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23001 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上オープン
発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：06．6良

11 スズカフューラー 牡7栗 60 森 一馬永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 440＋ 23：12．1 2．5�
67 レオビヨンド 牡5鹿 60 平沢 健治�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 500＋ 23：13．16 10．2�
812 ノーリミッツ 牡5黒鹿60 北沢 伸也山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 450＋ 83：13．2� 5．8�
811 ビーオールアイズ �4黒鹿60 植野 貴也吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 454＋ 43：13．41� 24．3�
55 フリーフリッカー 牡7鹿 60 高田 潤�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 03：13．5� 4．2�
44 シャンボールナイト �6青鹿60 石神 深一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468＋ 2 〃 アタマ 10．8	
33 タマモナセバナル 牡3栗 58 中村 将之タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 泊 寿幸 452－ 23：13．71 22．1

710 セイウンフォーカス 牡6鹿 60 黒岩 悠西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 484－ 63：13．91� 28．9�
79 	 メイショウハチク �7鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460± 03：14．22 110．3�
22 
 ツブラナヒトミ 牡6栗 60 熊沢 重文加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 494－ 23：15．79 21．7
68 ブラゾンダムール 牡6黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 488＋ 43：16．97 39．4�
56 ムーンレイカー 牡6鹿 60 白浜 雄造門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 482－ 43：23．6大差 16．7�
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売 得 金
単勝： 22，119，500円 複勝： 24，985，800円 枠連： 8，520，200円
馬連： 35，644，700円 馬単： 18，531，000円 ワイド： 36，238，600円
3連複： 68，130，600円 3連単： 79，533，400円 計： 293，703，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 260円 � 190円 枠 連（1－6） 1，500円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 650円 �� 260円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 15，090円

票 数

単勝票数 計 221195 的中 � 70063（1番人気）
複勝票数 計 249858 的中 � 60558（1番人気）� 19521（5番人気）� 32934（3番人気）
枠連票数 計 85202 的中 （1－6） 4378（6番人気）
馬連票数 計 356447 的中 �� 14287（5番人気）
馬単票数 計 185310 的中 �� 5261（8番人気）
ワイド票数 計 362386 的中 �� 13468（6番人気）�� 40569（2番人気）�� 7233（13番人気）
3連複票数 計 681306 的中 ��� 15497（8番人気）
3連単票数 計 795334 的中 ��� 3819（34番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 50．4－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1，4－（3，8）5（9，7）12，11，10，2＝6
1，4（3，7）（12，8）5（11，9）－10＝2＝6

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

勝馬の
紹 介

スズカフューラー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．30 小倉7着

2014．3．15生 牡7栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 障害：4戦2勝 賞金 30，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ノーリミッツ号の騎手北沢伸也は，1周目4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）
※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 シゲルロウニンアジ号

23002 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

九州産馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

58 ミ ミ グ ッ ド 牝2青鹿54 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 416－ 21：10．7 97．6�
46 ヒ ノ ク ニ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 434－ 8 〃 ハナ 11．4�
23 キリシマコトブキ 牝2青鹿54 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 416± 01：10．91� 69．4�
611 カシノコマンド 牝2芦 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 420＋ 4 〃 ハナ 12．9�
35 カシノプルタオルネ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 柏木 務 392－141：11．1� 18．4�
59 イールテソーロ 牝2鹿 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 454＋ 41：11．31� 1．9	
11 サバイバルダンス 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝福田 光博氏 和田 雄二 熊本 イッサステーブル 400＋ 2 〃 クビ 48．3

22 カシノグロウ 牝2青鹿54 �島 良太柏木 務氏 藤沢 則雄 宮崎 田上 勝雄 470＋121：11．61� 210．9�
712 カ ッ コ ヨ カ 牡2鹿 54 岩田 望来西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 426＋ 61：11．7� 4．3�
713 コウユーキレカ 牝2青 54 中井 裕二加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム

コーポレーション 424＋ 21：12．33� 12．2
610 カシノトムキャット 牡2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 456－ 41：12．4� 49．8�
815 テイエムタマガイ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 438＋121：12．71� 24．4�
47 コウエイヨカオゴ 牝2鹿 54 松山 弘平伊東 政清氏 新谷 功一 熊本 本田 土寿 404－201：13．02 89．5�
814 カシノリバイアサン 牡2黒鹿54 柴山 雄一柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 438 ―1：13．85 219．1�
34 エーモサイサイ 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希内田 玄祥氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 462 ―1：19．0大差 223．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，375，000円 複勝： 35，466，300円 枠連： 10，676，100円
馬連： 46，613，400円 馬単： 24，686，700円 ワイド： 50，396，400円
3連複： 75，803，700円 3連単： 89，174，500円 計： 366，192，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，760円 複 勝 � 1，900円 � 280円 � 1，050円 枠 連（4－5） 900円

馬 連 �� 38，100円 馬 単 �� 95，430円

ワ イ ド �� 9，900円 �� 28，880円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 270，720円 3 連 単 ��� 1，701，350円

票 数

単勝票数 計 333750 的中 � 2905（12番人気）
複勝票数 計 354663 的中 � 4416（12番人気）� 39924（3番人気）� 8293（10番人気）
枠連票数 計 106761 的中 （4－5） 9193（4番人気）
馬連票数 計 466134 的中 �� 948（49番人気）
馬単票数 計 246867 的中 �� 194（108番人気）
ワイド票数 計 503964 的中 �� 1313（50番人気）�� 448（80番人気）�� 2571（36番人気）
3連複票数 計 758037 的中 ��� 210（249番人気）
3連単票数 計 891745 的中 ��� 38（1329番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ミ グ ッ ド �
�
父 ロードバリオス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．11 小倉7着

2019．2．21生 牝2青鹿 母 テラノイロハ 母母 ティエッチグリーン 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノリバイアサン号・エーモサイサイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

9月14日まで平地競走に出走できない。

第４回 小倉競馬 第１日



23003 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

58 ア シ タ バ 牝3栗 54 松若 風馬佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 482＋ 2 58．8 14．3�
45 シンゼンシャイン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 492± 0 58．9� 5．0�
11 フィーリウスワン 牡3青鹿56 川須 栄彦成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 478＋ 2 59．11 109．4�
57 レーヴリアン 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 486± 0 〃 アタマ 17．3�
711 メイショウフジタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 468± 0 〃 ハナ 5．2�
610 ク ム リ ポ 牡3鹿 56 幸 英明	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 466－ 2 59．31 15．5

46 ザモウコダマシイ 牝3鹿 54 藤懸 貴志廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 448＋ 6 〃 クビ 81．0�
34 アイルオブチェリー 牝3栗 54 和田 竜二ライオンレースホース	 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 452＋ 8 59．61� 92．1�
814 ケ イ セ ブ ン 牡3鹿 56 藤井勘一郎武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 クビ 33．4
22 マーチャンフェイス 牝3鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 448－ 2 59．8� 2．0�
712 ヤマニンマリンバ 牝3青鹿54 和田 翼土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 446－10 〃 クビ 129．1�
33 ボルケーノペスカ 牡3鹿 56 �島 克駿山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 434－ 4 59．9クビ 10．7�
813 マコトヴァンセンヌ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁	ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 452± 01：00．64 53．9�
69 プリンセスビグラス 牝3鹿 54 国分 優作山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 430－ 81：00．91� 172．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，407，500円 複勝： 42，841，900円 枠連： 10，166，100円
馬連： 52，725，100円 馬単： 25，896，900円 ワイド： 57，483，500円
3連複： 82，202，800円 3連単： 95，678，200円 計： 402，402，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 420円 � 200円 � 2，720円 枠 連（4－5） 1，470円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 9，250円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 18，580円 �� 7，340円

3 連 複 ��� 125，820円 3 連 単 ��� 502，650円

票 数

単勝票数 計 354075 的中 � 19785（5番人気）
複勝票数 計 428419 的中 � 25404（7番人気）� 70706（3番人気）� 3313（12番人気）
枠連票数 計 101661 的中 （4－5） 5342（7番人気）
馬連票数 計 527251 的中 �� 12212（11番人気）
馬単票数 計 258969 的中 �� 2099（29番人気）
ワイド票数 計 574835 的中 �� 15406（10番人気）�� 777（66番人気）�� 1980（39番人気）
3連複票数 計 822028 的中 ��� 490（158番人気）
3連単票数 計 956782 的中 ��� 138（715番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―34．3―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．3
3 ・（5，7）8，2，13，11，10，4，14（1，3）12，9－6 4 ・（5，7，8）（2，11）（4，10）13（1，14）3－（9，12）6

勝馬の
紹 介

ア シ タ バ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2021．6．5 中京13着

2018．6．1生 牝3栗 母 ウインプラチナム 母母 ダイヤモンドビコー 3戦1勝 賞金 6，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サンライズアクター号・フージャオ号・マグナムハート号
（非抽選馬） 3頭 メイショウラピッド号・ヤマニンカホン号・ランペロニキ号

23004 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第4競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

77 � ミンナノシャチョウ 牡6鹿 60 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 508－ 23：14．7 3．0�
66 プリンスオブペスカ 牡7鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484－ 43：15．55 4．6�
88 サンライズアキレス 牡5芦 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 63：15．82 22．8�
22 サトノパシュート 牡4黒鹿60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 474＋ 43：16．54 5．7�
33 アドラメレク 牡7黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－103：16．6� 10．5�
55 キ ー パ ン チ 牡4鹿 60 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 472＋ 83：16．81 5．0	
44 ショウナンパンサー �5鹿 60 中村 将之国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 492－ 63：19．4大差 8．5

11 ミッキースピリット 牡5鹿 60 平沢 健治野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490± 0 （競走中止） 12．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 19，092，600円 複勝： 20，508，800円 枠連： 発売なし
馬連： 31，292，100円 馬単： 16，330，500円 ワイド： 20，558，200円
3連複： 43，895，100円 3連単： 74，569，300円 計： 226，246，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 290円 �� 980円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 16，570円

票 数

単勝票数 計 190926 的中 � 50427（1番人気）
複勝票数 計 205088 的中 � 47327（1番人気）� 28662（4番人気）� 10931（8番人気）
馬連票数 計 312921 的中 �� 31568（2番人気）
馬単票数 計 163305 的中 �� 7744（2番人気）
ワイド票数 計 205582 的中 �� 20854（1番人気）�� 5028（18番人気）�� 3851（24番人気）
3連複票数 計 438951 的中 ��� 7785（22番人気）
3連単票数 計 745693 的中 ��� 3262（63番人気）
上り 1マイル 1：50．4 4F 54．3－3F 41．0

コーナー
通過順位

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

�
�
7＝4－2，5，8－（3，6）
7＝2－8，3（4，5，6）

勝馬の
紹 介

�ミンナノシャチョウ �

父 ヴィクトワールピサ �


母父 ア サ テ ィ ス

2015．3．23生 牡6鹿 母 ラストアロー 母母 サンヨウアロー 障害：7戦1勝 賞金 13，090，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ミッキースピリット号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アドラメレク号の騎手西谷誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ミッキースピリット号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目1コーナーで競走を中止したことについて障害調教再審査

〔平地調教を含む〕。



23005 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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
1：07．5
1：07．5

良
良

59 サンディブリッジ 牝2鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434 ―1：10．7 2．5�

510 カジュフェイス 牡2鹿 54 秋山真一郎 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 486 ―1：10．8クビ 24．2�
611 シェンフォン 牝2鹿 54 藤岡 康太 �グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム 434 ―1：11．12 8．1�
12 シゲルハナミザケ 牝2栗 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 444 ―1：11．31� 6．8�
36 タイセイエピソード 牡2栗 54 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：11．61� 48．5�
815 ニホンピロオーセン 牡2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 482 ―1：11．92 67．2	
612 アスターデカゴン 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 492 ―1：12．0クビ 38．5

35 タムロキュラムン 牝2鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 428 ― 〃 アタマ 15．3�
816 アールヨンク 牡2鹿 54 岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ―1：12．11 11．3�
23 タ ガ ノ ル ナ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 430 ―1：12．2� 27．7

24 シャランガーナ 牡2栗 54 武 豊�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 484 ―1：12．3� 6．0�
714 タガノクリステル 牝2黒鹿54 �島 克駿八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476 ―1：12．72� 47．0�
48 デ ィ ラ ッ ク 牡2青鹿54 藤懸 貴志桑畑 夏美氏 小林 真也 日高 浜本牧場 418 ―1：12．91 38．2�
11 ダンツカリフ 牡2黒鹿54 中井 裕二山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 富塚ファーム 488 ―1：13．43 93．8�
713 トーアルドルフ 牡2栃栗54 藤井勘一郎高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 472 ―1：13．5� 95．8�
47 クリノレジェンド 牡2黒鹿54 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 504 ―1：14．45 128．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，984，300円 複勝： 41，082，800円 枠連： 12，180，200円
馬連： 50，817，000円 馬単： 23，996，600円 ワイド： 47，026，300円
3連複： 84，012，000円 3連単： 84，107，400円 計： 384，206，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 420円 � 240円 枠 連（5－5） 3，190円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 450円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 20，940円

票 数

単勝票数 計 409843 的中 � 131541（1番人気）
複勝票数 計 410828 的中 � 100020（1番人気）� 19203（7番人気）� 40962（4番人気）
枠連票数 計 121802 的中 （5－5） 2957（14番人気）
馬連票数 計 508170 的中 �� 13137（9番人気）
馬単票数 計 239966 的中 �� 3938（13番人気）
ワイド票数 計 470263 的中 �� 9726（12番人気）�� 29161（2番人気）�� 5635（19番人気）
3連複票数 計 840120 的中 ��� 11403（11番人気）
3連単票数 計 841074 的中 ��� 2911（39番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―46．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンディブリッジ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Invincible Spirit 初出走

2019．5．3生 牝2鹿 母 スピリットレイク 母母 アクアリスト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ニホンピロオーセン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23006 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

12 リーベサンライズ 牝3黒鹿54 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 438－ 81：45．5 3．3�
47 メイショウキートス 牝3青鹿54 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 448 ―1：45．61 16．8�
24 クリノキララ 牝3鹿 54 浜中 俊栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 424＋ 41：45．81� 9．2�
816 エリカブライト 牝3鹿 54 川田 将雅三木 正浩氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466＋141：46．01� 5．3�
36 ナンノコレシキ 牝3黒鹿54 西村 淳也宮城 寛也氏 茶木 太樹 新冠 スカイビーチステーブル 444－181：46．53 15．2�
815 ワ ン ラ ヴ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 	ニッシンホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 430＋101：46．81� 110．7

59 ニホンピロラブリー 牝3青鹿54 和田 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 468＋ 4 〃 ハナ 48．8�
11 ハングルース 牝3鹿 54 �島 克駿飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 470± 0 〃 アタマ 29．9�
612 ショコラルビー 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新ゴドルフィン 吉村 圭司 浦河 富菜牧場 470＋ 81：47．01 15．9
23 ヴィッカース 牝3黒鹿54 酒井 学吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 80．9�
611 ナリタダイアリー 牝3青鹿54 国分 優作	オースミ 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 438－ 41：47．21� 55．3�
713 メイショウコチカゼ 牝3栗 54 城戸 義政松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 522± 01：47．41� 165．0�
714 ナムラコマチ 牝3鹿 54 岩田 望来奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 444＋ 81：47．82 3．0�
48 センシティブガール 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁 Him Rock Racing
ホールディングス	 加用 正 千歳 社台ファーム 372＋ 91：47．9� 156．9�

510 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿54 川須 栄彦松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 454＋ 61：48．0� 46．3�
35 シックスレター 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ熊坂 俊一氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 470＋ 41：49．38 55．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，265，100円 複勝： 40，872，400円 枠連： 10，871，200円
馬連： 54，339，500円 馬単： 23，090，500円 ワイド： 50，006，600円
3連複： 86，729，300円 3連単： 87，125，200円 計： 385，299，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 440円 � 340円 枠 連（1－4） 2，250円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 510円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 33，970円

票 数

単勝票数 計 322651 的中 � 76292（2番人気）
複勝票数 計 408724 的中 � 78970（2番人気）� 20388（7番人気）� 28588（5番人気）
枠連票数 計 108712 的中 （1－4） 3742（10番人気）
馬連票数 計 543395 的中 �� 14297（11番人気）
馬単票数 計 230905 的中 �� 3824（16番人気）
ワイド票数 計 500066 的中 �� 10058（12番人気）�� 27020（3番人気）�� 5602（27番人気）
3連複票数 計 867293 的中 ��� 7755（25番人気）
3連単票数 計 871252 的中 ��� 1859（90番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．0―12．7―12．1―12．1―12．6―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．9―42．6―54．7―1：06．8―1：19．4―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リーベサンライズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンライズペガサス デビュー 2020．11．15 東京3着

2018．6．11生 牝3黒鹿 母 フォローハート 母母 フォローミー 7戦1勝 賞金 14，200，000円
※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 クリノスパークル号・ニホンピロリアン号



23007 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

811 ショウサンイチマツ 牡3栗 56
53 ▲松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 446－ 62：04．1 7．4�

79 ライトオブワールド 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 444－ 22：04．52� 79．2�

44 ジューンサクラ 牝3黒鹿54 川島 信二吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 428＋ 62：04．6� 63．8�
33 フローレスクイーン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 496－ 22：04．91� 2．8�
68 クリノエルサ 牝3芦 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 450± 02：05．32� 15．3�
11 ラストアプローズ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 484－ 2 〃 クビ 72．7	

67 シエルクリーガー 牡3鹿 56 中井 裕二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 490± 02：05．72� 41．1

56 レッドアストラム 牡3栗 56 武 豊 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502＋102：05．8� 2．1�
55 ラッキーパラダイス 牡3青鹿56 藤懸 貴志孫 頌欣氏 平田 修 千歳 社台ファーム 496＋ 22：05．9� 54．1�
710 ディクテオン �3黒鹿56 藤井勘一郎�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 502± 02：06．53� 19．9
812 ヤマニンミレニアム 牡3黒鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448＋ 42：06．7� 34．9�
22 スズカオーザ �3鹿 56 和田 翼永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456 ―2：12．2大差 16．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，034，200円 複勝： 27，807，200円 枠連： 9，430，800円
馬連： 48，996，200円 馬単： 24，679，700円 ワイド： 42，329，100円
3連複： 74，465，600円 3連単： 105，718，400円 計： 362，461，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 1，280円 � 780円 枠 連（7－8） 3，040円

馬 連 �� 23，820円 馬 単 �� 41，400円

ワ イ ド �� 6，590円 �� 3，460円 �� 18，180円

3 連 複 ��� 168，720円 3 連 単 ��� 880，980円

票 数

単勝票数 計 290342 的中 � 31233（3番人気）
複勝票数 計 278072 的中 � 36827（3番人気）� 5049（11番人気）� 8552（9番人気）
枠連票数 計 94308 的中 （7－8） 2399（10番人気）
馬連票数 計 489962 的中 �� 1594（36番人気）
馬単票数 計 246797 的中 �� 447（72番人気）
ワイド票数 計 423291 的中 �� 1655（42番人気）�� 3184（31番人気）�� 596（65番人気）
3連複票数 計 744656 的中 ��� 331（170番人気）
3連単票数 計1057184 的中 ��� 87（836番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．2―49．5―1：02．1―1：14．5―1：26．8―1：38．9―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウサンイチマツ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．1．11 中京2着

2018．3．4生 牡3栗 母 ショウサンウルル 母母 キングズラヴ 8戦1勝 賞金 12，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカオーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月14日まで平地競走

に出走できない。

23008 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

713 サワヤカコーズサン 牡3栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 464－ 21：43．8 2．8�
11 マルモルーラー 牡3黒鹿54 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 514－ 41：43．9� 8．8�
12 レイクリエイター 牡3芦 54 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 486－ 21：44．32� 32．0�
48 プロミストウォリア 牡4鹿 57 西村 淳也 �シルクレーシング 野中 賢二 平取 坂東牧場 530＋ 61：44．51� 3．0�
36 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿52 藤岡 康太幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：44．6クビ 19．3�
24 � エ ヴ ァ ン 牡4鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 41：44．91	 23．5	
59 ヤマニンスプレモ 牡5青鹿57 柴山 雄一土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 476＋ 2 〃 ハナ 35．8

35 � スリーシャーペン 牡4鹿 57 高倉 稜永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 486± 01：45．11� 79．5�
714 ゴルトファルベン 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484－ 61：46．05 51．2
611
 コンバットマーチ 牝4芦 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 458± 0 〃 � 47．8�
47 コパノピッチング 牡3鹿 54

51 ▲松本 大輝小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 492＋ 81：46．53 29．8�
612 メイショウオキビ 牡3栗 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 498－161：46．6アタマ 60．2�
23 メイショウフンジン 牡3黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 502＋ 21：46．81� 15．3�
816 ス ナ イ プ 牡5栗 57

54 ▲角田 大和 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 須崎牧場 530＋101：48．07 63．8�

815 ユウファースト 牡3黒鹿 54
50 ★永島まなみ�アイテツ 新谷 功一 浦河 丸村村下

ファーム 486＋101：51．8大差 168．3�
510 シーニッククルーズ 牡3芦 54 浜中 俊 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 494± 01：54．2大差 8．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，569，000円 複勝： 48，150，100円 枠連： 14，305，900円
馬連： 76，177，100円 馬単： 29，571，700円 ワイド： 68，689，500円
3連複： 116，416，700円 3連単： 124，100，600円 計： 516，980，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 240円 � 690円 枠 連（1－7） 1，290円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，280円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 7，870円 3 連 単 ��� 23，550円

票 数

単勝票数 計 395690 的中 � 111669（1番人気）
複勝票数 計 481501 的中 � 111553（1番人気）� 50590（3番人気）� 13268（10番人気）
枠連票数 計 143059 的中 （1－7） 8533（4番人気）
馬連票数 計 761771 的中 �� 43421（2番人気）
馬単票数 計 295717 的中 �� 10422（4番人気）
ワイド票数 計 686895 的中 �� 37027（2番人気）�� 13419（11番人気）�� 7203（24番人気）
3連複票数 計1164167 的中 ��� 11092（20番人気）
3連単票数 計1241006 的中 ��� 3819（46番人気）

ハロンタイム 7．1―10．5―11．6―12．3―12．1―12．0―12．5―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．6―29．2―41．5―53．6―1：05．6―1：18．1―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サワヤカコーズサン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ラスカルスズカ デビュー 2020．8．22 小倉9着

2018．4．21生 牡3栗 母 サワヤカラスカル 母母 サワヤカスズカ 13戦2勝 賞金 22，020，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウファースト号・シーニッククルーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

9月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ジェミニキング号・テーオーバフェット号・メイショウフクイク号・レッドブロンクス号・ワイドレッジャドロ号



23009 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第9競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

55 ナムラクレア 牝2青鹿54 松山 弘平奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 454－101：10．8 4．1�
11 テイエムスパーダ 牝2芦 54 岩田 望来竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 484－101：10．9	 2．9�
810
 デ ュ ガ 牡2鹿 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 472 ―1：11．32	 4．8�
78 ヒルノローザンヌ 牝2黒鹿54 和田 竜二�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 61：11．5� 16．3�
33 トーホウラビアン 牝2鹿 54 富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 428＋ 2 〃 ハナ 4．8�
66 � ブリュットミレジメ 牡2鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 真島 元徳 日高 広富牧場 486＋ 51：11．71	 21．0	

（佐賀）

77 ミーナティエルナ 牝2栗 54 松本 大輝 �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 426－ 61：12．12	 70．1

22 � ブルーデイジー 牝2鹿 54 島 克駿國武 佳博氏 真島 元徳 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 448－111：12．84 20．9�
（佐賀）

44 � モーモーグリーン 牝2栗 54 島 良太小橋 亮太氏 池田 忠好 平取 中川 隆 442－ 21：13．97 101．8�
（佐賀）

89 � サーカスノパレード 牡2黒鹿54 西村 淳也副島 義久氏 真島 元徳 浦河 木村牧場 476－ 31：17．7大差 61．0
（佐賀）

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，843，000円 複勝： 42，383，000円 枠連： 9，534，500円
馬連： 70，784，400円 馬単： 40，411，400円 ワイド： 48，718，800円
3連複： 102，887，900円 3連単： 190，045，700円 計： 559，608，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（1－5） 480円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 240円 �� 360円 �� 350円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 5，120円

票 数

単勝票数 計 548430 的中 � 111750（2番人気）
複勝票数 計 423830 的中 � 79122（3番人気）� 105759（1番人気）� 57142（4番人気）
枠連票数 計 95345 的中 （1－5） 15339（2番人気）
馬連票数 計 707844 的中 �� 117890（2番人気）
馬単票数 計 404114 的中 �� 27083（3番人気）
ワイド票数 計 487188 的中 �� 57549（2番人気）�� 32492（5番人気）�� 33777（4番人気）
3連複票数 計1028879 的中 ��� 92043（2番人気）
3連単票数 計1900457 的中 ��� 26881（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―12．2―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―46．3―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 1，2（5，6）3（7，10）8－9－4 4 1（5，2）6，3（7，8，10）＝4－9

勝馬の
紹 介

ナムラクレア �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．8．1 新潟3着

2019．3．30生 牝2青鹿 母 サンクイーンⅡ 母母 Fountain of Peace 2戦1勝 賞金 18，024，000円
〔発走状況〕 テイエムスパーダ号は，枠入り不良。発走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムスパーダ号は，令和3年8月15日から令和3年9月4日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーモーグリーン号・サーカスノパレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

9月14日まで平地競走に出走できない。

23010 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第10競走 ��
��2，000�

や な が わ

柳 川 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
賞 品

本 賞 10，500，000
10，500，000

円
円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 140，000
140，000

円
円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

22 ア リ ー ヴ ォ 牡3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：05．1 2．7�
55 ラストヌードル 牡5鹿 57 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 同着 13．8�
33 リ ノ キ ア ナ 牝4鹿 55 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 440－102：05．41� 21．8�
78 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 7．1�
44 サトノシャローム 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522＋ 62：05．5クビ 6．5	
810 ソニックベガ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466＋ 62：05．81� 3．2

77 トウカイデュエル 牡4鹿 57 柴山 雄一内村 正則氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 460＋ 22：06．43	 111．7�
66 エスピリトゥオーゾ 牡7栗 57 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 462－30 〃 クビ 114．5�
89 ゲンパチミーティア 牡3鹿 54 岩田 望来平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 472＋ 22：06．71� 15．7
11 キボウノダイチ 
6黒鹿57 秋山真一郎三宅 勝俊氏 畑端 省吾 浦河 カナイシスタッド 484＋ 22：15．9大差 11．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，348，600円 複勝： 63，435，000円 枠連： 14，459，700円
馬連： 104，709，100円 馬単： 46，357，400円 ワイド： 71，912，300円
3連複： 148，357，700円 3連単： 219，754，200円 計： 721，334，000円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

160円
520円 複 勝 �

�
160円
270円 � 420円 枠 連（2－5） 1，510円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 ��
��

920円
1，930円

ワ イ ド �� 450円 ��
��

570円
1，610円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ���
���

7，950円
18，550円

票 数

単勝票数 計 523486 的中 � 153507（1番人気）� 30203（6番人気）
複勝票数 計 634350 的中 � 128459（2番人気）� 56323（6番人気）� 32415（8番人気）
枠連票数 計 144597 的中 （2－5） 7391（6番人気）
馬連票数 計1047091 的中 �� 64305（6番人気）
馬単票数 計 463574 的中 �� 19229（6番人気）�� 8801（17番人気）
ワイド票数 計 719123 的中 �� 42825（6番人気）�� 32721（7番人気）�� 10602（22番人気）
3連複票数 計1483577 的中 ��� 22714（20番人気）
3連単票数 計2197542 的中 ��� 10034（59番人気）��� 4282（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．8―49．1―1：02．1―1：14．6―1：27．3―1：39．8―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3
1（4，9）（3，10）－（5，8）（2，6）＝7・（1，4，9）（5，3，10）2（8，6）－7

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

勝馬の
紹 介

ア リ ー ヴ ォ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2020．10．3 中京11着

2018．5．17生 牡3鹿 母 エスメラルディーナ 母母 Tasha’s Star 7戦3勝 賞金 34，386，000円
市場取引馬
ラストヌードル �

�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Green Tune デビュー 2018．10．14 東京1着

2016．1．22生 牡5鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 19戦3勝 賞金 53，659，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔調教再審査〕 キボウノダイチ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 キボウノダイチ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



23011 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第11競走 ��
��1，700�

あ そ

阿蘇ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：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，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

815 ケイアイパープル 牡5鹿 56 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 504± 01：42．9 24．5�
22 スマートセラヴィー 牡5栗 57 川田 将雅大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 498－ 21：43．85 3．6�
58 ハギノアトラス 牡5栗 56 幸 英明安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 486－24 〃 クビ 16．0�
47 アヴァンティスト 牡5栗 56 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 462－ 41：43．9クビ 9．8�
46 クリノフウジン 牡7栗 56 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 508＋ 41：44．21
 23．4�
611 メイショウカズサ 牡4栗 58 松山 弘平松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B478－ 21：44．3
 3．0	
59 � ヒストリーメイカー 牡7黒鹿59 	島 克駿岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 536＋ 51：44．4クビ 7．2

814 ヒ ラ ソ ー ル �5鹿 56 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 472± 0 〃 クビ 79．4�
11 アディラート 牡7黒鹿57 西村 淳也安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B504＋ 41：44．5 34．3�
34 ヒロブレイブ 牡8鹿 56 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 482－ 21：44．71� 138．8
610� モズダッシュスター 牡5栗 56 和田 竜二 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 510± 0 〃 ハナ 15．0�
712 ロイヤルパールス 牡6鹿 56 中井 裕二ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 520－ 81：45．02 89．2�
713 テンザワールド 牡7栗 56 武 豊天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B440＋ 41：45．31 20．8�
23 タ イ サ イ 牡5栗 56 富田 暁椎名 節氏 四位 洋文 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488＋ 6 〃 アタマ 37．8�
35 ノーヴァレンダ 牡5黒鹿56 岩田 望来 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 544＋101：45．4 15．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 97，862，100円 複勝： 119，285，800円 枠連： 51，230，500円
馬連： 274，093，300円 馬単： 97，511，600円 ワイド： 195，004，300円
3連複： 487，967，600円 3連単： 536，473，700円 計： 1，859，428，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 670円 � 180円 � 400円 枠 連（2－8） 3，960円

馬 連 �� 8，270円 馬 単 �� 20，050円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 6，200円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 35，460円 3 連 単 ��� 287，680円

票 数

単勝票数 計 978621 的中 � 31850（10番人気）
複勝票数 計1192858 的中 � 38556（11番人気）� 226630（1番人気）� 69707（6番人気）
枠連票数 計 512305 的中 （2－8） 10017（17番人気）
馬連票数 計2740933 的中 �� 25675（30番人気）
馬単票数 計 975116 的中 �� 3647（71番人気）
ワイド票数 計1950043 的中 �� 20959（31番人気）�� 7932（64番人気）�� 38793（13番人気）
3連複票数 計4879676 的中 ��� 10319（118番人気）
3連単票数 計5364737 的中 ��� 1352（859番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．3―41．5―53．5―1：05．3―1：17．6―1：29．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイパープル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．4．6 阪神1着

2016．4．4生 牡5鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 15戦5勝 賞金 76，857，000円

23012 8月14日 雨 不良 （3小倉4） 第1日 第12競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

34 ストゥーティ 牝3鹿 52 松山 弘平 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 428± 01：52．2 1．9�
45 ナムラスワガー 牡3鹿 54 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 488－101：52．52 53．8�
610 サンデージャック 牡3青鹿54 和田 竜二杉野 公彦氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：52．71� 10．4�
712 ヒルノアントラ �4青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B462＋ 41：52．8クビ 51．7�
57 キトゥンズマーチ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 460－ 21：52．9� 21．4	

11 タマモネックタイ 牡3鹿 54
51 ▲角田 大和タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 472－ 2 〃 クビ 19．5


69 バ ガ ン 牡3青 54 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 460－ 41：53．11 4．0�

814 マンインザミラー 牡3鹿 54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：53．52� 8．6�
46 � マックスブロケイド 牝5鹿 55 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 424－ 41：53．6� 165．5
58 � タツオウカケンラン 牝4青鹿55 岩田 康誠鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 442－ 31：54．13 42．8�
33 クリノイコライザー �4栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 442－ 21：54．62� 109．6�
711 スズカキング 牡4鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B458－121：55．98 27．7�
813� テーオーバフェット 牡4栗 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B520＋201：57．7大差 179．6�
22 ナムラメーテル 牝3青鹿52 幸 英明奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 新ひだか 八田ファーム 436＋ 6 （競走中止） 17．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 68，329，500円 複勝： 68，638，400円 枠連： 27，569，300円
馬連： 126，297，900円 馬単： 57，139，100円 ワイド： 99，594，700円
3連複： 207，619，600円 3連単： 263，577，200円 計： 918，765，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 760円 � 230円 枠 連（3－4） 3，760円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 390円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 11，000円 3 連 単 ��� 39，090円

票 数

単勝票数 計 683295 的中 � 283240（1番人気）
複勝票数 計 686384 的中 � 197200（1番人気）� 15810（11番人気）� 70176（4番人気）
枠連票数 計 275693 的中 （3－4） 5673（14番人気）
馬連票数 計1262979 的中 �� 23191（13番人気）
馬単票数 計 571391 的中 �� 6596（21番人気）
ワイド票数 計 995947 的中 �� 22010（12番人気）�� 73311（2番人気）�� 5783（39番人気）
3連複票数 計2076196 的中 ��� 14152（36番人気）
3連単票数 計2635772 的中 ��� 4888（106番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．0―12．2―12．3―12．3―12．5―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．8―49．0―1：01．3―1：13．6―1：26．1―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストゥーティ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．8．8 新潟1着

2018．2．6生 牝3鹿 母 リラヴァティ 母母 シンハリーズ 8戦2勝 賞金 40，185，000円
〔競走中止〕 ナムラメーテル号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 タマモネックタイ号の騎手角田大和は，4コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。

キトゥンズマーチ号の騎手富田暁は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーバフェット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月14日まで平地

競走に出走できない。
※テーオーバフェット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3小倉4）第1日 8月14日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

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
厩務員出走奨励金

222，380，000円
5，620，000円
24，340，000円
1，161，000円
26，040，000円
67，575，500円
5，525，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
525，230，400円
575，457，500円
178，944，500円
972，489，800円
428，203，100円
787，958，300円
1，578，488，600円
1，949，857，800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 6，996，630，000円

総入場人員 1，575名 （有料入場人員 1，211名）
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