
22025 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬，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 カシノエイシ 牡2鹿 54 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 540－ 61：09．9 2．5�
712 テイエムヤマンカミ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 420－ 21：10．32� 5．6�
45 チェストケホーク 牝2鹿 54

51 ▲義 英真了德寺健二氏 池上 昌和 熊本 本田 土寿 466－ 61：10．93� 12．2�
11 テイエムマケンゲナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 440＋ 8 〃 ハナ 8．7�
814 エディブルフラワー 牝2栗 54 和田 竜二山本 武司氏 服部 利之 熊本 村山 光弘 458± 01：11．0� 17．9�
46 ホーザンポントス 牡2鹿 54 �島 良太神田 通博氏 武田 博 鹿児島 神田 通博 394－ 41：11．21� 6．4�
711 ウインヴォルケーノ 牡2黒鹿54 熊沢 重文	ウイン 中村 均 熊本 本田 土寿 472＋ 21：11．41� 20．6

34 メイジュンジュライ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼松田 整二氏 森田 直行 熊本 本田 土寿 484－ 61：12．25 48．9�
69 カシノカーニバル 牝2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 466－ 41：12．62� 70．2�
57 カシノショウ 牡2鹿 54 花田 大昂柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 408－ 21：12．7クビ 194．2
58 プレイヤークィーン 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人西村新一郎氏 日吉 正和 熊本 村山 光弘 424－ 21：12．8� 143．5�
33 テイエムマッケカ 牡2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 458＋ 21：13．01� 131．2�
610 カ シ ノ レ ア 牝2栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 412－ 21：13．21� 59．0�
813 カノヤハンター 牡2栗 54 幸 英明神田 薫氏 坂口 正則 鹿児島 田原牧場 394＋ 61：13．62� 11．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，431，600円 複勝： 15，170，400円 枠連： 8，747，200円
馬連： 28，748，500円 馬単： 17，028，900円 ワイド： 15，689，900円
3連複： 42，435，100円 3連単： 53，507，900円 計： 193，759，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 180円 � 260円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 280円 �� 660円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 6，430円

票 数

単勝票数 計 124316 的中 � 41171（1番人気）
複勝票数 計 151704 的中 � 36339（1番人気）� 20337（3番人気）� 12188（5番人気）
枠連票数 計 87472 的中 （2－7） 12466（1番人気）
馬連票数 計 287485 的中 �� 38022（1番人気）
馬単票数 計 170289 的中 �� 13164（1番人気）
ワイド票数 計 156899 的中 �� 16403（1番人気）�� 5801（6番人気）�� 3855（13番人気）
3連複票数 計 424351 的中 ��� 14562（4番人気）
3連単票数 計 535079 的中 ��� 6029（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．6―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノエイシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スズカストリート デビュー 2015．6．28 阪神8着

2013．3．19生 牡2鹿 母 カシノエスケイプ 母母 サンカンピアレス 3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。
〔その他〕 カノヤハンター号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムマッケカ号・カシノレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月8日

まで平地競走に出走できない。

22026 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．9
1：45．9

良
良

611 ノーブルマーズ 牡2栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 456－ 21：48．6 6．4�
713 エ キ ド ナ 牝2青鹿54 松山 弘平�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 484＋ 21：48．81� 8．8�
815 ワンスインアライフ 牡2鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 456＋ 21：49．22� 60．8�
11 アイアンマン 牡2鹿 54 Z．パートン杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 444＋ 61：49．3� 1．8�

（香港）

23 キャンドヒート 牡2黒鹿54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 平山牧場 458± 01：49．4� 17．2�
22 ホイールバーニング 牡2栗 54 藤岡 佑介市川 義美氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 41：49．5クビ 15．8	
58 セキサンシップ 牝2鹿 54

51 ▲	島 克駿
関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 436－ 2 〃 クビ 55．6�
35 ホットファイヤー 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 450＋ 41：49．6クビ 9．1�
46 コパノアラジン 牡2栗 54 酒井 学小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 502－ 41：49．92 142．0
34 マイネルインディゴ 牡2栗 54

51 ▲義 英真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム 466＋ 2 〃 ハナ 46．5�

712 キングラディウス 牡2栗 54 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 444－ 41：50．21� 82．0�
610 レッドカムラッド 牡2鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 橋田 満 浦河 杵臼牧場 480± 01：50．62� 37．5�
47 カノヤルジャンドル 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 444＋ 81：50．81
 258．7�
59 マルクデラポム 牝2青鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 470± 01：50．9クビ 54．0�
814 タマモベルガモ 牡2栗 54 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 456－ 61：51．64 39．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，804，900円 複勝： 35，804，500円 枠連： 10，228，900円
馬連： 40，408，900円 馬単： 25，174，700円 ワイド： 23，695，900円
3連複： 51，910，700円 3連単： 74，278，500円 計： 285，307，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 320円 � 1，370円 枠 連（6－7） 1，640円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，790円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 18，600円 3 連 単 ��� 71，700円

票 数

単勝票数 計 238049 的中 � 30864（2番人気）
複勝票数 計 358045 的中 � 46303（2番人気）� 30159（3番人気）� 5683（10番人気）
枠連票数 計 102289 的中 （6－7） 4817（6番人気）
馬連票数 計 404089 的中 �� 21528（6番人気）
馬単票数 計 251747 的中 �� 6742（8番人気）
ワイド票数 計 236959 的中 �� 13383（4番人気）�� 2091（26番人気）�� 1857（31番人気）
3連複票数 計 519107 的中 ��� 2093（60番人気）
3連単票数 計 742785 的中 ��� 751（209番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．3―12．4―11．7―11．6―11．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．4―48．8―1：00．5―1：12．1―1：23．9―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．5
1
3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ノーブルマーズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．6．6 阪神2着

2013．5．10生 牡2栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔その他〕 タマモベルガモ号は，競走中終始外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。

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３日



22027 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3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

510 ノーブルソニック 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474± 01：46．3 14．5�
816 デストリアー 牝3鹿 54 川田 将雅 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 444± 01：46．62 3．3�
713 バイオレットフィズ 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 432－121：46．81� 55．2�
612 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 456－ 2 〃 ハナ 24．3�
48 バイナリーコード 牝3栗 54 浜中 俊 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 480＋ 61：47．01� 3．5�
611 シークレットオース 牝3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 ハナ 13．0	
59 プ リ ー メ ル 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496－ 41：47．1クビ 54．3

11 クレスコエルザ 牝3鹿 54 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 418± 01：47．31� 17．9�
35 キ ト ラ 牝3鹿 54 �島 良太林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：47．4� 79．5�
47 サントノーレ 牝3栗 54

51 ▲義 英真吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 482－ 81：47．5� 6．3
24 レッドシャローム 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �東京ホースレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋101：48．35 93．8�

36 マ ウ ロ ア 牝3栗 54
53 ☆松若 風馬�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 416－141：49．04 13．5�

23 メイショウコーラル 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 406＋ 2 〃 クビ 200．5�
815 サッチイズライフ 牝3青鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－141：49．42� 9．9�
714 ノアズアーク 牝3栗 54 小牧 太早野 誠氏 松永 幹夫 洞	湖 レイクヴィラファーム 432＋ 4 〃 クビ 28．1�
12 マーブルシャルルー 牝3鹿 54 熊沢 重文下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 橋本牧場 396＋ 81：53．1大差 324．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，427，900円 複勝： 30，907，900円 枠連： 12，118，200円
馬連： 39，131，400円 馬単： 21，690，200円 ワイド： 25，184，800円
3連複： 56，774，100円 3連単： 76，468，900円 計： 282，703，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 410円 � 160円 � 1，140円 枠 連（5－8） 2，150円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 930円 �� 9，210円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 34，420円 3 連 単 ��� 160，690円

票 数

単勝票数 計 204279 的中 � 11224（7番人気）
複勝票数 計 309079 的中 � 17128（6番人気）� 69545（1番人気）� 5453（12番人気）
枠連票数 計 121182 的中 （5－8） 4351（12番人気）
馬連票数 計 391314 的中 �� 10476（9番人気）
馬単票数 計 216902 的中 �� 2513（24番人気）
ワイド票数 計 251848 的中 �� 7295（7番人気）�� 683（63番人気）�� 2355（26番人気）
3連複票数 計 567741 的中 ��� 1237（98番人気）
3連単票数 計 764689 的中 ��� 345（487番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．8―54．9―1：07．2―1：19．8―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3
7，11，16（5，15）（8，14）4（6，13）1（2，10，12）9，3
7，11（5，16）（8，15）（4，1）12，14，9（13，6）10－（2，3）

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

勝馬の
紹 介

ノーブルソニック �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．20 中京8着

2012．2．5生 牝3黒鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 4戦1勝 賞金 5，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーブルシャルルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月8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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンレイミヤビ号・ブリーズヴェール号
（非抽選馬） 2頭 ブレイジング号・ベルディーヴァ号

22028 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第4競走 ��
��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

36 ブロードキャスト 牡3芦 56 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ B514＋ 81：48．2 21．5�

714 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 Z．パートン吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 490± 0 〃 クビ 3．2�
（香港）

713 ミスズダンディー 牡3鹿 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 454－161：48．3� 23．4�
612 ヒメキヨヒダカ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 474＋181：48．4� 28．5�
47 サンチェロキー 牡3栗 56 藤岡 佑介加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 B458＋ 61：48．5� 9．3�
816 グランソルティス 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 474＋ 41：49．13� 12．8	
23 エイシンサブウェイ 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 508＋ 21：49．31� 2．6

611	 アワードジャック 牡3鹿 56

53 ▲
島 克駿安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi
Nakajima B456＋ 21：49．4� 22．4�

48 ユヴェーレン 牝3鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：49．5クビ 30．3�

11 キラメキオトメ 牝3青鹿54 国分 優作イクタ 作田 誠二 日高 長谷川 一男 404－12 〃 クビ 193．5�
59 メイショウワカアユ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 452－ 81：49．92� 8．7�
35 デスティーノトップ 牡3鹿 56 熊沢 重文名古屋友豊� 宮本 博 日高 下河辺牧場 540－141：50．0クビ 285．4�
12 ウォーターライラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 456－ 61：50．21� 202．5�
510 メイショウハシダテ �3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B490＋10 〃 ハナ 190．0�
24 	 シウダニーニャ 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬一村 哲也氏 森 秀行 米 Diamond A
Racing Corp. 454 ―1：50．3� 59．0�

815 フェイマスワーズ 牡3黒鹿56 北村 友一 サンデーレーシング 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 444 ―1：50．4� 55．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，554，600円 複勝： 21，801，300円 枠連： 12，553，000円
馬連： 33，976，700円 馬単： 19，747，700円 ワイド： 20，978，500円
3連複： 47，445，200円 3連単： 68，705，700円 計： 243，762，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 550円 � 160円 � 490円 枠 連（3－7） 3，890円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 11，740円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 4，640円 �� 930円

3 連 複 ��� 18，390円 3 連 単 ��� 84，420円

票 数

単勝票数 計 185546 的中 � 6875（6番人気）
複勝票数 計 218013 的中 � 8563（7番人気）� 47985（2番人気）� 9753（6番人気）
枠連票数 計 125530 的中 （3－7） 2497（14番人気）
馬連票数 計 339767 的中 �� 5926（14番人気）
馬単票数 計 197477 的中 �� 1261（36番人気）
ワイド票数 計 209785 的中 �� 3552（15番人気）�� 1126（43番人気）�� 5990（8番人気）
3連複票数 計 474452 的中 ��� 1934（59番人気）
3連単票数 計 687057 的中 ��� 590（272番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．1―46．9―58．9―1：11．1―1：23．2―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．1
1
3
11，2，12－9，4，5，3，1（14，16）8，6－7－13，10－15
11－6，9（12，3）5（2，14，16）（4，7）（1，8）13－10－15

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

勝馬の
紹 介

ブロードキャスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2014．11．9 京都5着

2012．4．9生 牡3芦 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song 7戦1勝 賞金 6，050，000円
〔発走状況〕 エイシンサブウェイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔調教再審査〕 エイシンサブウェイ号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グラマシーパーク号・サウンドギャツビー号・シーザーバローズ号
※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。



22029 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第5競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

66 メイショウマイカゼ 牝2黒鹿54 小牧 太松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 416 ―1：10．6 16．0�
22 メイケイオリオン 牡2青鹿54 酒井 学名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ― 〃 クビ 9．1�
77 モ ヒ カ ン 牡2鹿 54 北村 友一内田 玄祥氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 420 ―1：10．7� 29．8�
55 アテンフェスタ 牡2栗 54 川田 将雅河村 �平氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476 ―1：10．8クビ 1．4�
88 トウケイドライヴ 牡2鹿 54 中谷 雄太木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 456 ― 〃 ハナ 25．6	
89 チャペルオブラブ 牝2鹿 54 幸 英明前田 葉子氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442 ―1：11．65 4．7

11 コウエイドルバコ 牡2栗 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 480 ―1：12．13 17．8�
44 テイエムハートダン 牡2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 484 ―1：14．1大差 82．6�
33 アイファードン 牡2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 412 ―1：17．0大差 97．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，352，700円 複勝： 51，261，400円 枠連： 6，779，100円
馬連： 26，464，600円 馬単： 22，418，900円 ワイド： 14，476，500円
3連複： 32，083，000円 3連単： 83，991，300円 計： 261，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 1，350円 � 640円 � 1，420円 枠 連（2－6） 7，710円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 16，830円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，690円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 18，590円 3 連 単 ��� 237，860円

票 数

単勝票数 計 243527 的中 � 12895（4番人気）
複勝票数 計 512614 的中 � 9851（6番人気）� 22246（3番人気）� 9337（7番人気）
枠連票数 計 67791 的中 （2－6） 681（15番人気）
馬連票数 計 264646 的中 �� 3628（15番人気）
馬単票数 計 224189 的中 �� 999（31番人気）
ワイド票数 計 144765 的中 �� 2643（14番人気）�� 1369（22番人気）�� 1918（16番人気）
3連複票数 計 320830 的中 ��� 1294（39番人気）
3連単票数 計 839913 的中 ��� 256（261番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．3―46．2―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 ・（5，6）7（1，2）9，8＝4＝3 4 ・（5，6）（2，7）8，9，1＝4＝3

勝馬の
紹 介

メイショウマイカゼ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スキャターザゴールド 初出走

2013．5．6生 牝2黒鹿 母 メイショウベーネ 母母 ラ リ シ ェ ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファードン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月8日まで平地競走

に出走できない。

22030 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3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

510 ワキノハガクレ 牡3黒鹿 56
55 ☆松若 風馬脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 424＋ 41：46．6 13．6�

612 メイショウユメハチ 牡3青鹿56 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 502－ 6 〃 クビ 93．1�
815 ヨドノナイト 牡3鹿 56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 506＋ 61：46．7� 3．3�
816 カフジエンパイア 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 510＋ 21：46．8クビ 18．2�
713 ディプロイディ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 538＋ 21：47．12 15．8�
611 レパードクリフ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和子氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472－121：47．31� 3．4�
24 チャリスウェル 牡3鹿 56 Z．パートン 	キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 522－ 4 〃 ハナ 17．8


（香港）

48 バンブーキングペレ 牡3栗 56 幸 英明	バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 458－ 61：47．4� 7．1�
36 エイシンダンサー 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 448－101：47．6� 8．5
47 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 松山 弘平大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 474＋ 2 〃 クビ 29．8�
11 クリノチクバオー 牡3栗 56 酒井 学栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 506－ 21：47．7� 35．8�
12 ハ ヤ イ ガ ナ 牡3栗 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 464－ 81：47．91 117．0�
59 ワンダーヴァローレ 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム B490＋ 41：48．0� 229．1�
23 コウザンゴールド 牡3栗 56

53 ▲�島 克駿山下 良子氏 中村 均 様似 様似堀牧場 488－ 21：48．1� 97．5�
714 カ ツ カ モ 	3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼北側 雅勝氏 森 秀行 新冠 富本 茂喜 422－221：48．95 49．4�
35 コ ン コ ー ド 牡3鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 528＋ 21：49．32� 23．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，691，500円 複勝： 32，587，200円 枠連： 13，125，600円
馬連： 45，447，300円 馬単： 22，772，800円 ワイド： 27，829，400円
3連複： 61，345，000円 3連単： 77，988，600円 計： 304，787，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 320円 � 1，080円 � 170円 枠 連（5－6） 3，240円

馬 連 �� 38，620円 馬 単 �� 66，200円

ワ イ ド �� 9，910円 �� 790円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 32，080円 3 連 単 ��� 156，620円

票 数

単勝票数 計 236915 的中 � 13864（5番人気）
複勝票数 計 325872 的中 � 24882（5番人気）� 6109（13番人気）� 65194（1番人気）
枠連票数 計 131256 的中 （5－6） 3135（13番人気）
馬連票数 計 454473 的中 �� 912（77番人気）
馬単票数 計 227728 的中 �� 258（148番人気）
ワイド票数 計 278294 的中 �� 699（79番人気）�� 9566（5番人気）�� 1738（48番人気）
3連複票数 計 613450 的中 ��� 1434（110番人気）
3連単票数 計 779886 的中 ��� 361（521番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．7―12．9―12．6―12．7―12．8―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．6―42．5―55．1―1：07．8―1：20．6―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3
15（10，11）16，6，1，13（2，4）8（5，12）9（3，14）7
15（11，16）（10，6，1）（2，4，13）8（3，5）（12，14）7，9

2
4

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

勝馬の
紹 介

ワキノハガクレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 中山12着

2012．4．19生 牡3黒鹿 母 ホーリーグレイル 母母 アンブロジン 8戦1勝 賞金 6，500，000円
※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。



22031 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 スーパールミナル 牝3栗 54 北村 友一 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社
吉田ファーム 478－ 81：08．9 33．4�

12 エレディータ 牝3鹿 54 和田 竜二 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B442－161：09．0� 20．3�
24 キングカーティス 牡3鹿 56 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 450＋ 21：09．21� 10．8�
35 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 424＋ 4 〃 クビ 15．7�
713 オーキャロル 牝3栗 54 小牧 太	田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 412－121：09．3クビ 31．9

59 	 マイグリュック 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 �シルクレーシング 吉村 圭司 英 Watership
Down Stud 468－ 61：09．4� 28．0�

715 サクラティンクル 牝3鹿 54 中谷 雄太�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B458－ 4 〃 クビ 3．1�
818 ロードチャレンジ 牡3栃栗56 藤岡 佑介 �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 448＋121：09．5� 265．5
11 タガノトリオンフ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 21：09．6� 7．3�
611 ルミナスギャラン 牡3芦 56

55 ☆松若 風馬小林都美子氏 笹田 和秀 新ひだか 棚川 光男 434＋ 2 〃 クビ 167．7�
714 ティアラトウショウ 牝3鹿 54 松山 弘平トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B424± 01：09．7� 23．2�
36 ヒデノプラチナ 牡3鹿 56 
島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 424＋121：09．91� 173．7�
48 アンフィシアター 牝3青鹿54 国分 優作 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 442＋ 21：10．11� 123．4�
816	 シェリュスドパリ 牝3栗 54 浜中 俊吉田 千津氏 角居 勝彦 仏

Mr Yvon
Lelimouzin, Mr
Benoit Deschamps

502－ 4 〃 クビ 4．5�
510	 マ ラ ニ ー ノ �3鹿 56 Z．パートン吉田 和美氏 西園 正都 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 488－ 61：10．2クビ 5．7�
（香港）

612 スリーアンゼラ 牝3栗 54 高倉 稜永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 426－101：10．3� 112．9�
817 ルスナイキャンディ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 454 ― 〃 ハナ 51．0�
23 サンドメサージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲
島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 448－ 21：10．93� 214．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，632，900円 複勝： 33，878，600円 枠連： 14，626，400円
馬連： 47，916，800円 馬単： 26，052，700円 ワイド： 27，295，500円
3連複： 64，859，500円 3連単： 86，309，500円 計： 324，571，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 1，000円 � 630円 � 430円 枠 連（1－4） 6，850円

馬 連 �� 24，750円 馬 単 �� 50，750円

ワ イ ド �� 7，300円 �� 3，870円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 40，800円 3 連 単 ��� 261，810円

票 数

単勝票数 計 236329 的中 � 5652（11番人気）
複勝票数 計 338786 的中 � 8518（10番人気）� 14164（7番人気）� 21948（6番人気）
枠連票数 計 146264 的中 （1－4） 1653（21番人気）
馬連票数 計 479168 的中 �� 1500（59番人気）
馬単票数 計 260527 的中 �� 385（115番人気）
ワイド票数 計 272955 的中 �� 956（61番人気）�� 1818（45番人気）�� 2709（29番人気）
3連複票数 計 648595 的中 ��� 1192（124番人気）
3連単票数 計 863095 的中 ��� 239（758番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―10．8―11．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．6―44．4―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．3
3 2，7（1，5，16）（4，15）（13，18）14，17（10，6，8）－（3，9，11）－12 4 2，7（1，5，16）15（13，4）18，14（10，6，17）8（9，11）－（3，12）

勝馬の
紹 介

スーパールミナル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Hennessy デビュー 2014．12．7 阪神7着

2012．4．29生 牝3栗 母 ファストアズライト 母母 Tough as Nails 8戦1勝 賞金 5，100，000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 カゼノカオリ号
※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。

22032 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

810 タガノヴェルリー 牝3鹿 52 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B428－ 2 58．0 4．7�

78 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＋ 8 58．21� 1．8�

66 オリエンタルダンス 牝3黒鹿52 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 8 58．3� 10．8�

22 	 コパノハート 牝3鹿 52 北村 友一小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 448－ 4 58．62 4．6�
811 ヤサカナンティー 牡3鹿 54 国分 優作志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 476－ 2 58．7� 118．7�
33 ミスズモンブラン 牡4栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 478－ 6 〃 アタマ 22．6	
11 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 486－10 58．8� 49．9

44 サンフレイム 牝3芦 52

51 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 480－ 6 59．01� 22．5�
79 ヴ ェ リ テ 
3栗 54

51 ▲義 英真 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482± 0 59．1� 31．8�

67 ドリームハヤテ 牡5鹿 57 熊沢 重文ライオンレースホース 南井 克巳 日高 長谷川 一男 502－16 59．52� 39．1�
55 ショウリュウバイオ 
5栗 57 松山 弘平バイオ 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－12 59．7� 83．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，158，400円 複勝： 43，148，500円 枠連： 11，308，800円
馬連： 50，136，800円 馬単： 30，577，700円 ワイド： 24，456，000円
3連複： 62，638，200円 3連単： 124，050，500円 計： 373，474，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 180円 �� 610円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 271584 的中 � 45822（3番人気）
複勝票数 計 431485 的中 � 57242（2番人気）� 230655（1番人気）� 28813（4番人気）
枠連票数 計 113088 的中 （7－8） 35205（1番人気）
馬連票数 計 501368 的中 �� 118676（1番人気）
馬単票数 計 305777 的中 �� 26228（3番人気）
ワイド票数 計 244560 的中 �� 41848（1番人気）�� 8503（8番人気）�� 16825（3番人気）
3連複票数 計 626382 的中 ��� 43760（2番人気）
3連単票数 計1240505 的中 ��� 17700（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．8―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．6
3 ・（1，2）（6，10）8，3，9，11，4（5，7） 4 ・（1，2，6，10）（3，8）－（9，11）－（4，5）7

勝馬の
紹 介

タガノヴェルリー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2014．7．19 中京1着

2012．1．16生 牝3鹿 母 タガノデムジュール 母母 タガノラピス 10戦2勝 賞金 21，031，000円



22033 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第9競走 ��2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

812 ウインリバティ 牝4黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 438－ 61：59．3 3．7�
69 メイショウグレア 牝5鹿 55 北村 友一松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 428＋ 41：59．51 33．0�
33 アプリコットベリー 牝3青鹿52 松若 風馬 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396＋10 〃 クビ 14．2�
813 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 468± 0 〃 クビ 24．5�
56 プリメラアスール 牝3黒鹿52 和田 竜二青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 484－ 61：59．71 33．7	
45 パラダイスリッジ 牝3鹿 52 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 456± 01：59．8� 3．1

711 マンノアクトレス 牝5鹿 55 秋山真一郎萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 460＋161：59．9� 127．6�
11 アドマイヤウイング 牝4鹿 55 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 468－102：00．11� 17．8�
68 ピエールドリュヌ 牝4黒鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 472－ 22：00．42 7．5
710 テイエムサンビカ 牝4青鹿55 義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 474－ 42：00．5� 28．3�
57 カ ゼ ル タ 牝3栗 52 高倉 稜吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：00．81� 5．5�
44 フェイトカラー 牝4黒鹿55 国分 優作吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 ハナ 17．3�
22 ワクワクキリシマ 牝4鹿 55 藤岡 佑介西村新一郎氏 奥村 豊 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋262：04．6大差 33．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，701，600円 複勝： 42，982，100円 枠連： 16，072，500円
馬連： 78，443，900円 馬単： 36，539，700円 ワイド： 37，889，300円
3連複： 98，074，000円 3連単： 137，422，900円 計： 476，126，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 620円 � 290円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 7，870円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 820円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 17，330円 3 連 単 ��� 81，390円

票 数

単勝票数 計 287016 的中 � 60811（2番人気）
複勝票数 計 429821 的中 � 87380（2番人気）� 14173（10番人気）� 36432（5番人気）
枠連票数 計 160725 的中 （6－8） 14833（3番人気）
馬連票数 計 784439 的中 �� 11124（22番人気）
馬単票数 計 365397 的中 �� 3478（28番人気）
ワイド票数 計 378893 的中 �� 5560（20番人気）�� 12444（7番人気）�� 2626（44番人気）
3連複票数 計 980740 的中 ��� 4242（64番人気）
3連単票数 計1374229 的中 ��� 1224（285番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．9―13．1―12．2―11．6―11．4―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．1―35．0―48．1―1：00．3―1：11．9―1：23．3―1：35．2―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F36．0
1
3
8，10，2，7（5，12）（4，6）13，1，3，11，9
8，10，7（2，5，12）13（1，9）（4，11，3）－6

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

勝馬の
紹 介

ウインリバティ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fly So Free デビュー 2013．6．29 中京5着

2011．4．24生 牝4黒鹿 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation 21戦3勝 賞金 44，743，000円
〔その他〕 ワクワクキリシマ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

22034 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第10競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 特 別
発走15時00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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

817 タイセイララバイ 牝4青鹿55 Z．パートン田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：08．3 12．1�
（香港）

59 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450－101：08．51 11．8�
11 マルクナッテ 牝4栗 55 秋山真一郎小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 416－ 41：08．71 139．1�
713 ダ ラ ニ 牝4栗 55 藤岡 佑介山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 508＋261：08．8� 19．3�
48 シセイカスガ 牡4黒鹿57 川須 栄彦猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 412＋101：08．9	 222．0�
816 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 
島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 480－141：09．0� 21．4�
23 トシストロング 牡4鹿 57 幸 英明上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478＋ 4 〃 クビ 7．1	
47 カ メ ッ ト 牡4栗 57 北村 友一林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 470± 0 〃 クビ 93．6

714 メイショウキリサメ 牡3黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B478－ 21：09．1� 6．5�
611 レッドルシファー 牡4鹿 57 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 松下 武士 新冠 パカパカ

ファーム B450＋ 21：09．2� 205．4
12 ダンシングワンダー 牝3栗 52 中井 裕二窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 クビ 77．6�
818 ナムラマミー 牝3鹿 52 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 408± 0 〃 クビ 79．7�
612 テイエムチュラッコ 牝4栗 55 松若 風馬竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 446－ 8 〃 ハナ 8．9�
35 ブロンシェダーム 牝4鹿 55 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 398－ 21：09．3� 43．3�
24 イ ダ ス 牡4栗 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B512＋161：09．4	 16．6�
715 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442－ 8 〃 アタマ 31．1�
510 メモリーレーン 牝4栗 55 高倉 稜 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 81：10．78 21．8�
36 ヤマノハヤブサ 牡4黒鹿57 浜中 俊山泉千代子氏 山内 研二 日高 天羽 禮治 460－ 2 〃 ハナ 2．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，283，100円 複勝： 50，037，600円 枠連： 24，835，500円
馬連： 100，072，400円 馬単： 44，657，900円 ワイド： 47，817，600円
3連複： 136，096，700円 3連単： 178，721，800円 計： 618，522，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 390円 � 420円 � 2，010円 枠 連（5－8） 2，470円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 18，470円 �� 17，740円

3 連 複 ��� 198，970円 3 連 単 ��� 785，290円

票 数

単勝票数 計 362831 的中 � 23841（6番人気）
複勝票数 計 500376 的中 � 36032（5番人気）� 32927（6番人気）� 5855（16番人気）
枠連票数 計 248355 的中 （5－8） 7787（14番人気）
馬連票数 計1000724 的中 �� 13819（20番人気）
馬単票数 計 446579 的中 �� 3035（37番人気）
ワイド票数 計 478176 的中 �� 6893（19番人気）�� 660（108番人気）�� 687（103番人気）
3連複票数 計1360967 的中 ��� 513（360番人気）
3連単票数 計1787218 的中 ��� 165（1643番人気）

ハロンタイム 11．5―10．1―10．9―11．7―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．6―32．5―44．2―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイララバイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．6．1 阪神2着

2011．1．25生 牝4青鹿 母 シーディドアラバイ 母母 ロココスタイル 18戦3勝 賞金 44，089，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 メモリーレーン号の騎手高倉稜は，前検量について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ムーンフライト号・ロットリー号
※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。



22035 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第11競走 ��
��2，000�九州スポーツ杯

発走15時35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

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

55 ロングリバイバル 牡4鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 酒井牧場 498＋ 62：00．3 6．8�
77 レーヴデトワール 牝4黒鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 4．4�
89 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 478－ 62：00．61	 7．6�
44 アドマイヤカーリン 牡7青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 16．1�
33 ペプチドアマゾン 牡5鹿 57 浜中 俊沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 486＋162：00．81
 4．1�
66 ハドソンヤード 牡4黒鹿57 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：00．9	 4．4	
22 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 中谷 雄太小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 454± 02：01．22 81．2

11 コウエイワンマン 牡4黒鹿57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528± 02：01．3クビ 6．4�
88 � メイショウエゾフジ 牡5黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 450－182：01．51 20．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，645，700円 複勝： 46，414，100円 枠連： 21，118，300円
馬連： 141，836，000円 馬単： 67，735，500円 ワイド： 49，162，000円
3連複： 173，956，300円 3連単： 340，419，900円 計： 887，287，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 170円 � 210円 枠 連（5－7） 1，600円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 560円 �� 820円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 15，140円

票 数

単勝票数 計 466457 的中 � 54274（5番人気）
複勝票数 計 464141 的中 � 64301（4番人気）� 75007（2番人気）� 53245（5番人気）
枠連票数 計 211183 的中 （5－7） 10168（8番人気）
馬連票数 計1418360 的中 �� 73789（7番人気）
馬単票数 計 677355 的中 �� 17168（14番人気）
ワイド票数 計 491620 的中 �� 22830（7番人気）�� 14924（15番人気）�� 23181（6番人気）
3連複票数 計1739563 的中 ��� 47223（10番人気）
3連単票数 計3404199 的中 ��� 16291（55番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．5―12．2―12．6―12．7―12．0―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．1―34．7―47．2―59．4―1：12．0―1：24．7―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．6
1
3
6，8－5＝7－3－4（1，9）2
6，8，5－9，7，3，4（1，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロングリバイバル 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．25 小倉4着

2011．3．23生 牡4鹿 母 アピールポイント 母母 ペリウィンクル 21戦4勝 賞金 52，245，000円

22036 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

23 メイショウウタゲ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 508＋ 41：44．4 2．8�
612 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 B482＋ 41：45．25 4．6�
35 ロードプレステージ 牡3黒鹿54 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 21：45．41� 10．7�
611 タガノコルコバード 牡4鹿 57 藤岡 佑介八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 444＋ 4 〃 アタマ 17．8�
815 ゴーザトップ 牡4栗 57 和田 竜二江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484＋ 81：45．5クビ 13．5�
713 ハーマンミュート �5青鹿 57

56 ☆松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム B484－ 61：45．71� 68．2	

12 オンワードバース 牡3鹿 54 太宰 啓介樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 442＋ 21：45．8	 25．4

47 メイショウキトラ 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 474－221：45．9クビ 31．5�
48 レデントーレ �4黒鹿 57

54 ▲義 英真前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋10 〃 ハナ 21．4�

510
 タ イ マ ツ リ 牡4黒鹿 57
56 ☆岩崎 翼浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：46．43 61．7

714 カジノプレイヤー 牡3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 446－ 81：46．5クビ 47．0�
59 タマモイレブン 牡3鹿 54 川須 栄彦タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 522± 01：46．71� 12．6�
36 ミッキーバルーン 牡6栗 57 酒井 学野田みづき氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 496＋101：46．91 77．9�
816
 エアカーディナル 牡4鹿 57 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 480－ 2 〃 ハナ 6．6�
11 
 ト ラ ヴ ィ ス 牡4鹿 57 小牧 太�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム B486＋ 41：48．49 31．4�
24 ゴールドメダリオン �3栗 54 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 416－ 81：49．25 70．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，829，500円 複勝： 44，136，100円 枠連： 27，638，300円
馬連： 99，428，800円 馬単： 45，040，100円 ワイド： 48，690，700円
3連複： 132，748，700円 3連単： 188，970，800円 計： 619，483，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 170円 � 240円 枠 連（2－6） 750円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 490円 �� 580円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 328295 的中 � 93145（1番人気）
複勝票数 計 441361 的中 � 89769（1番人気）� 65686（2番人気）� 40737（4番人気）
枠連票数 計 276383 的中 （2－6） 28189（2番人気）
馬連票数 計 994288 的中 �� 75007（1番人気）
馬単票数 計 450401 的中 �� 19434（1番人気）
ワイド票数 計 486907 的中 �� 26448（2番人気）�� 21686（3番人気）�� 15526（8番人気）
3連複票数 計1327487 的中 ��� 33341（2番人気）
3連単票数 計1889708 的中 ��� 12337（6番人気）

ハロンタイム 6．7―10．9―12．3―13．0―12．9―12．1―12．0―12．4―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．6―29．9―42．9―55．8―1：07．9―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．3．23 阪神1着

2011．5．6生 牡4栗 母 シールビーバック 母母 マロンシェーバー 14戦3勝 賞金 33，950，000円
〔制裁〕 タマモイレブン号の騎手川須栄彦は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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 ダンツトーラス号
（非抽選馬） 2頭 スリーダッシュ号・ディーセントワーク号



（27小倉2）第3日 8月8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 171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

164，500，000円
3，140，000円
11，260，000円
1，310，000円
14，250，000円
65，049，000円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
318，514，400円
448，129，700円
179，151，800円
732，012，100円
379，436，800円
363，166，100円
960，366，500円
1，490，836，300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 4，871，613，700円

総入場人員 7，306名 （有料入場人員 6，366名）
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