
22109 8月30日 曇 稍重 （27小倉2）第10日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，000，000円 1，650，000
1，650，000

円
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

69 ブンブンブラウ 牝2鹿 54 松山 弘平三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 448＋ 61：09．8 3．1�
58 オーミポルカ 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 452－121：09．9� 135．5�
712 ポッドシルビア 牝2青鹿54 佐藤 友則小川眞査雄氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 430－ 8 〃 同着 238．1�

（笠松）

11 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 404＋ 4 〃 クビ 10．7�
610 キタイチサクラ 牝2栗 54 中谷 雄太小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 444＋ 21：10．0� 3．8�
711 バナナムーチョ 牝2鹿 54 秋山真一郎副島 義久氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 444－ 4 〃 クビ 11．4�
814 カシノマザー 牝2栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 近藤牧場 B430－ 41：10．1クビ 236．4	
45 クールマギー 牝2鹿 54 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 432＋ 8 〃 アタマ 3．0

46 ナンゴクハルネット 牝2黒鹿54 酒井 学渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 426－ 41：10．42 70．8�
33 コイハオヤスミ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 424－ 21：10．5� 30．3�
22 エメラルドアイ 牝2栗 54

51 ▲義 英真竹原 孝昭氏 石毛 善彦 日高 大西ステイブル 428－ 41：10．81� 206．6
57 テイエムアカトンボ 牝2栗 54 幸 英明竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 438＋ 2 〃 クビ 57．6�
34 シゲルニジョウサバ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 462－ 81：10．9� 122．1�
813 シゲルイブリカマス 牝2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 440＋ 61：12．17 56．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，051，500円 複勝： 22，841，600円 枠連： 9，830，400円
馬連： 35，554，400円 馬単： 21，055，100円 ワイド： 19，941，000円
3連複： 50，764，600円 3連単： 81，117，300円 計： 257，155，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 190円 �
�

2，580円
4，570円 枠 連（5－6）（6－7）

1，290円
560円

馬 連 ��
��

9，940円
28，210円 馬 単 ��

��
13，540円
34，870円

ワ イ ド ��
��

5，160円
12，510円 �� 96，550円

3 連 複 ��� 1，057，590円 3 連 単 ���
���

1，400，230円
1，400，230円

票 数

単勝票数 計 160515 的中 � 42419（2番人気）
複勝票数 計 228416 的中 � 42906（3番人気）� 1944（11番人気）� 1082（13番人気）
枠連票数 計 98304 的中 （5－6） 2822（9番人気）（6－7） 7055（3番人気）
馬連票数 計 355544 的中 �� 1389（34番人気）�� 487（49番人気）
馬単票数 計 210551 的中 �� 584（51番人気）�� 226（82番人気）
ワイド票数 計 199410 的中 �� 1005（35番人気）�� 411（51番人気）�� 53（90番人気）
3連複票数 計 507646 的中 ��� 36（290番人気）
3連単票数 計 811173 的中 ��� 21（1257番人気） ��� 21（1257番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．6―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．4―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブンブンブラウ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．7．5 中京2着

2013．3．4生 牝2鹿 母 リンデンシラユリ 母母 リンデンリリー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 バナナムーチョ号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
〔発走状況〕 シゲルイブリカマス号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻2分遅延。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22110 8月30日 曇 不良 （27小倉2）第10日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

47 タムロミラクル 牡3青鹿56 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472－ 21：44．0 1．2�
35 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56 和田 竜二�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－101：44．42� 8．9�
714 メイショウセセラギ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 B456± 01：44．72 91．6�
12 カシノサクセス 牡3黒鹿56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 野坂牧場 450＋ 81：44．8� 83．3�
713 リミットレス 牡3栗 56 �島 良太�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474－ 21：45．0� 60．1�
24 アスクアミーゴ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 512 ― 〃 ハナ 79．0	
611 デンコウシュク 牡3青 56 小牧 太田中 康弘氏 庄野 靖志 様似 中脇 一幸 438＋ 21：45．21� 33．8

612 エイダイサンデー 牡3芦 56

55 ☆岩崎 翼�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 442＋ 81：45．3� 37．7�
36 シゲルトンテントン 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 470－ 21：45．62 194．5
59 セイマイスター 牡3青鹿56 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 498＋121：46．13 261．1�
11 アドマイヤサクセス 牡3栗 56 松山 弘平近藤 利一氏 橋田 満 日高 日高大洋牧場 454－ 41：46．63 37．6�
23 チョーハッピー 牡3栗 56 幸 英明豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 488＋ 21：47．45 13．2�
48 アプシュルトス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣�G1レーシング 笹田 和秀 平取 追分ファーム 524 ―1：47．5� 13．5�
510 タイキヒストリー 牡3鹿 56 藤懸 貴志�大樹ファーム 牧田 和弥 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522＋ 21：47．81� 490．8�
815 トウカイオリエント 牡3鹿 56 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 478＋ 31：47．9� 90．0�

（15頭）
816 スノーライン 牝3芦 54 高倉 稜八尾 博氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム 460－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，016，100円 複勝： 84，419，700円 枠連： 11，359，700円
馬連： 39，290，300円 馬単： 31，159，300円 ワイド： 26，254，800円
3連複： 54，452，200円 3連単： 108，820，400円 計： 381，772，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 130円 � 490円 枠 連（3－4） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，000円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 9，550円

票 数

単勝票数 差引計 260161（返還計 203） 的中 � 173297（1番人気）
複勝票数 差引計 844197（返還計 450） 的中 � 686386（1番人気）� 49766（2番人気）� 6564（9番人気）
枠連票数 差引計 113597（返還計 20） 的中 （3－4） 30983（1番人気）
馬連票数 差引計 392903（返還計 2247） 的中 �� 103619（1番人気）
馬単票数 差引計 311593（返還計 1115） 的中 �� 66754（1番人気）
ワイド票数 差引計 262548（返還計 1164） 的中 �� 65127（1番人気）�� 5303（10番人気）�� 1608（30番人気）
3連複票数 差引計 544522（返還計 4785） 的中 ��� 8476（19番人気）
3連単票数 差引計1088204（返還計 7599） 的中 ��� 8256（27番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．6―12．3―12．6―12．5―12．4―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．5―41．8―54．4―1：06．9―1：19．3―1：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．1
1
3
・（3，7，15）－（2，5）9，12，14（4，8）6，13，1，10－11・（3，7）12（2，5）（9，15，11）13（14，8）（4，6）－（1，10）

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

勝馬の
紹 介

タムロミラクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．2．8 小倉2着

2012．3．15生 牡3青鹿 母 タムロイーネー 母母 フィールドロマン 9戦1勝 賞金 15，100，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤサクセス号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔競走除外〕 スノーライン号は，疾病〔右眼部打撲傷〕のため装鞍所で競走除外。

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10日



22111 8月30日 曇 稍重 （27小倉2）第10日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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

47 デビュタント 牝3鹿 54 川田 将雅前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456＋ 61：09．0 1．9�
11 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 506＋ 61：09．21� 3．4�
36 ノイエヴェルト 牝3芦 54

51 ▲義 英真 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474－ 41：09．41� 119．4�
713 テイエムセキハン 牝3栗 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 460± 01：09．5クビ 32．9�
816 ハコダテローズ 牝3鹿 54 中谷 雄太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 426＋ 8 〃 クビ 21．7�
24 ムラングシャンティ 牝3芦 54 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 484＋ 2 〃 ハナ 24．7	
48 ウインカルミナ 牝3鹿 54 幸 英明
ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 438± 01：09．6クビ 83．2�
59 テイエムヤンチャボ 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 430＋ 61：09．7� 23．3�
35 ナンゴクミチカ 牝3鹿 54 酒井 学渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 476＋251：09．8� 88．9
23 ノースファンタジー 牝3鹿 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 浦河 三嶋牧場 496－ 41：10．01 19．6�
715 ナ ン シ ー 牝3栗 54 佐藤 友則薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 414＋ 41：10．1� 206．6�

（笠松）

714 カイルアブルー 牝3芦 54 国分 恭介山住 勲氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 41：10．2クビ 256．6�
510 ヤマニンプチローブ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 442＋ 61：10．3� 233．0�
12 トリンカファイブ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436± 01：10．51� 17．8�
817 シャイニーシチー 牡3栗 56 熊沢 重文 
友駿ホースクラブ 日吉 正和 日高 日高大洋牧場 482－101：10．92� 82．8�
611 アキトプラズマ 牡3栗 56 秋山真一郎岡田 昭利氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506 ―1：11．21� 26．7�
612 グレアチャネル 牝3鹿 54 太宰 啓介
G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 61：11．73 103．6�
818 ジューンブラジリエ 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 追分ファーム B454± 0 〃 クビ 13．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，945，600円 複勝： 34，651，800円 枠連： 14，669，900円
馬連： 41，748，300円 馬単： 27，546，000円 ワイド： 28，126，200円
3連複： 66，825，800円 3連単： 99，356，400円 計： 333，870，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 1，170円 枠 連（1－4） 250円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 170円 �� 2，780円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 22，180円

票 数

単勝票数 計 209456 的中 � 86984（1番人気）
複勝票数 計 346518 的中 � 155128（1番人気）� 70126（2番人気）� 2871（14番人気）
枠連票数 計 146699 的中 （1－4） 44125（1番人気）
馬連票数 計 417483 的中 �� 109566（1番人気）
馬単票数 計 275460 的中 �� 46991（1番人気）
ワイド票数 計 281262 的中 �� 57697（1番人気）�� 2103（31番人気）�� 1234（45番人気）
3連複票数 計 668258 的中 ��� 5111（27番人気）
3連単票数 計 993564 的中 ��� 3247（55番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．4―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．5―46．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デビュタント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．12．20 阪神4着

2012．2．6生 牝3鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 8戦1勝 賞金 11，490，000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。
（非抽選馬） 1頭 オースミアース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22112 8月30日 曇 稍重 （27小倉2）第10日 第4競走 ��2，900�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20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

77 ワールドマッチ 牡4栗 60 林 満明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 488＋ 63：13．5 3．5�
55 � ヒルノマドリード 牡6黒鹿60 西谷 誠�ヒルノ 昆 貢 浦河 �川 啓一 524＋183：13．6� 5．2�
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 466－ 23：14．34 4．7�
22 ゼ ロ ス 牡6鹿 60 北沢 伸也杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 512＋ 23：14．83 2．6�
66 テイエムオドロキ 牝4栗 58 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 468＋103：15．33 9．3	
33 	 エイシンカリバーン 牡3鹿 58 植野 貴也�栄進堂 川村 禎彦 米 Red Dog

Stables 478± 03：17．5大差 27．6

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 460＋ 83：17．71� 55．9�
44 � ウエスタンムサシ 牡6芦 60 田村 太雅西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 526＋163：18．12� 36．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 13，722，600円 複勝： 10，755，800円 枠連： 発売なし
馬連： 27，828，200円 馬単： 16，305，600円 ワイド： 11，195，900円
3連複： 31，529，500円 3連単： 71，184，400円 計： 182，522，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 180円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 550円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 8，680円

票 数

単勝票数 計 137226 的中 � 30920（2番人気）
複勝票数 計 107558 的中 � 19098（3番人気）� 13503（5番人気）� 20280（2番人気）
馬連票数 計 278282 的中 �� 15730（9番人気）
馬単票数 計 163056 的中 �� 4668（13番人気）
ワイド票数 計 111959 的中 �� 4794（9番人気）�� 12079（2番人気）�� 7188（6番人気）
3連複票数 計 315295 的中 ��� 14348（7番人気）
3連単票数 計 711844 的中 ��� 5941（35番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 50．7－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドマッチ 
�
父 コンデュイット 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．30 中京6着

2011．2．12生 牡4栗 母 パーフェクトマッチ 母母 マッチザピース 障害：5戦1勝 賞金 10，600，000円



22113 8月30日 曇 良 （27小倉2）第10日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．9
1：45．9

良
良

77 � ストロングタイタン 牡2鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 530 ―1：50．5 1．7�

44 � リッチーリッチー 牡2栗 54 川田 将雅�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 514 ―1：50．71� 4．5�
88 マルカベッカム 牡2鹿 54 幸 英明日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 488 ―1：51．44 5．8�
22 ダンツブルース 牡2黒鹿54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 藤春 修二 472 ―1：52．03� 21．9�
33 コパノスウィープ 牡2栗 54

51 ▲義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 460 ―1：52．1� 26．2	
66 イチザビーナス 牝2鹿 54

51 ▲	島 克駿奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 482 ―1：52．63 70．9

55 タガノキングパワー 牡2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466 ―1：52．81
 11．6�
11 ケイティブレイブ 牡2栗 54

51 ▲三津谷隼人瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 482 ―1：53．75 23．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 25，006，000円 複勝： 38，078，400円 枠連： 発売なし
馬連： 36，153，600円 馬単： 27，260，500円 ワイド： 17，163，300円
3連複： 38，969，500円 3連単： 105，223，600円 計： 287，854，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 160円 �� 180円 �� 310円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 計 250060 的中 � 120321（1番人気）
複勝票数 計 380784 的中 � 249153（1番人気）� 39310（2番人気）� 32111（3番人気）
馬連票数 計 361536 的中 �� 79981（1番人気）
馬単票数 計 272605 的中 �� 46625（1番人気）
ワイド票数 計 171633 的中 �� 30237（1番人気）�� 24767（2番人気）�� 11490（4番人気）
3連複票数 計 389695 的中 ��� 67530（1番人気）
3連単票数 計1052236 的中 ��� 64920（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．1―12．9―12．5―12．1―11．8―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．6―50．5―1：03．0―1：15．1―1：26．9―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングタイタン 
�
父 Regal Ransom 

�
母父 Tiznow 初出走

2013．3．22生 牡2鹿 母 Titan Queen 母母 Ensnare 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 タガノキングパワー号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。

22114 8月30日 曇 良 （27小倉2）第10日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時40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 ピースオブジャパン 牡3栗 56
53 ▲�島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B478＋ 22：00．7 3．4�

24 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476＋ 42：01．02 2．8�

715 エイシンダーラ 牝3鹿 54 川田 将雅�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 462＋ 72：01．21� 17．8�
59 サトノマジカル 牝3青鹿54 浜中 俊里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム B420－ 22：01．41	 13．6�
36 チェイスザチャンス 牝3鹿 54 柴田 未崎畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 B482－ 22：01．6
 10．5�
714 メイショウソウソウ 牝3鹿 54 中谷 雄太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム B460＋ 62：01．92 32．4	
818 メモリーユニオン 牡3栗 56 藤懸 貴志�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 成隆牧場 466＋ 22：02．0クビ 80．5

48 ナムラオツウ 牝3鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 424＋ 8 〃 クビ 5．6�
11 ミスズメサイア 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 470 ―2：02．1クビ 35．6�
23 シャイニービーム 牡3鹿 56 川須 栄彦小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 448＋ 22：02．2
 94．3
47 トレジャーステイト 牝3鹿 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472 ―2：02．41	 32．6�

（笠松）

12 ア ニ エ ー ル 牝3青鹿 54
51 ▲義 英真寺田千代乃氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 476＋ 62：02．5	 59．2�

713 メイショウカルデラ 牡3芦 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 478－102：02．92	 142．3�
611 インターセプター 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース須貝 尚介 安平 追分ファーム 580＋402：03．43 35．0�
612 アスクティターン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 494＋ 62：03．5
 138．6�
817 カネトシルミナ 牝3鹿 54 森 一馬兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 武田 寛治 438＋ 62：04．13	 73．4�
510 アドマイヤアラシ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 様似 猿倉牧場 486－ 62：04．42 61．3�
35 ニホンピロラプター 牡3鹿 56 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 428－ 62：04．5クビ 277．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，641，800円 複勝： 23，608，800円 枠連： 14，523，900円
馬連： 43，246，600円 馬単： 24，019，000円 ワイド： 25，319，600円
3連複： 62，364，400円 3連単： 82，250，600円 計： 293，974，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 350円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 270円 �� 960円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 186418 的中 � 43493（2番人気）
複勝票数 計 236088 的中 � 53415（2番人気）� 57369（1番人気）� 11177（6番人気）
枠連票数 計 145239 的中 （2－8） 21156（1番人気）
馬連票数 計 432466 的中 �� 64694（1番人気）
馬単票数 計 240190 的中 �� 21042（1番人気）
ワイド票数 計 253196 的中 �� 28212（1番人気）�� 6182（10番人気）�� 6401（9番人気）
3連複票数 計 623644 的中 ��� 13568（7番人気）
3連単票数 計 822506 的中 ��� 4403（23番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．9―12．7―12．7―12．5―12．0―12．0―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―35．3―48．0―1：00．7―1：13．2―1：25．2―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5
1
3
15（6，17）14（10，12）18（3，7，8）（5，16）4，2（1，11）9＝13・（15，14）（6，17，16）（8，9）12（10，18，4）（7，1）（3，11）2（5，13）

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

勝馬の
紹 介

ピースオブジャパン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．7．12 中京3着

2012．2．19生 牡3栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 16戦1勝 賞金 20，860，000円
〔騎手変更〕 エイシンダーラ号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔発走状況〕 サトノマジカル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アワードジャック号・フェイマスワーズ号・プレシャスロード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



22115 8月30日 曇 重 （27小倉2）第10日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

610 メジャーガラメキ 牝3栗 52
51 ☆岩崎 翼髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：43．6 5．8�

815 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± 01：43．7� 38．2�
47 ネオヴァシュラン 牝3黒鹿52 川田 将雅小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 504－ 81：44．02 2．8�
22 ウルティマミューズ 牝4鹿 55 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 464＋241：44．21� 6．4�
814 モンシュシュ 牝5鹿 55 中谷 雄太 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 516± 01：44．3� 5．2	
23 ハンマークラビア 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464± 01：44．61� 81．9

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 434＋ 61：44．7クビ 59．7�
11 クライミングローズ 牝3青鹿52 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B426－ 2 〃 クビ 4．3�
35 � エアマデレーン 牝5青鹿55 川須 栄彦 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 456－ 6 〃 ハナ 28．0
46 スナークエンジェル 牝3黒鹿52 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 436－ 11：44．91 97．2�
713 ビジューミニョン 牝3青鹿52 国分 恭介 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 458－101：45．0� 204．5�
59 � サンレイフレンチ 牝4栗 55 酒井 学永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 414＋ 21：45．21	 101．0�
611 チャームドヴェール 牝5鹿 55 佐藤 友則 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 456－ 21：45．73 55．0�

（笠松）

712� エンプレスペスカ 牝4青鹿55 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 490＋32 〃 ハナ 148．0�
58 ピアレスピンク 牝3黒鹿52 高倉 稜 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 500＋14 〃 ハナ 65．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，983，600円 複勝： 34，537，900円 枠連： 14，116，400円
馬連： 53，802，700円 馬単： 27，176，800円 ワイド： 30，165，300円
3連複： 75，282，000円 3連単： 103，859，200円 計： 364，923，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 490円 � 150円 枠 連（6－8） 990円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 360円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 44，210円

票 数

単勝票数 計 259836 的中 � 35420（4番人気）
複勝票数 計 345379 的中 � 52902（4番人気）� 13146（7番人気）� 73345（1番人気）
枠連票数 計 141164 的中 （6－8） 11035（4番人気）
馬連票数 計 538027 的中 �� 6169（20番人気）
馬単票数 計 271768 的中 �� 2049（30番人気）
ワイド票数 計 301653 的中 �� 5115（13番人気）�� 23722（2番人気）�� 6163（12番人気）
3連複票数 計 752820 的中 ��� 10938（14番人気）
3連単票数 計1038592 的中 ��� 1703（131番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―11．7―12．6―12．4―12．3―12．4―12．1―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―29．5―42．1―54．5―1：06．8―1：19．2―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
7（10，15）6（3，11）（5，8，14）（2，13）9－（1，12）－4・（10，15）7（6，14）（11，13）（3，8）（5，2）9（1，4）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メジャーガラメキ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．10．11 京都3着

2012．3．1生 牝3栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 8戦2勝 賞金 18，690，000円
〔騎手変更〕 モンシュシュ号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22116 8月30日 曇 重 （27小倉2）第10日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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

57 ピクニックソング 牝4鹿 55 小坂 忠士山上 和良氏 奥村 豊 日高 長田ファーム 460＋ 8 57．3 11．0�
58 � エイシンバランサー 牡3芦 54 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs 474＋ 2 57．51	 1．7�
814 ロ ッ ト リ ー 牝3鹿 52 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 422± 0 57．92
 41．4�
69 ホッコーマグマ 牡5鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B488± 0 58．11	 13．5�
11 ミスズモンブラン 牡4栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 486＋ 8 58．2� 58．8�
45 ク ー ゲ ル 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 518± 0 58．41	 3．5	
34 カシノヒカル 牡4鹿 57 太宰 啓介柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 472＋ 2 〃 クビ 192．8

813 トリックデック 牡4栗 57 川島 信二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 2 58．5
 20．7�
610 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 432＋ 6 〃 ハナ 164．7�
712� ウ リ ボ ー 牡3栗 54 小牧 太冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 496－ 8 〃 アタマ 17．5
22 ウォーターメアヌイ 牝3鹿 52 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 422－ 2 58．7� 43．5�
46 カ ッ サ イ 牡4鹿 57 森 一馬 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 478－ 8 59．12
 47．4�
711 オシャレバンチョウ 牡5鹿 57

54 ▲義 英真 �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 474－12 59．31	 332．2�

33 � アワードジャック 牡3鹿 54 中谷 雄太安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi
Nakajima B456± 0 59．62 57．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，115，600円 複勝： 47，304，900円 枠連： 15，230，900円
馬連： 62，152，000円 馬単： 39，219，300円 ワイド： 31，244，900円
3連複： 76，333，300円 3連単： 156，180，900円 計： 456，781，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 110円 � 580円 枠 連（5－5） 890円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 470円 �� 5，240円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 10，650円 3 連 単 ��� 71，890円

票 数

単勝票数 計 291156 的中 � 21048（3番人気）
複勝票数 計 473049 的中 � 24662（4番人気）� 252799（1番人気）� 9873（7番人気）
枠連票数 計 152309 的中 （5－5） 13142（3番人気）
馬連票数 計 621520 的中 �� 49387（2番人気）
馬単票数 計 392193 的中 �� 9044（9番人気）
ワイド票数 計 312449 的中 �� 18859（3番人気）�� 1433（36番人気）�� 5340（13番人気）
3連複票数 計 763333 的中 ��� 5373（28番人気）
3連単票数 計1561809 的中 ��� 1575（162番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―34．1―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．7
3 7（8，14）（1，9，13）（5，12）（3，6）11（4，10）2 4 7（8，14）（9，13）（1，5，12）（6，11）（3，4，10）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピクニックソング �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．8．25 小倉1着

2011．5．8生 牝4鹿 母 コウユーノミチ 母母 オフトメロディ 18戦3勝 賞金 31，720，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 ロットリー号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔その他〕 アワードジャック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アワードジャック号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月30日まで出走できない。
※アワードジャック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22117 8月30日 曇 良 （27小倉2）第10日 第9競走 ��
��2，000�

と す

鳥 栖 特 別
発走14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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 � ザトゥルーエアー 牡4鹿 57 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 456－ 41：59．6 8．1�

812 タガノカムイ 牡3栗 54 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 468± 01：59．81	 3．3�

11 アイオシルケン 牡3黒鹿54 岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 460＋ 4 〃 ハナ 5．3�
45 キャノンプレート 牡3黒鹿54 浜中 俊 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 490＋ 82：00．12 2．8�
56 メイショウコルノ 牡4黒鹿57 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 526－ 42：00．52
 12．2�
68 � ウインマルゲリータ 牝5黒鹿55 国分 恭介�ウイン 日吉 正和 浦河 岡本 昌市 438± 02：00．71	 161．2	
57 トウカイララバイ 牝3鹿 52 岡田 祥嗣内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 492－ 42：00．91	 175．9

711 マイネルマエストロ 牡5青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 500＋ 2 〃 ハナ 13．1�
69 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 �島 克駿小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B466± 0 〃 ハナ 50．4�
33 セルリアンコスモ 牡3鹿 54 佐藤 友則イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 494－ 82：01．32
 138．3�

（笠松）

813 グ ラ ー ネ 牡6鹿 57 松山 弘平 キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 456－ 22：01．61� 46．0�
44 スズカチャンプ 牡6鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 500＋ 22：02．02
 105．2�
710 ヤマニンアリエッタ 牝4黒鹿55 秋山真一郎土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 520＋ 82：03．27 15．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，690，200円 複勝： 34，462，400円 枠連： 16，208，400円
馬連： 78，094，000円 馬単： 42，012，700円 ワイド： 38，139，900円
3連複： 98，854，200円 3連単： 162，728，400円 計： 502，190，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 200円 � 150円 � 210円 枠 連（2－8） 1，490円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 590円 �� 800円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 316902 的中 � 31103（4番人気）
複勝票数 計 344624 的中 � 42777（3番人気）� 69683（2番人気）� 39512（4番人気）
枠連票数 計 162084 的中 （2－8） 8401（8番人気）
馬連票数 計 780940 的中 �� 38547（6番人気）
馬単票数 計 420127 的中 �� 9104（15番人気）
ワイド票数 計 381399 的中 �� 16568（6番人気）�� 11842（11番人気）�� 19633（4番人気）
3連複票数 計 988542 的中 ��� 24960（9番人気）
3連単票数 計1627284 的中 ��� 6032（65番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―13．1―12．7―11．5―12．4―12．2―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．5―33．9―47．0―59．7―1：11．2―1：23．6―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4F48．4―3F36．0
1
3
・（6，10）＝11（5，2）－1－12－3，7，8（4，9）－13・（6，10）5（2，11）－1－12－（3，7）8－（4，9）－13

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

勝馬の
紹 介

�ザトゥルーエアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．2．26生 牡4鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 13戦2勝 賞金 23，471，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 トウカイララバイ号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため岡田祥嗣に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22118 8月30日 曇 良 （27小倉2）第10日 第10競走 ��
��1，200�

あ ま く さ

天 草 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．8．30以降27．8．23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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 マルヨバクシン 牝3栗 51 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 496－ 21：07．5 3．4�
816 トウカイセンス 牝4鹿 52 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 446± 01：07．82 10．8�
713 キタサンエピソード 牡6栗 55 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 494－ 21：08．01� 18．9�
611 オ ヒ ア 牝3黒鹿51 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 440± 01：08．1� 4．4�
47 タイセイララバイ 牝4青鹿52 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：08．2	 13．3	
817 バトルムーングロウ 牝4栗 52 岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 490＋ 81：08．3クビ 26．9

612 サンライズポパイ 牡7鹿 54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 474＋ 6 〃 ハナ 23．5�
815 スノーエンジェル 牝3芦 52 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 同着 6．6�
12 ナムラアッパー 牡4鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422± 0 〃 ハナ 20．5
24 マルカファイン 牡6栗 54 熊沢 重文日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 518± 01：08．4� 209．5�
11 テーオートマホーク 牡5鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 476－ 4 〃 クビ 81．0�
59 ゼンノコリオリ 牡5鹿 54 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466± 01：08．61 14．9�
36 モーニングコール 牝5鹿 52 幸 英明飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 446＋12 〃 クビ 57．5�
48 クラウンカイザー 牡6黒鹿56 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 482－201：08．7クビ 27．5�
510 ロマネクイーン 牝5鹿 53 佐藤 友則村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B468＋ 21：08．8	 54．6�

（笠松）

35 アドマイヤクーガー 牡7栗 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 21：09．01� 16．0�

714 クーファナイン 牝4鹿 53 小坂 忠士大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 484± 01：09．63� 65．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 36，650，500円 複勝： 56，682，100円 枠連： 30，223，200円
馬連： 118，324，700円 馬単： 50，164，900円 ワイド： 58，016，700円
3連複： 160，989，500円 3連単： 215，994，500円 計： 727，046，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 350円 � 500円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，540円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 48，720円

票 数

単勝票数 計 366505 的中 � 86195（1番人気）
複勝票数 計 566821 的中 � 102627（2番人気）� 38459（4番人気）� 25223（9番人気）
枠連票数 計 302232 的中 （2－8） 31484（2番人気）
馬連票数 計1183247 的中 �� 40509（4番人気）
馬単票数 計 501649 的中 �� 11808（7番人気）
ワイド票数 計 580167 的中 �� 15189（5番人気）�� 9686（16番人気）�� 4360（44番人気）
3連複票数 計1609895 的中 ��� 8738（42番人気）
3連単票数 計2159945 的中 ��� 3214（121番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．2―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―44．8―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．9
3 ・（14，6）（17，11）（3，10，15）（1，4，8）（2，7，13）（9，12，16）＝5 4 ・（14，6，11）（3，17）（10，15）（1，4，8）13，2（7，16）9，12－5

勝馬の
紹 介

マルヨバクシン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．15 京都2着

2012．5．13生 牝3栗 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 9戦3勝 賞金 37，254，000円
〔騎手変更〕 テーオートマホーク号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
※出走取消馬 プラチナコード号（疾病〔右肩跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カシノエルフ号・トワエモア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



22119 8月30日 曇 良 （27小倉2）第10日 第11競走 ��
��1，800�小倉日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：44．1
1：43．9

良
良

34 メイショウヤタロウ 牡7鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 494－ 21：47．0 8．8�
69 ノボリディアーナ 牝5栗 54 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462＋ 21：47．21 8．6�
45 バッドボーイ 牡5鹿 56 和田 竜二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 488－ 6 〃 クビ 24．2�
57 マウントシャスタ 牡6鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 ハナ 8．2�
58 マローブルー 牝4鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 464＋101：47．3� 2．4�
712 サンライズタイセイ 牡5鹿 56 小牧 太松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 464± 0 〃 クビ 10．2	
813 マックスドリーム 	8青鹿56 川須 栄彦山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 21：47．4
 61．3

610 マコトブリジャール 牝5鹿 54 松山 弘平�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 404± 0 〃 ハナ 5．0�
46 アドマイヤブルー 牡6鹿 56 武 幸四郎近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526＋101：47．71
 47．7�
814 ゼンノルジェロ 牡7青 56 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 クビ 51．8
22 � ドリームバスケット 牡8栗 57 佐藤 友則山下 定良氏 伊藤 強一 日高 荒井ファーム 460± 01：47．91 174．6�

（笠松） （笠松）

33 タマモトッププレイ 牡6黒鹿56 高倉 稜タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 494± 01：48．0� 20．1�
711 マ デ イ ラ 牡6栗 56 酒井 学 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 ハナ 25．0�
11 テーオーケンジャ 牡8栗 56 柴田 未崎小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 498－ 21：48．42� 141．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，277，900円 複勝： 67，902，400円 枠連： 55，308，800円
馬連： 228，099，300円 馬単： 102，272，700円 ワイド： 86，012，300円
3連複： 315，564，500円 3連単： 523，433，000円 計： 1，433，870，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 360円 � 640円 枠 連（3－6） 930円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，400円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 2，360円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 22，880円 3 連 単 ��� 141，170円

票 数

単勝票数 計 552779 的中 � 49736（5番人気）
複勝票数 計 679024 的中 � 65490（4番人気）� 51022（6番人気）� 25233（9番人気）
枠連票数 計 553088 的中 （3－6） 46015（4番人気）
馬連票数 計2280993 的中 �� 47903（13番人気）
馬単票数 計1022727 的中 �� 10361（28番人気）
ワイド票数 計 860123 的中 �� 18363（13番人気）�� 9295（30番人気）�� 8522（34番人気）
3連複票数 計3155645 的中 ��� 10344（73番人気）
3連単票数 計5234330 的中 ��� 2688（406番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．5―48．9―1：01．0―1：12．9―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤタロウ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．1．9 京都2着

2008．5．30生 牡7鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition 44戦5勝 賞金 134，979，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤブルー号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため武幸四郎に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22120 8月30日 曇 重 （27小倉2）第10日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713 ファイヤーロック 牡4黒鹿57 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 470± 01：43．9 6．4�

35 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 452± 01：44．11 81．3�
610 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 496－ 6 〃 クビ 4．7�
11 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿57 難波 剛健山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 B470－ 2 〃 ハナ 36．0�
23 ウエスタンパレード 牡4栗 57 和田 竜二 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 524＋141：44．2クビ 7．5�
46 キングルアウ 牡3鹿 54 川須 栄彦 	社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム B508＋141：44．41� 44．1

712 シャトーウインド 牡5黒鹿57 酒井 学円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 472＋ 4 〃 クビ 9．4�
58 オウケンワールド 牡3芦 54 川田 将雅福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B492＋101：44．5� 3．6�
34 ゲームフェイス 牡5芦 57 太宰 啓介宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B546＋ 21：45．35 15．5
47 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 468－ 41：45．72� 94．0�
59 コウエイアース 牡5鹿 57

54 ▲	島 克駿西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 474＋ 81：45．8クビ 35．0�
611 テイエムテツジン 牡3栗 54 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 444＋ 8 〃 同着 9．4�
814 カ オ ー ル 牝4青 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋181：46．54 10．8�
22 グレートエンジェル 牝5鹿 55 佐藤 友則田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 村下 清志 514＋101：46．92� 328．7�

（笠松）

815
 ミッキーナイト 牡4栗 57
54 ▲義 英真野田みづき氏 高橋 康之 新ひだか 矢野牧場 472＋ 61：47．64 192．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，375，700円 複勝： 63，601，600円 枠連： 32，696，400円
馬連： 126，439，400円 馬単： 55，972，700円 ワイド： 57，923，200円
3連複： 160，023，400円 3連単： 258，729，100円 計： 799，761，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 250円 � 1，450円 � 180円 枠 連（3－7） 2，350円

馬 連 �� 28，790円 馬 単 �� 38，830円

ワ イ ド �� 8，050円 �� 570円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 35，680円 3 連 単 ��� 254，510円

票 数

単勝票数 計 443757 的中 � 55153（3番人気）
複勝票数 計 636016 的中 � 68843（3番人気）� 8669（12番人気）� 110107（2番人気）
枠連票数 計 326964 的中 （3－7） 10741（12番人気）
馬連票数 計1264394 的中 �� 3403（57番人気）
馬単票数 計 559727 的中 �� 1081（97番人気）
ワイド票数 計 579232 的中 �� 1768（59番人気）�� 28533（3番人気）�� 3104（43番人気）
3連複票数 計1600234 的中 ��� 3363（101番人気）
3連単票数 計2587291 的中 ��� 737（681番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．7―12．7―12．4―12．1―12．3―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．5―42．2―54．6―1：06．7―1：19．0―1：31．2

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

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

勝馬の
紹 介

ファイヤーロック �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．7 中京4着

2011．5．7生 牡4黒鹿 母 ディアマンブルー 母母 ゲートドクール 17戦3勝 賞金 38，410，000円
〔騎手変更〕 レイズオブザサン号の騎手藤岡佑介は，第9日第12競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔制裁〕 コウエイアース号の騎手	島克駿は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・4番・2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（27小倉2）第10日 8月30日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 169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

197，700，000円
3，140，000円
4，840，000円
1，530，000円
17，460，000円
64，841，500円
4，859，600円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
343，477，100円
518，847，400円
214，168，000円
890，733，500円
464，164，600円
429，503，100円
1，191，952，900円
1，968，877，800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 6，021，724，400円

総入場人員 10，022名 （有料入場人員 8，771名）
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