面で内側に逃避したことについて平地調教注意。

カシノクロエ号は，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〕 テイエムチュラデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノクロエ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月1日まで出走できない。
※カノヤハンター号・テイエムチュラデイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22006 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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

818 イルミリオーネ 牡3鹿 56 Z．パートン �キャロットファーム 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542± 02：00．0 4．1�

（香港）

612 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 468－ 42：00．1� 7．7�
36 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 幸 英明飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 436－ 22：00．52� 28．8�
713 インペカブル 牝3栗 54 小牧 太 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 440－ 42：00．6� 23．6�
47 サダムエルドラド 牡3青鹿56 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 洞	湖 レイクヴィラファーム 508＋ 82：00．81� 13．5�
48 カリテスグレース 牝3黒鹿54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 466－ 62：00．9� 4．2	
24 デルマフウライマツ 
3鹿 56 北村 友一浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 496－ 22：01．11� 97．9

11 サトノダイレンサ 牡3青鹿56 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 アタマ 3．4�
816 シゲルヒキヤマ 牡3栗 56

53 ▲義 英真森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 500＋ 22：01．52 355．2�
611 エイシンアルマイト 牡3黒鹿56 国分 優作栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 502＋ 22：01．71� 141．3�
714 アイキャンベット 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 468－ 62：01．91� 525．9�
817 エスケイアタック 牝3栗 54 国分 恭介服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 418－ 4 〃 クビ 487．8�
23 スマートサイファ 牡3黒鹿56 川須 栄彦トニー倶楽部 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 474－ 82：02．0� 90．4�
715 ア ゲ ハ 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 428－ 62：02．42 43．4�
12 マイネルリコルド 牡3鹿 56 高倉 稜 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 496－102：02．5� 9．9�
59 � ヌーヴェルレーヌ 牝3栗 54 武 豊青山 洋一氏 笹田 和秀 愛 Sunderland

Holdings Inc 434 ―2：02．71� 25．2�
510 レッドシェダル 牝3黒鹿54 酒井 学 東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 436－ 82：02．8� 140．9�
35 タガノパシフィカス 
3鹿 56 柴田 未崎八木 良司氏 島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B436－ 22：09．2大差 197．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，536，800円 複勝： 34，807，500円 枠連： 13，700，100円
馬連： 47，447，300円 馬単： 25，049，700円 ワイド： 26，735，700円
3連複： 61，945，800円 3連単： 79，553，200円 計： 312，776，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 260円 � 650円 枠 連（6－8） 1，430円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，230円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 14，690円 3 連 単 ��� 50，150円

票 数

単勝票数 計 235368 的中 � 45036（2番人気）
複勝票数 計 348075 的中 � 55215（3番人気）� 36147（4番人気）� 11458（9番人気）
枠連票数 計 137001 的中 （6－8） 7401（6番人気）
馬連票数 計 474473 的中 �� 19265（6番人気）
馬単票数 計 250497 的中 �� 6331（8番人気）
ワイド票数 計 267357 的中 �� 9727（7番人気）�� 3021（25番人気）�� 2085（31番人気）
3連複票数 計 619458 的中 ��� 3161（43番人気）
3連単票数 計 795532 的中 ��� 1150（151番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―12．3―12．1―12．3―12．5―12．3―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―34．5―46．8―58．9―1：11．2―1：23．7―1：36．0―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

イルミリオーネ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．15 京都2着

2012．3．13生 牡3鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 5戦1勝 賞金 10，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノパシフィカス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1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 チェイスザチャンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22007 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

22 ビートゴーズオン 牝4栗 55 浜中 俊 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472± 01：44．1 4．5�

712 モンシュシュ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 516± 01：44．2� 19．6�
59 エヴォリューション 牝4鹿 55 太宰 啓介岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482－ 81：44．73 122．2�
23 ネオヴァシュラン 牝3黒鹿52 武 豊小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 512＋ 6 〃 アタマ 5．7�
713 スズカシャーマン 牝4芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 61：44．91� 11．8	
815 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＋ 6 〃 クビ 5．0

34 	 ジューンヴィエナ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 428－ 41：45．11 36．3�
46 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＋ 61：45．2
 86．3�
47 ジュエルメーカー 牝3黒鹿 52

51 ☆松若 風馬前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 496＋101：45．73 11．6
35 ザ マ ン ダ 牝4青鹿55 川田 将雅 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 496－ 61：45．91� 3．0�
11 イ イ チ ョ 牝4黒鹿 55

52 ▲�島 克駿幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 444－ 8 〃 アタマ 95．0�
58 タガノレオーネ 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－101：46．0クビ 53．7�
610 デンタルキューティ 牝3青 52 国分 優作安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 450＋ 21：47．610 154．7�
611	 シゲルシリベシ 牝4鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 木村牧場 476＋ 61：48．23
 34．3�
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814 グレートエンジェル 牝5鹿 55 北村 友一田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 村下 清志 490＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，501，200円 複勝： 36，729，500円 枠連： 15，121，200円
馬連： 54，135，700円 馬単： 26，739，600円 ワイド： 27，786，600円
3連複： 69，972，000円 3連単： 94，095，700円 計： 352，081，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 480円 � 1，360円 枠 連（2－7） 850円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 5，600円 �� 11，820円

3 連 複 ��� 111，890円 3 連 単 ��� 336，050円

票 数

単勝票数 差引計 275012（返還計 2764） 的中 � 48699（2番人気）
複勝票数 差引計 367295（返還計 2834） 的中 � 62029（2番人気）� 18568（7番人気）� 5837（10番人気）
枠連票数 差引計 151212（返還計 420） 的中 （2－7） 13640（4番人気）
馬連票数 差引計 541357（返還計 8590） 的中 �� 10480（15番人気）
馬単票数 差引計 267396（返還計 4538） 的中 �� 3274（20番人気）
ワイド票数 差引計 277866（返還計 6475） 的中 �� 5787（14番人気）�� 1262（45番人気）�� 594（67番人気）
3連複票数 差引計 699720（返還計 21477） 的中 ��� 469（170番人気）
3連単票数 差引計 940957（返還計 31565） 的中 ��� 203（669番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．2―12．2―12．1―12．3―12．6―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―28．8―41．0―53．1―1：05．4―1：18．0―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビートゴーズオン �
�
父 Curlin �

�
母父 Fairy King デビュー 2013．11．23 京都3着

2011．3．19生 牝4栗 母 タ ド ウ ィ ガ 母母 Euromill 16戦3勝 賞金 25，650，000円
〔競走除外〕 グレートエンジェル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。

22008 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第8競走 ��3，390�第17回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード3：40．0良

11 アップトゥデイト 牡5芦 62 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 522± 03：42．8 2．5�

77 ビコーピリラニ 牡5栗 60 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 480＋ 23：43．01� 70．0�
66 マイネルフィエスタ 牡5芦 60 植野 貴也 �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 508＋ 63：43．74 16．5�
33 オースミムーン 牡6鹿 61 高田 潤�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 480± 03：44．23 1．7�
55 タニノタキシード 牡5黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 480－ 23：46．3大差 13．5	
88 アルティシムス 牡7鹿 60 熊沢 重文 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 03：49．4大差 10．3

22 シゲルヘビザ 牡5黒鹿60 黒岩 悠森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 506＋143：50．99 98．9�
44 メイショウゼロセン 牡4黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 502＋ 43：53．4大差 35．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，246，700円 複勝： 53，877，200円 枠連： 発売なし
馬連： 52，144，200円 馬単： 38，681，000円 ワイド： 20，117，500円
3連複： 60，691，800円 3連単： 201，353，900円 計： 455，112，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 220円 � 2，720円 � 680円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 8，960円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 700円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 17，640円 3 連 単 ��� 99，440円

票 数

単勝票数 計 282467 的中 � 90159（2番人気）
複勝票数 計 538772 的中 � 80595（2番人気）� 4383（7番人気）� 19037（5番人気）
馬連票数 計 521442 的中 �� 4509（14番人気）
馬単票数 計 386810 的中 �� 2280（23番人気）
ワイド票数 計 201175 的中 �� 2682（16番人気）�� 7731（7番人気）�� 1512（22番人気）
3連複票数 計 606918 的中 ��� 2580（31番人気）
3連単票数 計2013539 的中 ��� 1468（130番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 53．3－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→	」
�
�

・（1，3）（5，4）－7＝6＝8＝2
1，3，7＝6，5＝4（8，2）

�
�
3，1，5－4，7－6－8＝2
1－3，7＝6＝5＝8，2－4

勝馬の
紹 介

アップトゥデイト 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．7 中京1着

2010．2．18生 牡5芦 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ 障害：7戦4勝 賞金 127，703，000円
〔制裁〕 オースミムーン号の騎手高田潤は，1周目4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

オースミムーン号の騎手高田潤は，2周目1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）



22009 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第9競走 ��
��1，200�

い ま り

伊 万 里 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

610 プラチナコード 牡3芦 54 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 498＋ 61：08．2 5．9�

58 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 川須 栄彦吉田 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 480＋ 21：08．51� 41．2�

59 	 ハイマウンテン 牝5鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 466＋ 81：08．6
 38．8�
46 チェネレントラ 牝5鹿 55 Z．パートン �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 2 〃 クビ 85．8�
（香港）

713 ダノンブライト 牡3青鹿54 幸 英明�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456－ 6 〃 ハナ 32．9	
712� エイシンカラット 牝3黒鹿52 武 豊�栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership 454＋ 41：08．7クビ 2．2

815 ウィットウォーター 牝4黒鹿55 太宰 啓介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B444± 01：08．8
 8．5�
611 ロ ッ ト リ ー 牝3鹿 52 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 422＋101：09．01� 78．0�
11 ナガラキコウシ 牡3栃栗54 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 456－ 2 〃 クビ 126．9
23 イルーシヴキャット 牝4栗 55 岩崎 翼 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 462－ 21：09．21� 4．8�
22 ベルリネッタ 牡4鹿 57 小牧 太大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 468＋ 2 〃 クビ 9．5�
34 グランデサムライ 牡3青鹿54 北村 友一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 462－ 21：09．3クビ 24．1�
814 トシファイブスター 牡5黒鹿57 熊沢 重文田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 川 啓一 452－ 21：09．72
 285．5�
35 ケントヒーロー 牡5栗 57 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 478± 0 〃 クビ 27．2�
47 プルーヴダモール 牝3芦 52 酒井 学 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 428－ 21：10．76 81．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，479，700円 複勝： 51，369，800円 枠連： 20，687，600円
馬連： 96，877，800円 馬単： 46，936，100円 ワイド： 43，501，600円
3連複： 116，986，200円 3連単： 181，771，000円 計： 597，609，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 690円 � 670円 枠 連（5－6） 3，890円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 12，230円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 1，920円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 36，390円 3 連 単 ��� 185，080円

票 数

単勝票数 計 394797 的中 � 53151（3番人気）
複勝票数 計 513698 的中 � 64953（4番人気）� 17848（9番人気）� 18562（8番人気）
枠連票数 計 206876 的中 （5－6） 4115（14番人気）
馬連票数 計 968778 的中 �� 9592（26番人気）
馬単票数 計 469361 的中 �� 2878（41番人気）
ワイド票数 計 435016 的中 �� 5005（27番人気）�� 5880（23番人気）�� 2606（41番人気）
3連複票数 計1169862 的中 ��� 2411（99番人気）
3連単票数 計1817710 的中 ��� 712（481番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．8―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 4，10，3（7，8）（5，9）（6，12）（2，15）（11，13，14）1 4 ・（4，10）（3，8）9（6，12）15（2，13）（7，14）（11，1）5

勝馬の
紹 介

プラチナコード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．7．5 函館4着

2012．3．26生 牡3芦 母 ホワイトメロディー 母母 ドラムメロディー 6戦2勝 賞金 18，898，000円
〔その他〕 プルーヴダモール号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22010 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第10競走 ��
��1，800�

し ら ぬ い

不 知 火 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．8．2以降27．7．26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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

57 サンライズタイセイ 牡5鹿 56 Z．パートン松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 460－181：45．6 21．7�
（香港）

69 サンセットスカイ 牡5栗 55 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－121：46．02� 16．6�

58 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿52 浜中 俊 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 410＋ 41：46．21 6．0�
712 ブリュネット 牝5栗 54 川須 栄彦 �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＋ 8 〃 クビ 9．9�
814 エクストレミティー 牡4鹿 54 幸 英明 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 496－ 41：46．41� 30．9�
813 キリシマホーマ 牡4鹿 57 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 518－ 4 〃 アタマ 7．4	
34 ゴットラウディー 牡7鹿 55 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 464± 01：46．61� 12．8

711	 メイショウオトコギ 
6栗 52 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 476－ 41：46．7� 92．1�
46 ウェーブゴールド 牡4黒鹿54 川田 将雅万波 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 478－ 21：46．91 7．0�
45 	 ゴ ー ス ル ー 牡5鹿 53 国分 優作 静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 458＋ 21：47．32� 103．5�
610 エルカミーノレアル 牡4鹿 56 藤岡 佑介広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 486＋ 21：47．51� 10．5�
22 ウインガニオン 牡3黒鹿53 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 41：47．6� 3．8�
33 ウエスタンレベッカ 牝5鹿 53 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 442－ 21：48．55 39．9�
11 スズカキングダム 牡6鹿 52 松若 風馬永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 504± 01：49．99 10．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，957，000円 複勝： 52，882，300円 枠連： 23，857，000円
馬連： 107，529，500円 馬単： 45，417，500円 ワイド： 50，418，800円
3連複： 135，863，400円 3連単： 185，767，800円 計： 637，693，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 640円 � 500円 � 230円 枠 連（5－6） 1，460円

馬 連 �� 12，350円 馬 単 �� 23，360円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 1，840円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 20，560円 3 連 単 ��� 152，700円

票 数

単勝票数 計 359570 的中 � 13196（10番人気）
複勝票数 計 528823 的中 � 19592（10番人気）� 26017（9番人気）� 71562（2番人気）
枠連票数 計 238570 的中 （5－6） 12651（4番人気）
馬連票数 計1075295 的中 �� 6747（50番人気）
馬単票数 計 454175 的中 �� 1458（94番人気）
ワイド票数 計 504188 的中 �� 4255（45番人気）�� 7112（27番人気）�� 7537（25番人気）
3連複票数 計1358634 的中 ��� 4956（90番人気）
3連単票数 計1857678 的中 ��� 882（652番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．3―12．0―12．2―12．3―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．4―33．7―45．7―57．9―1：10．2―1：22．1―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズタイセイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．5．11 京都8着

2010．4．28生 牡5鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 16戦4勝 賞金 54，914，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカキングダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地

競走に出走できない。
※エクストレミティー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22011 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第11競走 ��
��1，700�K B C 杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

KBC九州朝日放送賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

610� ランウェイワルツ 牡4栗 57 浜中 俊�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 504＋ 61：41．9 4．0�
46 サンライズバロン 牡5鹿 57 Z．パートン松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 502± 01：42．43 13．4�

（香港）

69 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 幸 英明曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 500－ 41：42．82	 19．2�
57 アーバンレジェンド 牝5栗 55 酒井 学吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 458－ 21：42．9	 128．0�
11 エ ル マ ン ボ 牡5青鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 536＋ 21：43．11	 5．0�
711 ノボリドリーム 牡6鹿 57 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 448＋101：43．3
 145．9	
33 カネトシマーシャル 牡7鹿 57 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 520＋ 61：43．51� 244．9

45 メイショウソレイユ 牡5鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 454－ 6 〃 ハナ 133．2�
22 フォローハート 牝4黒鹿55 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462－ 21：43．6クビ 7．3�
712 エノラブエナ 牡4鹿 57 小牧 太名古屋友豊 宮本 博 千歳 社台ファーム 554＋ 61：43．7	 2．9�
58 セイスコーピオン 牡5栗 57 藤岡 佑介金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 492± 01：44．01
 27．2�
34 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿57 太宰 啓介八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 B480－ 8 〃 クビ 43．3�
813 ケイティバローズ 牝5鹿 55 武 豊猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B498＋ 41：44．31
 9．0�
814 エイコーンパス 牡6栗 57 松山 弘平吉田 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＋ 21：45．47 204．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 63，439，500円 複勝： 91，237，500円 枠連： 35，757，700円
馬連： 218，912，300円 馬単： 95，293，300円 ワイド： 86，627，100円
3連複： 287，626，100円 3連単： 472，766，000円 計： 1，351，659，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 460円 � 520円 枠 連（4－6） 2，370円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，370円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 17，870円 3 連 単 ��� 79，260円

票 数

単勝票数 計 634395 的中 � 124211（2番人気）
複勝票数 計 912375 的中 � 181698（2番人気）� 44618（6番人気）� 38887（7番人気）
枠連票数 計 357577 的中 （4－6） 11692（10番人気）
馬連票数 計2189123 的中 �� 53223（12番人気）
馬単票数 計 952933 的中 �� 14427（19番人気）
ワイド票数 計 866271 的中 �� 17562（16番人気）�� 16506（18番人気）�� 6224（31番人気）
3連複票数 計2876261 的中 ��� 12071（51番人気）
3連単票数 計4727660 的中 ��� 4324（233番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．4―11．9―11．8―12．1―12．2―12．5―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―28．9―40．8―52．6―1：04．7―1：16．9―1：29．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ランウェイワルツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト

2011．3．4生 牡4栗 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 15戦3勝 賞金 106，140，000円
地方デビュー 2013．7．17 門別 ［他本会外：2戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22012 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第12競走 ��
��1，000�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
56．9
56．9

重
重

69 サンライズトーク �5芦 57
54 ▲	島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 478－ 2 58．2 13．6�

58 スマートエビデンス 牡4鹿 57 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 514± 0 58．41 2．4�
34 サカジロヴィグラス 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 524＋24 58．5
 6．2�
45 ゼンノステルス 牡4芦 57

56 ☆岩崎 翼大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 462± 0 〃 クビ 30．2�
813 ニホンピロヘーラー 牝3鹿 52 藤岡 佑介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 502＋ 8 58．6� 6．6�
22 ミスズモンブラン 牡4栗 57 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 484＋ 2 58．7� 71．7�
46 サンフレイム 牝3芦 52 国分 恭介 	キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486＋10 59．12� 34．8

610 ハクユウカンベエ 牡4鹿 57 中井 裕二 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 478＋10 〃 アタマ 12．3�
33 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 508＋12 〃 アタマ 24．6
57 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 426－ 2 〃 アタマ 34．4�
712 メイショウカフウ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 466－ 6 〃 ハナ 5．7�
711 チョウテッパン 牡4栗 57 中谷 雄太丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 504± 0 59．2クビ 27．8�
814 スズカチャンプ 牡6鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 490－ 8 〃 クビ 81．8�
11 � オシャレバンチョウ 牡5鹿 57 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 藤本牧場 486＋10 59．41 105．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，528，300円 複勝： 39，609，500円 枠連： 21，394，100円
馬連： 98，717，000円 馬単： 46，358，900円 ワイド： 45，321，800円
3連複： 121，225，700円 3連単： 190，800，000円 計： 602，955，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 270円 � 130円 � 200円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，050円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 25，630円

票 数

単勝票数 計 395283 的中 � 23239（6番人気）
複勝票数 計 396095 的中 � 30176（5番人気）� 101988（1番人気）� 46376（3番人気）
枠連票数 計 213941 的中 （5－6） 21197（3番人気）
馬連票数 計 987170 的中 �� 49859（4番人気）
馬単票数 計 463589 的中 �� 7509（15番人気）
ワイド票数 計 453218 的中 �� 18804（4番人気）�� 10374（11番人気）�� 31588（2番人気）
3連複票数 計1212257 的中 ��� 29426（5番人気）
3連単票数 計1908000 的中 ��� 5397（61番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―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4F46．2―3F35．6
3 8（9，13）4，6，5，10（1，12）7，2（3，14）－11 4 8（9，13）4－（5，6）（1，12）10（2，7）－14－（3，11）

勝馬の
紹 介

サンライズトーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2012．8．19 札幌2着

2010．2．10生 �5芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk 20戦2勝 賞金 30，900，000円



（27小倉2）第1日 8月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

227，270，000円
2，080，000円
7，420，000円
1，920，000円
20，270，000円
60，425，000円
5，279，200円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
353，444，800円
501，530，900円
163，715，500円
834，561，300円
420，608，000円
385，982，200円
1，053，264，000円
1，751，580，900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 5，464，687，600円

総入場人員 9，241名 （有料入場人員 8，176名）
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