
22037 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

44 レッドラウダ 牡2鹿 54
53 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 508－ 41：10．0 1．9�

79 ウインクレド 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 454＋ 41：10．21� 4．3�
11 エスペランサリュウ 牡2鹿 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 470＋ 41：10．41� 16．8�
67 クールゲンノスケ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 470＋101：10．61� 258．8�
812 グロースハック 牡2栗 54 川田 将雅小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 414－ 21：10．81� 40．1	
811 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 松山 弘平栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 434－ 6 〃 クビ 8．6

56 ア フ ェ ク ト 牝2青鹿54 Z．パートン青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 432± 01：10．9� 11．1�

（香港）

55 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 408± 01：11．21� 28．9�
68 メイショウヨイチ 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 476＋ 81：11．62� 151．1
33 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 462＋ 41：11．7クビ 105．1�
22 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 412＋ 41：11．91� 171．7�
710 イ イ デ シ ロ 牝2芦 54 藤岡 佑介 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 440＋ 21：12．11� 12．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，287，700円 複勝： 29，142，300円 枠連： 8，014，400円
馬連： 39，466，900円 馬単： 25，433，200円 ワイド： 22，724，600円
3連複： 55，791，100円 3連単： 100，329，800円 計： 301，190，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（4－7） 260円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 540円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 202877 的中 � 89972（1番人気）
複勝票数 計 291423 的中 � 141803（1番人気）� 44926（2番人気）� 14324（6番人気）
枠連票数 計 80144 的中 （4－7） 23141（1番人気）
馬連票数 計 394669 的中 �� 89213（1番人気）
馬単票数 計 254332 的中 �� 36620（1番人気）
ワイド票数 計 227246 的中 �� 44066（1番人気）�� 9240（8番人気）�� 5413（13番人気）
3連複票数 計 557911 的中 ��� 27518（4番人気）
3連単票数 計1003298 的中 ��� 20553（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．8―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドラウダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．7．19 中京3着

2013．3．26生 牡2鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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。

22038 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時30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
56．9
56．9

重
重

57 コウエイラブリー 牝3鹿 54 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 496＋12 58．4 3．7�
610 メイショウボノム 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460± 0 58．61 5．7�
69 トシザラブリー 牝3青鹿54 酒井 学上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 434－ 4 58．92 22．5�
22 ノーブルコスマー 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 450－ 2 59．21� 32．4�

45 ヴェスペルティリオ 牡3鹿 56 和田 竜二�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－10 〃 ハナ 70．0�

33 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 佑介	大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 486＋ 6 〃 クビ 2．1


711 テイエムオタカラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 タニグチ牧場 450＋ 4 59．41� 34．9�
11 ドナソレイユ 牝3鹿 54 川田 将雅山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 436± 0 59．5� 13．6�
712 グレートブレス 牡3栗 56 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504＋ 2 〃 クビ 9．6
58 ノンリケット 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 416＋ 2 59．6� 114．1�
814 ロ ザ ム ン デ 牝3青鹿54 太宰 啓介 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 456± 0 59．91� 63．3�
46 アドマイヤゼン 牡3芦 56 松山 弘平近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：00．96 104．5�
34 ルーナヴェント 牡3鹿 56 川須 栄彦中西 功氏 牧田 和弥 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋ 21：01．11� 238．1�
813 ツルミスカイ 牝3栗 54 川島 信二	鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 480 ―1：01．95 291．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，897，600円 複勝： 34，136，700円 枠連： 9，504，200円
馬連： 39，511，500円 馬単： 24，791，800円 ワイド： 23，342，000円
3連複： 54，978，400円 3連単： 85，127，800円 計： 292，290，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 210円 � 240円 � 670円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，570円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 30，350円

票 数

単勝票数 計 208976 的中 � 44867（2番人気）
複勝票数 計 341367 的中 � 48980（2番人気）� 40116（3番人気）� 10875（6番人気）
枠連票数 計 95042 的中 （5－6） 6968（4番人気）
馬連票数 計 395115 的中 �� 27779（4番人気）
馬単票数 計 247918 的中 �� 8234（7番人気）
ワイド票数 計 233420 的中 �� 15750（4番人気）�� 3648（13番人気）�� 2724（18番人気）
3連複票数 計 549784 的中 ��� 4203（28番人気）
3連単票数 計 851278 的中 ��� 2033（83番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイラブリー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．6．28 阪神13着

2012．3．24生 牝3鹿 母 ダイワサンルージュ 母母 サンルージュ 11戦1勝 賞金 12，390，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サマーサラファン号・スマートゾロ号・メイショウナガヨリ号
（非抽選馬） 1頭 トウカイルンバ号

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４日



22039 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 4，600，000円 1，500，000
1，500，000

円
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

713 イェドプリオル 牡3青鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B516－ 21：46．2 2．9�
611� エルラディユー 牝3鹿 54 小牧 太飯田 正剛氏 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 462＋ 41：47．26 20．9�
815 サンライズリゾート 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B506－10 〃 同着 22．4�
24 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442＋101：47．51� 4．1�

12 セレブレイトソング 	3栗 56 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：47．6
 11．6	
714 ミュゼバトラー 牡3栗 56 酒井 学髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 B486＋ 41：48．13 6．1

612 ワンダーヴィグルー 牝3鹿 54 秋山真一郎山本 信行氏 吉村 圭司 浦河 村下農場 468－101：48．31� 14．9�
47 シャイニーパンサー 牝3青鹿54 国分 恭介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 464－ 4 〃 クビ 195．9�
35 メイショウケンザン 牡3鹿 56 �島 良太松本 和子氏 武田 博 浦河 松栄牧場 458＋141：48．93
 57．0
816 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム B468＋ 8 〃 アタマ 45．4�
11 デンコウヴァルキリ 牡3栗 56

53 ▲�島 克駿田中 康弘氏 木原 一良 浦河 本巣 敦 466－ 61：49．22 27．5�
48 アクアブルーパサー 牡3黒鹿56 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 464＋ 4 〃 クビ 29．4�
510 インスパイアー 牡3栗 56 幸 英明近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B460－ 21：50．58 26．3�
36 � リープフロッグ 牡3鹿 56 浜中 俊�橋口 須貝 尚介 独 Gestut

Ebbesloh 506＋ 2 〃 クビ 14．7�
59 ゼンノリーアー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 476＋181：50．71 27．1�
23 グレイトフルレガロ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 432－181：53．3大差 107．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，018，300円 複勝： 33，288，100円 枠連： 15，319，300円
馬連： 44，640，900円 馬単： 24，575，400円 ワイド： 29，666，000円
3連複： 70，107，900円 3連単： 91，057，100円 計： 330，673，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 �
�

480円
480円 枠 連（6－7）（7－8）

400円
470円

馬 連 ��
��

1，570円
1，510円 馬 単 ��

��
2，740円
2，290円

ワ イ ド ��
��

1，090円
1，110円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ���
���

35，340円
35，450円

票 数

単勝票数 計 220183 的中 � 58998（1番人気）
複勝票数 計 332881 的中 � 85806（1番人気）� 14310（5番人気）� 14236（6番人気）
枠連票数 計 153193 的中 （6－7） 14765（3番人気）（7－8） 12227（4番人気）
馬連票数 計 446409 的中 �� 10971（9番人気）�� 11423（7番人気）
馬単票数 計 245754 的中 �� 3353（13番人気）�� 4029（10番人気）
ワイド票数 計 296660 的中 �� 7125（7番人気）�� 6996（9番人気）�� 1654（40番人気）
3連複票数 計 701079 的中 ��� 3107（43番人気）
3連単票数 計 910571 的中 ��� 934（187番人気） ��� 931（190番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―42．2―54．7―1：07．2―1：19．8―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
11，13，14，12，9（6，7）－（3，16）2，4－5（15，8）＝1－10
11，13，14，7（12，16）（9，4）15（6，2）5，3，1，8＝10

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

イェドプリオル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．7．5 中京15着

2012．2．28生 牡3青鹿 母 ビービーシグナス 母母 タ ラ タ ワ ー 12戦1勝 賞金 12，800，000円
〔発走状況〕 インスパイアー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セレブレイトソング号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイトフルレガロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シゲルテンジンサン号・トーンクラスター号・ハッピーシェフ号

22040 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4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 ）

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 ファイアーシチー 牡4青鹿60 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456－ 43：12．4 3．3�
55 メイショウヒデタダ 牡6黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 480＋ 83：13．25 3．8�
11 アーサーバローズ 牡6栗 60 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 482＋ 23：13．94 3．0�
66 キングオブタイム 牡4黒鹿60 北沢 伸也 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 506－ 23：14．64 5．4�
33 トウケイムーン �5栗 60 黒岩 悠木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 480＋ 23：16．09 11．4	
44 ローガンカズマ 牡3栗 58 植野 貴也�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 酒井牧場 436－ 23：16．21� 33．8

22 サンレイロッキー 牡4鹿 60 森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458－ 63：17．26 16．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 12，368，700円 複勝： 11，707，000円 枠連： 発売なし
馬連： 22，942，700円 馬単： 17，581，100円 ワイド： 10，361，800円
3連複： 30，079，200円 3連単： 82，323，100円 計： 187，363，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 270円 �� 160円 �� 240円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 123687 的中 � 29901（2番人気）
複勝票数 計 117070 的中 � 29171（2番人気）� 20092（4番人気）
馬連票数 計 229427 的中 �� 22704（4番人気）
馬単票数 計 175811 的中 �� 8667（8番人気）
ワイド票数 計 103618 的中 �� 8764（5番人気）�� 18875（1番人気）�� 10235（4番人気）
3連複票数 計 300792 的中 ��� 48317（2番人気）
3連単票数 計 823231 的中 ��� 18287（11番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．2－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

�
�
5－3，1（6，7）2＝4
5－7－1－6－3＝2－4

勝馬の
紹 介

ファイアーシチー �

父 オンファイア �


母父 Slew o’Gold デビュー 2013．11．24 京都4着

2011．4．12生 牡4青鹿 母 ケイエイローズ 母母 Phydilla 障害：9戦1勝 賞金 11，200，000円



22041 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．9
1：45．9

良
良

56 パールフューチャー 牡2黒鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 鎌田 正嗣 486 ―1：50．2 1．9�
710 トウケイイダテン 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 454 ―1：50．41� 13．9�
44 シゲルシーラカンス 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 476 ―1：50．5	 18．8�
67 テイエムハヤブサ 牡2青鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 434 ―1：50．6	 41．2�
33 ジーベロニカ 牝2栗 54 酒井 学�グランプリ 飯田 祐史 新ひだか 武 牧場 434 ―1：50．81	 44．9�
79 ポケットチャーリー 牝2栗 54 和田 竜二市川 義美氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 428 ―1：50．9	 25．1	
11 ウインハートビート 牡2栗 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458 ―1：51．11� 8．7

22 クロコダイルロック 牡2鹿 54 浜中 俊�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 452 ―1：51．2	 4．3�
811 クリノヴェルサイユ 牝2鹿 54 小牧 太栗本 博晴氏 荒川 義之 様似 様似渡辺牧場 442 ―1：51．3
 12．5

（クリノシュノンソー）

68 メイショウミツタダ 牡2栗 54 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 500 ―1：52．25 61．0�
55 ワンアフター 牡2栗 54

53 ☆松若 風馬薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 442 ―1：53．15 75．0�
812 スナークレッド 牡2鹿 54 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 476 ―1：53．31	 118．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，759，900円 複勝： 27，914，400円 枠連： 9，655，000円
馬連： 41，077，600円 馬単： 26，828，900円 ワイド： 22，739，700円
3連複： 53，293，300円 3連単： 90，807，900円 計： 301，076，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 250円 � 340円 枠 連（5－7） 590円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 430円 �� 610円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 10，180円

票 数

単勝票数 計 287599 的中 � 124272（1番人気）
複勝票数 計 279144 的中 � 109375（1番人気）� 20443（4番人気）� 13794（7番人気）
枠連票数 計 96550 的中 （5－7） 12619（2番人気）
馬連票数 計 410776 的中 �� 31572（3番人気）
馬単票数 計 268289 的中 �� 15901（4番人気）
ワイド票数 計 227397 的中 �� 14296（3番人気）�� 9706（7番人気）�� 3019（20番人気）
3連複票数 計 532933 的中 ��� 11016（11番人気）
3連単票数 計 908079 的中 ��� 6465（27番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．5―12．4―12．2―12．4―12．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．1―49．5―1：01．7―1：14．1―1：26．5―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1
1
3
1（6，11，12）4，10，2，9，7，3－8－5
1（6，11，12）4（10，9）（2，7）（8，5）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パールフューチャー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

2013．3．4生 牡2黒鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジーベロニカ号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・8番）

22042 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・右）

牝，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

77 メイショウスイヅキ 牝2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 444 ―1：09．9 4．6�
（メイショウスイツキ）

33 ノーザンメジャー 牝2栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 452 ―1：10．64 8．1�
44 ペイザージュ 牝2栗 54 浜中 俊落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 464 ―1：10．92 1．7�
810 バナナムーチョ 牝2鹿 54 藤岡 佑介副島 義久氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 448 ―1：11．0� 15．7�
89 サカジロゴーゴー 牝2栗 54 国分 恭介ロイヤルパーク 坂口 正則 新冠 川島牧場 452 ― 〃 ハナ 16．8�
78 テイエムアカトンボ 牝2栗 54 国分 優作竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 436 ―1：11．21� 103．7�
66 テイエムハイボール 牝2黒鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 442 ―1：11．52 93．0	
11 ア テ ス ト 牝2栗 54 川須 栄彦山本 直樹氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 460 ―1：11．6� 8．0

22 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 464 ―1：11．81� 118．7�
55 ナムラモミジ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 406 ―1：12．97 69．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，402，900円 複勝： 31，425，400円 枠連： 8，576，900円
馬連： 36，106，500円 馬単： 31，346，800円 ワイド： 19，836，200円
3連複： 44，999，400円 3連単： 103，267，900円 計： 301，962，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（3－7） 1，800円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 480円 �� 180円 �� 280円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 264029 的中 � 47717（2番人気）
複勝票数 計 314254 的中 � 35753（2番人気）� 26662（4番人気）� 170300（1番人気）
枠連票数 計 85769 的中 （3－7） 3678（7番人気）
馬連票数 計 361065 的中 �� 13517（7番人気）
馬単票数 計 313468 的中 �� 6564（10番人気）
ワイド票数 計 198362 的中 �� 8840（7番人気）�� 32868（1番人気）�� 17506（3番人気）
3連複票数 計 449994 的中 ��� 40724（2番人気）
3連単票数 計1032679 的中 ��� 9089（27番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―11．6―11．4―11．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウスイヅキ 
�
父 パ イ ロ 

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2013．4．2生 牝2鹿 母 ヴィトンクイーン 母母 クッドビークイーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円



22043 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第7競走 ��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

816 タガノカムイ 牡3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 468＋ 42：02．1 1．6�

11 マイネルオルデン 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 452± 02：02．2� 5．9�

713 ミルクアロー 牡3黒鹿56 小牧 太宮原 廣伸氏 庄野 靖志 新ひだか 山際牧場 490＋142：02．3� 14．3�
36 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 Z．パートン �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470－ 42：02．4� 6．5�

（香港）

35 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 B484－ 22：02．71� 79．8	
23 ウインハインズ 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 456－ 42：03．12� 19．0

817 エイユービリーヴ �3鹿 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 466－ 62：03．41� 145．2�
714 プレシャスロード 牡3青鹿56 酒井 学山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 470＋ 42：03．71� 63．2�
12 メイショウアナベル 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 488± 02：03．8� 161．7
611 ビュトンドール 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 486－ 6 〃 アタマ 19．1�
24 フェリシダーデス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 430＋ 6 〃 ハナ 83．6�
612 シャイニービーム 牡3鹿 56 浜中 俊小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 446－ 82：03．9� 39．4�
510 ジョイジョイ 牝3栗 54 高倉 稜�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 428＋102：04．0クビ 166．9�
48 エイシンマーゼリン 牝3鹿 54 和田 竜二平井 克彦氏 今野 貞一 浦河 栄進牧場 442± 0 〃 クビ 53．3�
715 テイエムマテンロウ �3芦 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 中川 隆 B482± 0 〃 クビ 19．4�
47 バトルハイスポット 牝3鹿 54 藤懸 貴志宮川 秋信氏 本田 優 新冠 樋渡 志尚 444＋ 22：04．63� 177．2�
818 ワンダースパイア 牡3青鹿56 国分 恭介山本 能行氏 小崎 憲 浦河 大島牧場 466＋ 9 〃 ハナ 156．4�

（17頭）
59 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，709，300円 複勝： 41，629，600円 枠連： 16，210，400円
馬連： 52，232，600円 馬単： 30，953，200円 ワイド： 30，884，000円
3連複： 72，776，300円 3連単： 111，429，900円 計： 379，825，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 260円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 250円 �� 500円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 差引計 237093（返還計 3321） 的中 � 111686（1番人気）
複勝票数 差引計 416296（返還計 3824） 的中 � 199691（1番人気）� 50539（2番人気）� 20839（5番人気）
枠連票数 差引計 162104（返還計 56） 的中 （1－8） 26495（1番人気）
馬連票数 差引計 522326（返還計 30084） 的中 �� 82558（1番人気）
馬単票数 差引計 309532（返還計 14049） 的中 �� 37432（1番人気）
ワイド票数 差引計 308840（返還計 11316） 的中 �� 37394（1番人気）�� 15309（5番人気）�� 4877（15番人気）
3連複票数 差引計 727763（返還計 68309） 的中 ��� 24404（6番人気）
3連単票数 差引計1114299（返還計111062） 的中 ��� 12481（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．3―13．5―12．8―12．4―12．1―12．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．4―48．9―1：01．7―1：14．1―1：26．2―1：38．4―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
14，15（11，16）7（8，10）（4，5）（3，6）2，17－18，1－12－13
12，16（14，17）（15，8，10，13）（11，5）（7，3，1）6（4，2）－18

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

勝馬の
紹 介

タガノカムイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．1．25 京都2着

2012．5．10生 牡3栗 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 7戦1勝 賞金 10，460，000円
〔出走取消〕 ピースオブジャパン号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
〔その他〕 プレシャスロード号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 キクノメドウ号・メイショウセセラギ号
※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。

22044 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

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

66 ブロンクスシルバー 牝4芦 55 浜中 俊 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 490＋ 61：45．1 1．4�
77 メジャーガラメキ 牝3栗 52 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 アタマ 5．1�
11 � エイユーラピス 牝6鹿 55

52 ▲�島 克駿笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 478－ 21：45．42 11．4�
88 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± 01：46．25 6．2�
44 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿52 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 460± 01：46．83� 41．8�
33 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 488＋ 61：47．43� 36．3	
55 ダ ン シ ン グ 牝3栗 52 幸 英明副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 490± 01：47．71	 16．1

22 � メイショウマツシマ 牝4青鹿55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 452± 01：48．55 62．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，246，400円 複勝： 68，835，900円 枠連： 発売なし
馬連： 45，234，100円 馬単： 33，870，700円 ワイド： 22，305，400円
3連複： 51，609，500円 3連単： 164，693，500円 計： 411，795，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 540円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 1，800円

票 数

単勝票数 計 252464 的中 � 137279（1番人気）
複勝票数 計 688359 的中 � 542512（1番人気）� 38833（3番人気）� 21534（4番人気）
馬連票数 計 452341 的中 �� 106243（1番人気）
馬単票数 計 338707 的中 �� 62056（1番人気）
ワイド票数 計 223054 的中 �� 40008（1番人気）�� 20344（3番人気）�� 8442（7番人気）
3連複票数 計 516095 的中 ��� 49674（2番人気）
3連単票数 計1646935 的中 ��� 66276（3番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．0―12．9―12．5―11．9―12．5―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．4―43．3―55．8―1：07．7―1：20．2―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．4
1
3
1－7－（2，6）8（3，5）4
1，7，6（5，8）－2，3，4

2
4
1－7－（2，6）8，5，3－4
1（7，6）8，5（2，3）4

勝馬の
紹 介

ブロンクスシルバー �

父 ク ロ フ ネ �


母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．7．7 中京12着

2011．3．14生 牝4芦 母 ラピッドオレンジ 母母 オレンジピール 18戦3勝 賞金 34，480，000円



22045 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

あ だ ち や ま

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

賞 品
本 賞 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
1：44．1
1：43．9

良
良

34 タイセイアプローズ 牡3鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 456－ 21：47．2 3．9�
59 リーサルウェポン 牝4鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 436＋ 61：47．3� 2．8�
713 グリーンラヴ 牡5栗 57 浜中 俊 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 478± 01：47．4� 14．7�
815 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 530± 0 〃 ハナ 263．4�
23 テーオービックバン 牡4栗 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 01：47．61	 4．0	
814 マイネヴァリエンテ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 61：47．7
 21．0

610 クールオープニング 牡4青鹿57 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 2 〃 クビ 22．8�
47 ブロウユアマインド 牡3鹿 54 Z．パートン �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 452＋ 21：47．8クビ 14．6

（香港）

712 メモリーデシジョン �3栗 54 幸 英明�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 470＋ 6 〃 クビ 57．8�
35 デンコウインパルス 牡3鹿 54 国分 恭介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 486＋ 61：47．9クビ 102．8�
611 ランドオザリール 牡4鹿 57 国分 優作 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 21：48．21� 9．8�
22 � ウルトラバローズ 牡4鹿 57 秋山真一郎猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前川 正美 438－ 2 〃 アタマ 99．2�
46 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B464＋ 21：48．41	 43．1�
11 � トスカニーニ 牡5鹿 57 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 456± 01：48．61	 128．9�
58 レ ジ ー ナ 牝5栗 55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 416＋ 61：49．77 214．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，843，500円 複勝： 48，640，400円 枠連： 18，222，800円
馬連： 94，024，800円 馬単： 44，718，200円 ワイド： 46，849，300円
3連複： 120，912，400円 3連単： 183，332，100円 計： 593，543，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 150円 � 310円 枠 連（3－5） 710円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 330円 �� 850円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 368435 的中 � 73995（2番人気）
複勝票数 計 486404 的中 � 91760（2番人気）� 98783（1番人気）� 29967（5番人気）
枠連票数 計 182228 的中 （3－5） 19769（2番人気）
馬連票数 計 940248 的中 �� 95153（2番人気）
馬単票数 計 447182 的中 �� 21511（4番人気）
ワイド票数 計 468493 的中 �� 40533（2番人気）�� 13347（8番人気）�� 15332（7番人気）
3連複票数 計1209124 的中 ��� 37567（5番人気）
3連単票数 計1833321 的中 ��� 12431（19番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．0―12．3―12．5―12．2―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．9―46．9―59．2―1：11．7―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
1（4，15）（3，7）5，11，14，12（6，10）－2－9，13，8
1，4，15，3，7（5，11）14，12（6，10）（2，9）（13，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイアプローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．10．26 京都1着

2012．2．18生 牡3鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン 8戦2勝 賞金 24，990，000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。

22046 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第10競走 ��
��1，200�

べ っ ぷ

別 府 特 別
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

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

22 アドマイヤナイト 牝3栗 52 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 424－ 21：08．0 3．7�
33 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 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 466＋ 61：08．32 21．3�
78 オ ヒ ア 牝3黒鹿52 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－ 2 〃 クビ 3．1�
11 フェブノヘア 牝4栗 55 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 450＋ 21：08．4クビ 7．8�
44 カシノワルツ 牝5黒鹿55 義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B446＋ 61：08．5� 41．5�
89 デンコウヒノマル 牡4栗 57 幸 英明田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 504＋ 41：08．6� 6．4	
77 キタサンエピソード 牡6栗 57 小牧 太
大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 496＋ 4 〃 ハナ 5．9�
55 ラーストチカ 牝5黒鹿55 松山 弘平岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 450－ 41：08．7� 36．1�
810 クリノヤクマン 牡3鹿 54 川島 信二栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 490± 01：09．01� 149．2
66 クーファナイン 牝4鹿 55 和田 竜二大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 484＋161：10．59 8．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，924，900円 複勝： 45，540，700円 枠連： 18，467，500円
馬連： 99，534，300円 馬単： 50，329，600円 ワイド： 40，826，900円
3連複： 116，420，700円 3連単： 225，029，800円 計： 631，074，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 370円 � 140円 枠 連（2－3） 4，540円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 950円 �� 270円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 26，530円

票 数

単勝票数 計 349249 的中 � 75160（2番人気）
複勝票数 計 455407 的中 � 83546（2番人気）� 22069（7番人気）� 106869（1番人気）
枠連票数 計 184675 的中 （2－3） 3149（13番人気）
馬連票数 計 995343 的中 �� 17078（17番人気）
馬単票数 計 503296 的中 �� 6179（27番人気）
ワイド票数 計 408269 的中 �� 10218（15番人気）�� 45253（1番人気）�� 6837（17番人気）
3連複票数 計1164207 的中 ��� 21743（15番人気）
3連単票数 計2250298 的中 ��� 6149（108番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．0―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．1―44．4―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．9
3 ・（6，8）9－（2，7）10（1，5）－（4，3） 4 8（6，9）2（1，7，10）（4，5）3

勝馬の
紹 介

アドマイヤナイト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．22 小倉4着

2012．1．21生 牝3栗 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 5戦3勝 賞金 28，652，000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



22047 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第51回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，26．8．9以降27．8．2まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

815 アズマシャトル 牡4鹿 56 松若 風馬東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 508＋101：58．0 8．8�
35 ベ ル ー フ 牡3鹿 54 Z．パートン �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488＋161：58．21� 6．0�
（香港）

23 ウインプリメーラ 牝5黒鹿53 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 2 〃 クビ 6．8�
510 クランモンタナ 牡6芦 54 浜中 俊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B480＋ 4 〃 アタマ 20．7�
36 マローブルー 牝4鹿 51 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 454± 01：58．3クビ 3．5	
11 パッションダンス 牡7鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 81：58．4� 7．3

612 マ デ イ ラ 牡6栗 52 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 494＋ 41：58．61� 62．4�
12 オーシャンブルー 牡7鹿 57．5 松山 弘平青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 436± 01：58．92 38．2�
24 ナリタスーパーワン 牡6鹿 55 武 幸四郎�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 0 〃 クビ 71．5
714 タガノグランパ 牡4鹿 56 	島 克駿八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 41：59．11
 17．4�
48 ノボリディアーナ 牝5栗 52 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 460＋ 8 〃 ハナ 20．9�
713 メイショウナルト �7鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 41：59．2
 7．6�
817 ゼンノルジェロ 牡7青 53 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：59．41� 65．9�
59 フレージャパン 牡6栗 53 国分 恭介難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 478＋161：59．5� 174．2�
47 ゲシュタルト 牡8鹿 53 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 520－ 22：00．24 114．4�
611 バッドボーイ 牡5鹿 53 小牧 太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494＋ 22：00．4� 50．8�
816 ジャイアントリープ 牡5芦 52 太宰 啓介 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 510－ 22：01．57 68．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 146，973，700円 複勝： 199，887，500円 枠連： 111，681，500円
馬連： 576，173，500円 馬単： 237，412，000円 ワイド： 242，484，700円
3連複： 960，939，900円 3連単： 1，524，799，700円 計： 4，000，352，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 280円 � 250円 � 230円 枠 連（3－8） 830円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，020円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，870円 3 連 単 ��� 41，990円

票 数

単勝票数 計1469737 的中 � 132547（6番人気）
複勝票数 計1998875 的中 � 175815（6番人気）� 208606（3番人気）� 238245（2番人気）
枠連票数 計1116815 的中 （3－8） 103472（3番人気）
馬連票数 計5761735 的中 �� 158673（10番人気）
馬単票数 計2374120 的中 �� 29485（26番人気）
ワイド票数 計2424847 的中 �� 49425（15番人気）�� 61353（9番人気）�� 58001（10番人気）
3連複票数 計9609399 的中 ��� 104763（15番人気）
3連単票数 計15247997 的中 ��� 26324（115番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．2―11．7―11．8―12．0―12．1―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．9―22．6―34．0―46．2―57．9―1：09．7―1：21．7―1：33．8―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．3
1
3
8（3，11）13，7（1，6，16）17（2，5）15－10（4，12）14－9
8，11（3，13）（7，6，16，17）1（5，15）2，14（4，12，10）－9

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

勝馬の
紹 介

アズマシャトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．11．9 京都1着

2011．4．5生 牡4鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ 17戦4勝 賞金 145，948，000円
〔制裁〕 タガノグランパ号の騎手	島克駿は，2コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：4番）
※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。

22048 8月9日 晴 良 （27小倉2）第4日 第12競走 ��
��1，700�

い ぶ す き

指 宿 特 別
発走16時15分 （ダート・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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

612 スーサンジョイ 牡3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 510＋121：44．7 4．6�
815� コズミックショア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 482＋ 6 〃 クビ 9．7�
714 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 468＋ 21：44．8	 56．4�
59 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 502＋ 21：45．01
 6．8�
36 オイルタウン 牡3栗 54 義 英真山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 458± 01：45．1クビ 16．6�
24 ワールドダンス 牡4栗 57 川田 将雅杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 478＋ 2 〃 クビ 3．0�
12 パーフェクトスコア 牡5青鹿57 Z．パートン 	キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 81：45．41	 22．0

（香港）

23 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 472－ 8 〃 クビ 64．4�
35 マッシヴランナー 牡3黒鹿54 藤岡 佑介小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 518＋10 〃 クビ 48．4�
611 オウケンゴールド 牡4栃栗57 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B490＋121：45．61 7．1
510 アリエスジューゴー 牡3鹿 54 �島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 482＋ 61：46．02� 60．8�
48 キョウワランサー 牡4栗 57 国分 優作	協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 476＋10 〃 ハナ 89．1�
47 � ヴェントアウレオ 牡4栗 57 国分 恭介藤田 孟司氏 坪 憲章 米 Takeshi

Fujita 484＋141：46．1� 258．8�
816 ダンツトーラス 牡4栗 57 秋山真一郎山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 516－ 41：46．41	 70．1�
713 サンライズアルブル 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋101：50．2大差 8．4�
（15頭）

11 ダンツキャッチ �4鹿 57 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 494－22 （競走除外）

売 得 金
単勝： 52，412，500円 複勝： 67，607，900円 枠連： 35，292，800円
馬連： 143，839，900円 馬単： 62，181，500円 ワイド： 66，119，700円
3連複： 180，398，100円 3連単： 272，847，200円 計： 880，699，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 270円 � 990円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 720円 �� 3，850円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 30，830円 3 連 単 ��� 113，290円

票 数

単勝票数 差引計 524125（返還計 13032） 的中 � 89983（2番人気）
複勝票数 差引計 676079（返還計 17217） 的中 � 106774（2番人気）� 65668（5番人気）� 14241（9番人気）
枠連票数 差引計 352928（返還計 1159） 的中 （6－8） 23446（5番人気）
馬連票数 差引計1438399（返還計 91957） 的中 �� 53875（8番人気）
馬単票数 差引計 621815（返還計 41441） 的中 �� 13639（12番人気）
ワイド票数 差引計 661197（返還計 45732） 的中 �� 25280（8番人気）�� 4299（34番人気）�� 2611（54番人気）
3連複票数 差引計1803981（返還計224694） 的中 ��� 4388（87番人気）
3連単票数 差引計2728472（返還計330922） 的中 ��� 1746（323番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．5―12．5―12．4―12．3―12．3―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．5―42．0―54．4―1：06．7―1：19．0―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

スーサンジョイ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．1．12 京都4着

2012．4．29生 牡3鹿 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 7戦2勝 賞金 26，048，000円
〔競走除外〕 ダンツキャッチ号は，馬場入場後に疾病〔キ甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 サンライズアルブル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 サンライズアルブル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月9日まで出走できない。
※ダンツトーラス号は，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。

４レース目



（27小倉2）第4日 8月9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 153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

234，750，000円
1，060，000円
9，040，000円
2，360，000円
20，750，000円
58，682，000円
4，674，400円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
450，845，400円
639，755，900円
250，944，800円
1，234，785，300円
610，022，400円
578，140，300円
1，812，306，200円
3，035，045，800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 8，611，846，100円

総入場人員 20，387名 （有料入場人員 ）
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