
23013 8月15日 晴 重 （3小倉4） 第2日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00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
1：07．5
1：07．5

良
良

22 エ ク ロ ー ル 牝2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422＋101：09．6 12．9�

11 ス タ ロ ー ン 牡2鹿 54 武 豊大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 464－121：10．02� 13．4�
88 メイショウイヌワシ 牡2鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 452＋ 41：10．1� 3．7�
77 ニシノデフィレ 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 508＋ 61：10．31� 3．7�
89 ラムリケティ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和ムーティエR 牧田 和弥 様似 富田 恭司 368－ 81：10．51� 83．6�
33 ブライトホルン 牡2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 41：10．71 15．8	
66 スナークステージ 牝2芦 54

53 ☆富田 暁杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 408± 0 〃 アタマ 102．0

55 ヴェラフォルツァ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム B438＋121：11．12 2．6�

44 アキノポエム 牝2黒鹿 54
51 ▲松本 大輝徳山 彰俊氏 清水 久詞 新冠 三村 卓也 442＋ 21：12．37 29．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，022，000円 複勝： 39，517，000円 枠連： 6，370，800円
馬連： 50，166，400円 馬単： 27，676，000円 ワイド： 42，627，800円
3連複： 73，462，300円 3連単： 110，940，100円 計： 390，782，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 240円 � 260円 � 150円 枠 連（1－2） 3，520円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 880円 �� 530円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 38，480円

票 数

単勝票数 計 400220 的中 � 26092（4番人気）
複勝票数 計 395170 的中 � 37796（4番人気）� 34119（6番人気）� 89112（1番人気）
枠連票数 計 63708 的中 （1－2） 1400（13番人気）
馬連票数 計 501664 的中 �� 11206（13番人気）
馬単票数 計 276760 的中 �� 2747（28番人気）
ワイド票数 計 426278 的中 �� 11990（13番人気）�� 20991（7番人気）�� 17789（10番人気）
3連複票数 計 734623 的中 ��� 12645（17番人気）
3連単票数 計1109401 的中 ��� 2090（125番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．8―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ク ロ ー ル 
�
父 トランセンド 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．6．26 阪神6着

2019．3．24生 牝2鹿 母 スイートメドゥーサ 母母 ローブデコルテ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

23014 8月15日 晴 不良 （3小倉4） 第2日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時35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
1：40．9
1：40．9

重
重

611 トーアエレクトロン 牡3鹿 56
53 ▲松本 大輝高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 456－ 61：44．8 5．2�

612 エイシンイルハーン 牡3鹿 56 川田 将雅平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 476－ 81：45．01 1．7�
59 ゼンダンリュウ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁渡邊 善男氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 470－14 〃 アタマ 12．5�
815 ビオグラフィア 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 6 〃 アタマ 26．2�
48 イーサンタイガー �3鹿 56 酒井 学国本 勇氏 昆 貢 新冠 須崎牧場 506＋ 41：45．1クビ 17．0	
36 サヴァニャン 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B426＋ 41：45．21 15．6

24 テーオーターナー 牡3鹿 56 幸 英明小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 492－ 81：45．51� 25．8�
47 オンデューティ 牡3黒鹿56 中井 裕二中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B482－ 81：45．92� 96．9�
713 クレスコロッキー 牡3鹿 56 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 木村牧場 526＋141：46．75 184．0
35 ダノングロッケン �3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B520± 0 〃 アタマ 23．0�
12 サンライズアイガー 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 460－ 81：46．8クビ 31．7�
11 ダンツソアラ 牡3芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 466＋ 41：47．11� 16．6�
23 ケンブリッジセンス 牡3鹿 56 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 444＋ 21：47．74 174．0�
510 パラダイスアレイ 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新橋元 勇氣氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 452－ 81：47．8クビ 173．1�
714 テーオーピタゴラス 牡3栗 56 城戸 義政小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 526－121：47．9� 208．3�
816 バンテージポイント �3鹿 56 西村 淳也 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－221：49．38 21．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，293，100円 複勝： 53，163，900円 枠連： 13，170，900円
馬連： 56，013，600円 馬単： 31，161，600円 ワイド： 57，736，300円
3連複： 96，863，800円 3連単： 107，559，200円 計： 452，962，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 110円 � 210円 枠 連（6－6） 500円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 270円 �� 540円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 372931 的中 � 56695（2番人気）
複勝票数 計 531639 的中 � 68640（2番人気）� 216005（1番人気）� 40458（3番人気）
枠連票数 計 131709 的中 （6－6） 20216（1番人気）
馬連票数 計 560136 的中 �� 75748（1番人気）
馬単票数 計 311616 的中 �� 17429（3番人気）
ワイド票数 計 577363 的中 �� 58550（1番人気）�� 25244（5番人気）�� 39968（2番人気）
3連複票数 計 968638 的中 ��� 62063（1番人気）
3連単票数 計1075592 的中 ��� 14275（4番人気）

ハロンタイム 7．2―10．5―11．7―12．9―12．5―12．2―12．5―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―17．7―29．4―42．3―54．8―1：07．0―1：19．5―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
6，8（2，11）（5，16）（4，9，12）－10，15，7，13，1－（3，14）・（6，8）11（2，12）5（4，9，16）15（10，13）7－1，14，3

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

勝馬の
紹 介

トーアエレクトロン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．12．5 阪神5着

2018．3．26生 牡3鹿 母 ジョーヌダンブル 母母 マルターズヒート 7戦1勝 賞金 7，080，000円
〔3走成績による出走制限〕 クレスコロッキー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月15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） 2頭 クリノミカサ号・メイショウタニカゼ号
（非抽選馬） 1頭 アイソリズム号

第４回 小倉競馬 第２日
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



23015 8月15日 晴 重 （3小倉4） 第2日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・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
1：56．9
1：56．1

良
良

46 ルージュメサージュ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：01．0 6．9�
815 ジェムフェザー 牝3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 62：01．42� 7．8�
814 エニシノウタ 牝3黒鹿54 川田 将雅岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 432－ 6 〃 アタマ 2．3�
11 トーホウロゼリア 牝3鹿 54 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 458－ 22：01．71� 5．0�
59 ブリングミージョイ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B474± 02：02．01� 23．0	
713 ウインヴァカンス 牝3栗 54 松若 風馬�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 442± 0 〃 クビ 10．1

47 ニホンピロビヨンド 牝3栗 54 和田 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 372－ 22：02．21� 149．4�
34 ル コ リ エ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋122：02．62� 57．7�

611 ニホンピロリアン 牝3青鹿54 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 504＋ 62：02．91� 9．7
35 メイショウテンドウ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 456－ 72：03．0� 156．0�
23 クリムゾンハート 牝3鹿 54 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448－ 6 〃 クビ 16．3�
712 ロマンスタイム 牝3栗 54 国分 優作阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 440＋ 82：03．74 279．2�
22 テーオーラターシュ 牝3鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 464－ 92：03．81 74．9�
610 オーサムメーカー 牝3鹿 54 田村 太雅�髙昭牧場 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 492＋ 22：04．01� 324．6�

（14頭）
58 テーオーマシェリ 牝3黒鹿54 松山 弘平小笹 公也氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，195，000円 複勝： 48，247，400円 枠連： 10，919，900円
馬連： 54，999，100円 馬単： 24，747，500円 ワイド： 50，298，800円
3連複： 84，440，200円 3連単： 87，692，800円 計： 397，540，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 220円 � 140円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 950円 �� 430円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 17，460円

票 数

単勝票数 差引計 361950（返還計 1277） 的中 � 41873（3番人気）
複勝票数 差引計 482474（返還計 1505） 的中 � 58749（3番人気）� 49007（5番人気）� 112346（1番人気）
枠連票数 差引計 109199（返還計 50） 的中 （4－8） 12931（2番人気）
馬連票数 差引計 549991（返還計 7562） 的中 �� 17516（11番人気）
馬単票数 差引計 247475（返還計 3194） 的中 �� 3647（22番人気）
ワイド票数 差引計 502988（返還計 5866） 的中 �� 12641（15番人気）�� 31395（3番人気）�� 28078（4番人気）
3連複票数 差引計 844402（返還計 19130） 的中 ��� 22219（9番人気）
3連単票数 差引計 876928（返還計 25179） 的中 ��� 3641（52番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―13．3―12．8―12．5―11．9―11．9―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．5―48．8―1：01．6―1：14．1―1：26．0―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
・（9，11）13，3（4，14）2（6，15）（5，12）7，1，10・（9，11）（13，14）（3，4，1）15（2，6，7）12（10，5）

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

勝馬の
紹 介

ルージュメサージュ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2021．1．24 中山3着

2018．4．25生 牝3黒鹿 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 4戦1勝 賞金 7，110，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 テーオーマシェリ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ウインヴァカンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ニホンピロリアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23016 8月15日 晴 重 （3小倉4） 第2日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時35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
1：40．9
1：40．9

重
重

24 メイショウナリヒラ 牡3栗 56 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋101：45．4 3．0�
12 テーオールノワール �3黒鹿56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 B490± 0 〃 アタマ 5．8�
23 ヴァンヤール 牡3栗 56 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 524± 01：45．71� 12．1�
36 � デリカテッセン 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin B484＋ 41：45．8	 10．9�
47 カシノシンセイ 牡3鹿 56 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 登別 青藍牧場 488＋ 41：45．9クビ 14．6	
612 ストロングカレント 牡3鹿 56 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新冠 村上牧場 470± 01：46．64 15．8

11 サンライズメモリー 牡3黒鹿56 和田 竜二�ライフハウス 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 466＋ 61：46．92 126．8�
48 ガ テ ィ ッ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 440＋ 81：47．0	 101．4�
611 ガ ム ラ ン 牡3栗 56 松若 風馬ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 510＋181：47．31	 5．9
35 � マッチレスギフト 牝3栗 54 浜中 俊 �社台レースホース松永 幹夫 英 Shadai Farm 496＋ 61：47．51	 15．6�
714 チョモランマ 牡3鹿 56 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 508± 01：47．81	 323．0�
815� ファインハッピー 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 正剛氏 杉山 晴紀 米 John R. Penn

& Frank Penn 464＋ 41：48．33 75．4�
59 レインボーヒル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和上茶谷 一氏 飯田 雄三 浦河 ヒダカフアーム 472＋101：49．47 277．1�
816 オウケンブレイク 牡3青鹿56 高倉 稜福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 492－ 41：52．9大差 271．1�
713 メイショウコウシ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 500＋101：54．07 6．3�
510 ティーティーゴー 牡3栗 56 城戸 義政康本 利幸氏 畑端 省吾 新冠 堤 牧場 B476－ 4 （競走中止） 77．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，099，700円 複勝： 48，463，000円 枠連： 11，878，600円
馬連： 58，258，500円 馬単： 24，846，800円 ワイド： 53，865，700円
3連複： 97，772，300円 3連単： 99，507，700円 計： 430，692，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 200円 � 320円 枠 連（1－2） 990円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 440円 �� 990円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 21，650円

票 数

単勝票数 計 360997 的中 � 95935（1番人気）
複勝票数 計 484630 的中 � 95067（1番人気）� 64624（4番人気）� 31538（6番人気）
枠連票数 計 118786 的中 （1－2） 9281（4番人気）
馬連票数 計 582585 的中 �� 45327（2番人気）
馬単票数 計 248468 的中 �� 9594（4番人気）
ワイド票数 計 538657 的中 �� 33389（2番人気）�� 13514（13番人気）�� 10427（18番人気）
3連複票数 計 977723 的中 ��� 13562（18番人気）
3連単票数 計 995077 的中 ��� 3332（54番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―12．0―13．1―12．4―12．1―12．4―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．0―43．1―55．5―1：07．6―1：20．0―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナリヒラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．10 中京2着

2018．3．29生 牡3栗 母 ピエナアマゾン 母母 ロイヤルリフ 9戦1勝 賞金 14，080，000円
〔競走中止〕 ティーティーゴー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 オウケンブレイク号は，1コーナーで競走を中止した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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウコウシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サクラトップキセキ号



23017 8月15日 曇 稍重 （3小倉4） 第2日 第5競走 ��1，800�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
1：46．9
1：44．5

良
良

59 ド グ マ 牡2鹿 54 柴山 雄一広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 478 ―1：51．4 31．4�
48 ヒドゥンヒルズ 牡2鹿 54 西村 淳也�G1レーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 496 ―1：51．5� 14．0�
611 スパイダーバローズ 牡2鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482 ―1：51．61 1．8�
23 デルマローレライ 牝2黒鹿54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 410 ―1：52．23� 27．5�
713 レ ガ ー ミ 牝2芦 54

53 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 辻 牧場 500 ―1：52．41� 60．3�
35 ナニハサテオキ 牡2鹿 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社

目黒牧場 476 ―1：52．93 213．5	
47 ア レ マ ー ナ 牝2鹿 54 松山 弘平 
キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 アタマ 5．8�
24 クレスコペガサス 牡2芦 54 藤懸 貴志堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 430 ―1：53．0� 141．7�
816 アトランティス 牡2鹿 54 岩田 康誠山口功一郎氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：53．21� 25．7
510 スギノバベル 牡2鹿 54 浜中 俊杉山 忠国氏 辻野 泰之 新ひだか 明治牧場 466 ―1：53．72� 29．2�
11 ダイヤノカガヤキ 牝2芦 54

51 ▲松本 大輝 
ダイヤモンドファーム 村山 明 浦河 ダイヤモンドファーム 416 ―1：53．91� 259．6�
12 メイショウタイゲイ 牡2黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 452 ―1：54．11� 69．9�
612 オールタイムハイ 牡2青 54 武 豊池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 492 ― 〃 アタマ 5．2�
714 ダブルブレンド 牝2栗 54 藤岡 康太
酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 406 ―1：54．52� 107．2�
36 テイエムアラジン 牡2鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 502 ―1：55．03 152．0�
815 ショウナンダイコク 牡2鹿 54

51 ▲角田 大和国本 哲秀氏 新谷 功一 日高 天羽牧場 494 ―1：55．2� 219．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，677，300円 複勝： 49，155，100円 枠連： 14，875，800円
馬連： 57，770，600円 馬単： 32，991，700円 ワイド： 52，145，200円
3連複： 93，842，800円 3連単： 111，807，000円 計： 479，265，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 400円 � 270円 � 120円 枠 連（4－5） 1，540円

馬 連 �� 10，580円 馬 単 �� 30，960円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 990円 �� 650円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 109，830円

票 数

単勝票数 計 666773 的中 � 18016（8番人気）
複勝票数 計 491551 的中 � 22817（8番人気）� 37879（4番人気）� 150401（1番人気）
枠連票数 計 148758 的中 （4－5） 7481（6番人気）
馬連票数 計 577706 的中 �� 4229（29番人気）
馬単票数 計 329917 的中 �� 799（66番人気）
ワイド票数 計 521452 的中 �� 4475（27番人気）�� 13536（8番人気）�� 21492（5番人気）
3連複票数 計 938428 的中 ��� 7386（27番人気）
3連単票数 計1118070 的中 ��� 738（279番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．9―13．1―12．4―12．2―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―39．0―52．1―1：04．5―1：16．7―1：28．2―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7
1
3
4，8（3，12）（5，7，10，13）（9，11）6（1，14）（15，16）2・（4，8）（12，13）（3，7）（5，10，11）（1，6，9，16）（2，14）－15

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

勝馬の
紹 介

ド グ マ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2019．3．10生 牡2鹿 母 ショウナンカラット 母母 ニュースヴァリュー 1戦1勝 賞金 7，000，000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） 4頭 ヴァモスロード号・シュティル号・ニホンピロオーセン号・ペアブロッサム号

23018 8月15日 曇 稍重 （3小倉4） 第2日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時55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
1：06．0
1：06．0

良
良

818 ニホンピロジャック 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 458＋ 41：08．4 39．0�
714 ジューンブルーム 牝3栗 54

53 ☆富田 暁吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 476＋14 〃 ハナ 5．2�
59 テ オ リ ス 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和 �シルクレーシング 池添 学 浦河 栄進牧場 466＋ 61：08．61� 9．3�
715 ナムラシベラ 牝3鹿 54 松若 風馬奈村 睦弘氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 430＋ 21：08．7クビ 9．1�
23 エスパダアスール 牝3栗 54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 420－ 61：08．8� 11．8	
47 プリンスゼンナン 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 康志氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 466± 01：08．9� 92．6

24 エイシンイシュタル 牝3栗 54 松山 弘平平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 428－ 21：09．0� 1．9�
816 ブレーヴソウル 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 466＋121：09．21� 111．6�
713 リオンキング 牡3鹿 56 幸 英明中野 和子氏 石橋 守 新ひだか 西村牧場 B478＋101：09．41� 16．0
510 トーホウジョーカー �3鹿 56 藤井勘一郎東豊物産� 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B476－101：09．5アタマ 130．3�
612 ホウオウナビゲータ 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 81：09．6� 27．7�
11 サンライズブルーム 牡3鹿 56 	島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 476＋121：10．13 75．9�
611 クリノソワカ 牡3栗 56 中井 裕二栗本 博晴氏 森田 直行 様似 様似渡辺牧場 492－ 41：10．63 328．4�
12 ララアンドツイカ 牝3黒鹿54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 B462－18 〃 クビ 16．3�
36 
 ベルオロール 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 清水 久詞 米 Orpendale/Chel-

ston/Wynatt 450＋ 21：10．81 77．7�
35 ヒカリノミチ 牡3鹿 56 太宰 啓介安部 純史氏 谷 潔 新ひだか 原田 久司 420－ 61：11．33 313．4�
48 タ カ ジ ョ ー 牡3鹿 56 国分 優作河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 広大 478 ―1：13．3大差 247．2�
817 リープヘヴン 牡3鹿 56 藤懸 貴志天堀 忠博氏 森田 直行 新ひだか 棚川 光男 522 ―1：17．1大差 268．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，168，700円 複勝： 55，379，500円 枠連： 15，249，200円
馬連： 64，349，300円 馬単： 31，430，500円 ワイド： 58，968，400円
3連複： 102，826，800円 3連単： 115，121，500円 計： 490，493，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，900円 複 勝 � 690円 � 260円 � 270円 枠 連（7－8） 2，560円

馬 連 �� 10，270円 馬 単 �� 28，060円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 3，930円 �� 980円

3 連 複 ��� 25，660円 3 連 単 ��� 266，650円

票 数

単勝票数 計 471687 的中 � 9661（9番人気）
複勝票数 計 553795 的中 � 18038（8番人気）� 59738（3番人気）� 58455（4番人気）
枠連票数 計 152492 的中 （7－8） 4601（10番人気）
馬連票数 計 643493 的中 �� 4855（27番人気）
馬単票数 計 314305 的中 �� 840（62番人気）
ワイド票数 計 589684 的中 �� 5727（25番人気）�� 3781（36番人気）�� 16062（9番人気）
3連複票数 計1028268 的中 ��� 3005（68番人気）
3連単票数 計1151215 的中 ��� 313（588番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．8―11．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．0―44．3―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロジャック �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2020．9．26 中京9着

2018．2．22生 牡3黒鹿 母 ニホンピロチャンス 母母 ニホンピロタイラ 13戦1勝 賞金 7，610，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ジューンブルーム号の騎手富田暁は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔その他〕 リープヘヴン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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〕 タカジョー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 チキウボウエイグン号・ヒロシゲクリスタル号



23019 8月15日 曇 稍重 （3小倉4） 第2日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時25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
1：56．9
1：56．1

良
良

89 カレンルシェルブル 牡3鹿 54 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 504＋ 41：59．6 2．3�
11 スタッドリー 牡3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 42：00．12� 6．3�
55 ダンディズム 	5黒鹿57 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B464－ 22：00．2� 13．8�
66 ヴ ィ ヴ ァ ン 牡3栗 54 武 豊前田 幸大氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 4 〃 クビ 2．5�
33 サウンドウォリアー 牡3鹿 54 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 490± 02：00．62� 9．4	
810 グレートベースン 牡5青鹿 57

56 ☆斎藤 新桑畑 
信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 524± 02：01．34 74．7�
78 セツメンノトビウオ 牡4芦 57 和田 竜二三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 458－ 42：01．93� 48．4�
44 サマーカナロア 牡3黒鹿 54

53 ☆富田 暁前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 512＋122：02．0クビ 41．6
77 フェブキラナ 牡3栗 54 
島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 464＋ 42：03．27 132．6�
22 ケイアイコブラ 牡4鹿 57 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 平田 修 新ひだか 松田牧場 464＋102：03．62� 41．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，623，100円 複勝： 49，166，700円 枠連： 8，932，600円
馬連： 58，549，700円 馬単： 32，803，600円 ワイド： 46，518，200円
3連複： 91，754，500円 3連単： 155，685，300円 計： 497，033，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（1－8） 590円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 340円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計 536231 的中 � 184576（1番人気）
複勝票数 計 491667 的中 � 159685（1番人気）� 79858（3番人気）� 49186（4番人気）
枠連票数 計 89326 的中 （1－8） 11559（2番人気）
馬連票数 計 585497 的中 �� 71680（2番人気）
馬単票数 計 328036 的中 �� 25049（3番人気）
ワイド票数 計 465182 的中 �� 55088（2番人気）�� 34612（3番人気）�� 16338（8番人気）
3連複票数 計 917545 的中 ��� 43302（4番人気）
3連単票数 計1556853 的中 ��� 20963（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．5―12．8―12．1―11．6―11．7―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．5―48．3―1：00．4―1：12．0―1：23．7―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4F47．6―3F35．9
1
3
・（3，2）10－9（5，6）－7，1，4－8
3，2，10（5，9）6－1（8，7，4）

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

勝馬の
紹 介

カレンルシェルブル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．3．13 阪神3着

2018．2．19生 牡3鹿 母 カレンケカリーナ 母母 センスオブアート 6戦2勝 賞金 20，318，000円
〔制裁〕 サマーカナロア号の騎手富田暁は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

23020 8月15日 曇 重 （3小倉4） 第2日 第8競走 ��1，000�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
56．8
56．8

重
重

33 ラインガルーダ 牡4鹿 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 468＋ 8 57．3 11．5�
45 ム ジ ッ ク 牝3栗 52 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B484－ 2 57．51� 3．7�
610 デアリングウーマン 牝3鹿 52

49 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 436＋ 4 58．02� 4．7�
58 � エ ル ズ リ ー 牝5栗 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan
d Farm 522＋ 4 〃 クビ 12．7�

11 プレジールミノル 牡3栗 54 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474－ 6 〃 ハナ 4．9	
57 ラ イ ト マ ン 牡4鹿 57

54 ▲松本 大輝 �吉澤ホールディングス 宮本 博 日高 新井 昭二 B506＋ 6 58．21� 82．0

814 ハギノオーロ 牝4鹿 55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 520－ 2 58．3クビ 13．3�
69 	 ベストチャーム 牝5鹿 55 岩田 康誠中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 2 〃 クビ 9．9�
34 サウンドウイッシュ 牡3黒鹿54 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 494＋ 4 58．4クビ 35．7
22 ロ ナ 牝5黒鹿55 
島 克駿桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B460－ 4 〃 アタマ 26．9�
712 フライングバレル 牝3鹿 52 松山 弘平 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B470＋12 58．5クビ 16．1�
813 ウェーブメジャー 牡3鹿 54 小牧 太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B456－10 58．6� 24．0�
711 ペガサスハーツ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520± 0 59．66 20．7�
46 	 クワイエット 牝5黒鹿55 国分 優作 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B460＋241：00．34 128．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，656，500円 複勝： 61，445，700円 枠連： 16，177，800円
馬連： 83，808，700円 馬単： 30，939，400円 ワイド： 72，054，100円
3連複： 130，478，800円 3連単： 134，077，700円 計： 573，638，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 370円 � 180円 � 190円 枠 連（3－4） 2，540円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，840円 �� 440円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 39，100円

票 数

単勝票数 計 446565 的中 � 30806（5番人気）
複勝票数 計 614457 的中 � 35470（7番人気）� 99188（1番人気）� 91258（2番人気）
枠連票数 計 161778 的中 （3－4） 4936（14番人気）
馬連票数 計 838087 的中 �� 24289（9番人気）
馬単票数 計 309394 的中 �� 4023（20番人気）
ワイド票数 計 720541 的中 �� 16500（15番人気）�� 9492（24番人気）�� 46100（1番人気）
3連複票数 計1304788 的中 ��� 15040（16番人気）
3連単票数 計1340777 的中 ��� 2486（112番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―11．6―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F35．1
3 3，5（10，14）（2，4，13）（1，12）（7，9，11）8－6 4 3，5（4，10）（2，14）13，1，12（7，9）8－11－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインガルーダ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バ ゴ デビュー 2019．8．3 小倉4着

2017．4．9生 牡4鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 7戦2勝 賞金 16，952，000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。
（非抽選馬） 4頭 ヒロシゲペッパー号・フチサンメルチャン号・ミラクル号・ワルツフォーデビー号

追 加 記 事（第 4回小倉競馬第 1日第 12 競走）
〔その他〕　　テーオーバフェット号は，最後の直線コースで競走を中止した馬の影響を受け

たため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



23021 8月15日 曇 稍重 （3小倉4） 第2日 第9競走 ��1，200�
ち く し

筑 紫 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

713 ヒ バ リ 牝4黒鹿55 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B430－ 81：08．0 18．0�
818 ルージュグラース 牝3鹿 52 松山 弘平 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428＋ 6 〃 クビ 3．4�
612� ペプチドルーカス 牡5鹿 57 川田 将雅沼川 一彦氏 吉村 圭司 様似 猿倉牧場 444± 01：08．1クビ 2．9�
24 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 81：08．2� 32．4�
510 ノーセキュリティ 牡4鹿 57 浜中 俊竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 502－12 〃 クビ 55．2�
35 デルマヤクシ 牡3栗 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 白井牧場 440－10 〃 ハナ 10．8	
817 ウインドラブリーナ 牝4黒鹿55 岩田 康誠福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 2 〃 ハナ 23．4

47 タケルジャック 牡3青鹿54 和田 竜二森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 61：08．3クビ 7．8�
11 マイネルヘルト 牡4青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 424－ 21：08．4	 25．3�
715 ソルトキャピタル 牡4鹿 57 藤懸 貴志杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 504－ 81：08．5� 45．0
714 ノブフランクリン 牝4鹿 55 幸 英明前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 430± 01：08．6� 77．1�
611 ヒルノエドワード 牡4黒鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B482± 0 〃 アタマ 9．1�
59 セレッソフレイム 牝3栗 52 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 430－ 61：08．91	 88．6�
23 ジ ュ ラ ン ド 牝4栗 55 中井 裕二�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 410＋ 61：09．21	 129．3�
48 ジューンベロシティ 牡3青鹿54 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B460＋ 6 〃 クビ 24．5�
12 ショウナンラペット 牝4鹿 55 斎藤 新�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 416－ 2 〃 クビ 120．2�
36 リサコーハク 牝3栗 52 田中 健八木 光博氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 438＋141：10．15 184．3�

（17頭）
816 ハクサンハーバー 牡3栗 54 酒井 学河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，959，900円 複勝： 77，337，400円 枠連： 24，068，100円
馬連： 101，576，400円 馬単： 37，732，700円 ワイド： 85，839，900円
3連複： 162，207，300円 3連単： 165，636，000円 計： 706，357，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 400円 � 160円 � 140円 枠 連（7－8） 1，750円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 9，950円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，000円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 32，720円

票 数

単勝票数 差引計 519599（返還計 641） 的中 � 23008（6番人気）
複勝票数 差引計 773374（返還計 425） 的中 � 34601（7番人気）� 134287（2番人気）� 182148（1番人気）
枠連票数 計 240681 的中 （7－8） 10614（9番人気）
馬連票数 差引計1015764（返還計 2887） 的中 �� 21464（11番人気）
馬単票数 差引計 377327（返還計 898） 的中 �� 2842（32番人気）
ワイド票数 差引計 858399（返還計 1731） 的中 �� 15089（14番人気）�� 20261（11番人気）�� 94164（1番人気）
3連複票数 差引計1622073（返還計 8571） 的中 ��� 32083（6番人気）
3連単票数 差引計1656360（返還計 7975） 的中 ��� 3670（80番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．8―11．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．2―44．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ バ リ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．4 小倉1着

2017．3．30生 牝4黒鹿 母 エ ト ピ リ カ 母母 アフレイタス 16戦2勝 賞金 29，865，000円
〔出走取消〕 ハクサンハーバー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 シャルロワ号

23022 8月15日 曇 稍重 （3小倉4） 第2日 第10競走 ��2，000�
は か た

博多ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，2．8．15以降3．8．8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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

89 ベ レ ヌ ス 牡4鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 512－ 22：01．3 5．9�
11 フィオリキアリ 牝4鹿 53 武 豊槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 02：01．62 4．3�
22 イ ロ ゴ ト シ 牡4鹿 54 松山 弘平内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 466－ 42：01．81� 6．8�
44 ワールドスケール 牡4鹿 55 川田 将雅�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 464－ 22：02．01� 2．0�
77 レオコックブルー 牝6黒鹿52 松若 風馬親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 446－ 22：02．21� 30．8�
33 ノーチカルチャート 牡5青鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 486－ 42：02．3� 21．2	
88 モアナアネラ 牝5黒鹿52 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 442± 02：02．72 23．3

55 バイマイサイド 牡6栗 55 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B486－ 2 〃 アタマ 12．5�
66 ミスズフリオーソ 牡6栗 52 富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 488－ 42：02．91� 118．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，813，100円 複勝： 51，670，800円 枠連： 13，270，600円
馬連： 98，044，700円 馬単： 49，772，400円 ワイド： 62，685，200円
3連複： 132，374，800円 3連単： 264，375，700円 計： 726，007，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 160円 � 180円 枠 連（1－8） 1，320円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 510円 �� 580円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 17，720円

票 数

単勝票数 計 538131 的中 � 72041（3番人気）
複勝票数 計 516708 的中 � 76532（3番人気）� 89523（2番人気）� 70502（4番人気）
枠連票数 計 132706 的中 （1－8） 7764（5番人気）
馬連票数 計 980447 的中 �� 42075（5番人気）
馬単票数 計 497724 的中 �� 10413（11番人気）
ワイド票数 計 626852 的中 �� 31695（6番人気）�� 27085（7番人気）�� 32348（5番人気）
3連複票数 計1323748 的中 ��� 30341（12番人気）
3連単票数 計2643757 的中 ��� 10815（57番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．8―13．3―12．4―12．0―11．6―11．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．5―50．8―1：03．2―1：15．2―1：26．8―1：38．1―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベ レ ヌ ス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．8．10 小倉3着

2017．3．6生 牡4鹿 母 カフヴァール 母母 スペシャルアラート 14戦4勝 賞金 69，385，000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



23023 8月15日 曇 稍重 （3小倉4） 第2日 第11競走
小倉競馬場開設90周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第57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，2．8．15以降3．8．8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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

89 モズナガレボシ 牡4芦 53 松山 弘平 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 500± 01：59．7 9．6�
77 ヒュミドール �5鹿 55 幸 英明�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 468＋ 61：59．8� 7．1�
810 スーパーフェザー �6鹿 53 武 豊吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 470－ 22：00．22� 21．3�
66 	 ダブルシャープ 牡6鹿 54 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 488± 0 〃 アタマ 6．8�
55 ショウナンバルディ 牡5黒鹿55 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 448± 02：00．62� 6．5	
22 ファルコニア 牡4鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 456－ 42：00．81
 2．7

78 ヴェロックス 牡5鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－102：01．01
 5．2�
44 テーオーエナジー 牡6栗 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 508－ 82：01．1� 98．0�
33 グランスピード 牡4鹿 53 和田 竜二ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B524＋ 4 〃 クビ 10．4

（9頭）
11 アールスター 牡6鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 191，150，400円 複勝： 190，601，900円 枠連： 62，721，800円
馬連： 513，573，100円 馬単： 190，474，600円 ワイド： 287，306，900円
3連複： 811，914，400円 3連単： 1，343，178，900円 計： 3，590，922，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 300円 � 480円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，490円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 15，470円 3 連 単 ��� 93，130円

票 数

単勝票数 差引計1911504（返還計 7126） 的中 � 157681（6番人気）
複勝票数 差引計1906019（返還計 7004） 的中 � 181209（5番人気）� 172964（6番人気）� 95621（8番人気）
枠連票数 差引計 627218（返還計 6321） 的中 （7－8） 52052（3番人気）
馬連票数 差引計5135731（返還計 45971） 的中 �� 102806（21番人気）
馬単票数 差引計1904746（返還計 17735） 的中 �� 18683（42番人気）
ワイド票数 差引計2873069（返還計 31985） 的中 �� 68238（21番人気）�� 49594（24番人気）�� 32124（28番人気）
3連複票数 差引計8119144（返還計166226） 的中 ��� 39349（55番人気）
3連単票数 差引計13431789（返還計249850） 的中 ��� 10456（316番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．1―12．7―12．3―11．3―11．4―11．5―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．4―49．1―1：01．4―1：12．7―1：24．1―1：35．6―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．6
1
3
3，5（2，8）4，7（6，9）－10・（3，2，8）（5，6，7）4（10，9）

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

勝馬の
紹 介

モズナガレボシ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．11．17 東京12着

2017．2．4生 牡4芦 母 モズフリムカナイデ 母母 スラボンスカ 23戦4勝 賞金 104，171，000円
〔出走取消〕 アールスター号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

23024 8月15日 曇 重 （3小倉4） 第2日 第12競走 ��1，700�
や め

八 女 特 別
発走16時15分 （ダート・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

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

510 ブラックアーメット 牡3黒鹿54 川田 将雅窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：44．1 3．7�
11 キョウワウォール 牡5黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B472－ 41：44．2� 19．2�
611 モズピンポン 牡4栗 57 松若 風馬 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 518＋ 61：44．84 9．4�
59 チュウワフライヤー 牝5栗 55 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：45．11� 45．8�
816 スラッシュメタル �6鹿 57 斎藤 新吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B448－ 21：45．2� 93．6�
815� トゥインクルリーフ 牝5鹿 55 	島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 474＋ 2 〃 クビ 38．1	
23 カルロスミノル 牡5栗 57 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B486＋101：45．3クビ 64．6

47 ボンディマンシュ �5黒鹿57 角田 大和 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：45．61
 17．0�
24 デンコウハピネス 牝5黒鹿55 藤懸 貴志田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 444＋ 81：45．7� 181．9
35 ディオスクーロイ 牡3栗 54 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 482＋ 81：46．02 7．0�
713 ワイズマンハート 牡3鹿 54 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 474＋ 61：46．1� 12．9�
714 デルマカミカゼ 牡6黒鹿57 浜中 俊浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 476＋101：46．73� 54．0�
12 キムケンドリーム 牝4鹿 55 幸 英明木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B462＋ 41：46．8� 23．6�
612� ハリーバローズ 牡4鹿 57 和田 竜二猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B484－ 41：47．54 5．2�
36 ゼ ニ ス 牡3芦 54 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新冠 佐藤牧場 470－ 31：47．71� 72．7�
48 ランスオブアース 牝3青鹿52 武 豊五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 11：47．8� 4．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，337，200円 複勝： 116，120，500円 枠連： 41，491，500円
馬連： 185，057，700円 馬単： 65，649，800円 ワイド： 158，628，500円
3連複： 321，662，800円 3連単： 341，164，900円 計： 1，322，112，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 460円 � 290円 枠 連（1－5） 2，970円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 870円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 14，840円 3 連 単 ��� 79，940円

票 数

単勝票数 計 923372 的中 � 196083（1番人気）
複勝票数 計1161205 的中 � 185447（2番人気）� 56132（8番人気）� 102907（5番人気）
枠連票数 計 414915 的中 （1－5） 10808（13番人気）
馬連票数 計1850577 的中 �� 34019（16番人気）
馬単票数 計 656498 的中 �� 7674（23番人気）
ワイド票数 計1586285 的中 �� 34579（12番人気）�� 48275（6番人気）�� 12670（40番人気）
3連複票数 計3216628 的中 ��� 16249（49番人気）
3連単票数 計3411649 的中 ��� 3094（271番人気）

ハロンタイム 7．1―10．3―11．4―12．1―12．3―12．5―12．7―13．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．4―28．8―40．9―53．2―1：05．7―1：18．4―1：31．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ブラックアーメット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2020．6．13 阪神3着

2018．2．24生 牡3黒鹿 母 カチューシャ 母母 ロマンスプレゼント 10戦3勝 賞金 38，414，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウェイヴァリー号
（非抽選馬） 7頭 クリノホノオ号・サンマルエンパイア号・ジョウショーリード号・タガノウィリアム号・ラブスピール号・

リーガルマインド号・ワンダーエカルテ号

４レース目



（3小倉4）第2日 8月15日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 164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

251，200，000円
5，570，000円
24，630，000円
1，970，000円
29，110，000円
70，987，000円
4，663，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
750，996，000円
840，268，900円
239，127，600円
1，382，167，800円
580，226，600円
1，028，675，000円
2，199，600，800円
3，036，746，800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 10，057，809，500円

総入場人員 2，628名 （有料入場人員 2，366名）
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