
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
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23049 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （ 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

44 クライムメジャー 牡7栗 60 植野 貴也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－ 63：13．3 1．6�
22 � イッツリット 牡5栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

B492－103：15．2大差 3．2�
89 マンハッタンロック 牡7鹿 60 黒岩 悠 �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 464＋ 43：15．52 34．9�
88 ランスオブプラーナ 牡5黒鹿60 中村 将之五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474－ 43：17．210 13．9�
33 イッツトゥルー 牡3鹿 58 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 464－ 43：18．58 23．6	
77 ブラックムーン 牡9鹿 60 高田 潤 Him Rock Racing

ホールディングス� 辻野 泰之 日高 タバタファーム 504－ 23：18．7� 7．6

66 アプルーヴァル 牡6鹿 60 北沢 伸也近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 512± 03：20．08 21．4�
11 ブールバール 牝5鹿 58 西谷 誠寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458－ 43：20．85 48．6�
55 	 セイスケルツォ 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 512＋ 3 （競走中止） 106．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 13，337，600円 複勝： 35，911，200円 枠連： 5，193，300円
馬連： 22，579，600円 馬単： 15，765，500円 ワイド： 16，459，500円
3連複： 38，974，400円 3連単： 77，718，700円 計： 225，939，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 390円 枠 連（2－4） 170円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 600円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 133376 的中 � 63050（1番人気）
複勝票数 計 359112 的中 � 268091（1番人気）� 39522（2番人気）� 3984（7番人気）
枠連票数 計 51933 的中 （2－4） 22859（1番人気）
馬連票数 計 225796 的中 �� 90358（1番人気）
馬単票数 計 157655 的中 �� 38074（1番人気）
ワイド票数 計 164595 的中 �� 48192（1番人気）�� 5294（10番人気）�� 3022（13番人気）
3連複票数 計 389744 的中 ��� 20384（5番人気）
3連単票数 計 777187 的中 ��� 17404（10番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 49．9－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

�
�
4，2－8，9－3－7，6＝1
4－2，9－8＝3，7，6＝1

勝馬の
紹 介

クライムメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．24 中京1着

2014．3．31生 牡7栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 障害：4戦1勝 賞金 15，500，000円
〔競走中止〕 セイスケルツォ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため5号障害〔いけ垣〕飛越後に競走中止。

23050 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10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
2：01．2
1：58．9

良
良

77 キラーアビリティ 牡2青鹿54 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 466± 01：59．5レコード 1．5�
33 パーソナルハイ 牝2鹿 54 藤岡 康太�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 460－ 62：00．67 5．5�
88 ベッラアルバ 牝2黒鹿54 �島 克駿 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 クビ 15．9�
89 ルクスレジーナ 牝2鹿 54 西村 淳也杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 452－ 2 〃 ハナ 4．4�
44 シエロフェイス 牡2黒鹿54 藤井勘一郎 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 424－ 42：01．12� 26．5	
22 マリオロード 牡2鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 454± 02：01．2� 27．2

66 テーオークレール 牡2鹿 54 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 62：01．3� 92．2�
11 ヒラボクレガシー 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁�平田牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 458－ 82：02．04 83．1�
55 ワールドパレス 牡2鹿 54 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 446＋ 42：02．21� 224．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，569，200円 複勝： 52，217，300円 枠連： 6，454，800円
馬連： 32，809，500円 馬単： 23，734，500円 ワイド： 28，413，700円
3連複： 49，255，600円 3連単： 100，387，700円 計： 325，842，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 220円 枠 連（3－7） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 620円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 325692 的中 � 169624（1番人気）
複勝票数 計 522173 的中 � 315934（1番人気）� 48616（3番人気）� 23891（4番人気）
枠連票数 計 64548 的中 （3－7） 16764（2番人気）
馬連票数 計 328095 的中 �� 76036（2番人気）
馬単票数 計 237345 的中 �� 35295（2番人気）
ワイド票数 計 284137 的中 �� 50035（2番人気）�� 23557（3番人気）�� 9554（7番人気）
3連複票数 計 492556 的中 ��� 45798（3番人気）
3連単票数 計1003877 的中 ��� 38874（4番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―11．7―12．3―12．3―12．3―12．4―12．2―11．8―10．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―35．4―47．7―1：00．0―1：12．3―1：24．7―1：36．9―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8
1
3
・（6，4）（1，8，9）3，7，2，5・（6，4）（1，9）（3，8）7（2，5）

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

勝馬の
紹 介

キラーアビリティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Congaree デビュー 2021．6．27 阪神5着

2019．1．27生 牡2青鹿 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 2戦1勝 賞金 5，800，000円

第４回 小倉競馬 第５日



23051 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10時50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

22 テーオールソー 牡3青鹿56 松山 弘平小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 522＋ 6 59．4 3．0�
812 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 470＋ 2 59．5� 5．9�
711 レスールドマカロン 牝3栗 54 岩田 望来栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか 岡田牧場 434＋ 21：00．03 9．0�
69 メイショウラピッド 牝3鹿 54 松若 風馬松本 好�氏 長谷川浩大 様似 中脇 一幸 486＋ 81：00．1� 12．7�
68 ビナサクセス 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝井之口二三雄氏 森 秀行 新冠 プログレスファーム 468－ 6 〃 アタマ 6．1�
45 マテンロウガイア 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和寺田千代乃氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 478－141：00．2� 17．4	
11 ニュートラルゾーン 牡3青鹿56 和田 竜二 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532－30 〃 アタマ 32．8

44 アスクドンキバック 牡3栗 56

52 ★永島まなみ廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 458± 01：00．4� 22．6�
56 メイショウナデシコ 牝3栗 54 �島 克駿松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 426－ 41：00．72 14．9
813 ヴェルメリオ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 大北牧場 424－ 4 〃 クビ 302．9�
710 スパークリングアイ 牡3鹿 56 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 494＋ 81：01．23 6．6�
57 ナ サ 牝3黒鹿54 森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 450＋ 7 〃 アタマ 23．5�
33 ヤマニンカホン 牝3芦 54 田中 健土井 肇氏 田中 克典 新冠 錦岡牧場 464± 01：02．15 124．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，622，500円 複勝： 41，004，600円 枠連： 9，326，600円
馬連： 41，109，100円 馬単： 19，084，600円 ワイド： 42，253，600円
3連複： 65，580，400円 3連単： 67，405，200円 計： 312，386，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 170円 � 200円 枠 連（2－8） 1，080円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 400円 �� 600円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 266225 的中 � 69458（1番人気）
複勝票数 計 410046 的中 � 90515（1番人気）� 61192（2番人気）� 44542（4番人気）
枠連票数 計 93266 的中 （2－8） 6636（5番人気）
馬連票数 計 411091 的中 �� 31625（1番人気）
馬単票数 計 190846 的中 �� 9147（1番人気）
ワイド票数 計 422536 的中 �� 28941（1番人気）�� 17638（6番人気）�� 14250（8番人気）
3連複票数 計 655804 的中 ��� 19695（5番人気）
3連単票数 計 674052 的中 ��� 5264（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．6―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオールソー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．12．6 中山5着

2018．3．12生 牡3青鹿 母 ショコラディスコ 母母 アグネスショコラ 9戦1勝 賞金 12，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヴェルメリオ号・ヤマニンカホン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月28日まで平地

競走に出走できない。

23052 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時15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

713 フィルムスコア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 454＋121：07．5 15．0�
36 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 480＋ 4 〃 クビ 3．8�
818 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± 01：07．92� 7．8�
47 テーオーブレイブ 牡3黒鹿56 �島 良太小笹 公也氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 506± 0 〃 ハナ 4．7�
714 メイショウイジゲン 牡3芦 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 430＋101：08．1� 3．9�
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 426＋ 61：08．2� 14．8	
11 カワカミカリーナ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和 
三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 460－10 〃 ハナ 17．6�
611 ワンダーチア 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新山本 能成氏 吉村 圭司 浦河 秋場牧場 436± 01：08．41� 165．8�
59 ス ノ ー ル ナ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希
髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 450－ 81：08．61� 31．4
715 ダノンパルス 牡3栗 56 岩田 望来�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 520－ 2 〃 アタマ 74．1�
48 ア ラ ハ バ キ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田中 克典 日高 長谷川牧場 442＋ 61：08．7� 77．7�

12 ル ク ク 牡3鹿 56 松山 弘平江馬 由将氏 杉山 晴紀 日高 門別山際牧場 454＋10 〃 ハナ 45．4�
817 メイショウメイスイ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 440－ 6 〃 クビ 91．5�
24 ビューティフローラ 牝3鹿 54 藤岡 康太
ヤナガワ牧場 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 414－ 31：08．8� 58．4�
612 ノンリファレンス 牝3鹿 54 国分 優作一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 396± 01：08．9� 102．3�
816 ブラックライフ 牝3青鹿54 高倉 稜清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 440＋ 21：09．32� 43．1�
35 テーオーステラ 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 410－ 81：09．62 90．6�
510 ヴ ィ レ ー ヌ 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 478 ―1：09．7� 20．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，514，700円 複勝： 47，371，900円 枠連： 9，366，800円
馬連： 46，047，700円 馬単： 18，838，800円 ワイド： 45，295，100円
3連複： 81，757，400円 3連単： 74，350，400円 計： 352，542，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 680円 � 180円 � 240円 枠 連（3－7） 780円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 10，780円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 2，660円 �� 790円

3 連 複 ��� 12，000円 3 連 単 ��� 83，700円

票 数

単勝票数 計 295147 的中 � 15674（6番人気）
複勝票数 計 473719 的中 � 14293（8番人気）� 84345（3番人気）� 51066（4番人気）
枠連票数 計 93668 的中 （3－7） 9247（3番人気）
馬連票数 計 460477 的中 �� 7963（12番人気）
馬単票数 計 188388 的中 �� 1310（30番人気）
ワイド票数 計 452951 的中 �� 8368（11番人気）�� 4251（28番人気）�� 15254（6番人気）
3連複票数 計 817574 的中 ��� 5106（34番人気）
3連単票数 計 743504 的中 ��� 644（233番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．0―11．0―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．7―44．7―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．8
3 ・（13，6，7）（3，9）（5，4，14，10，16）（1，2）18，8（15，17）（11，12） 4 13（3，6，7）（1，9，14）5（2，4，16）18（11，8，10）（15，17）12

勝馬の
紹 介

フィルムスコア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2020．12．27 阪神4着

2018．1．26生 牝3黒鹿 母 ロ ン ド 母母 アメリカーナ 7戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 スノールナ号の騎手服部寿希は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・3番・1番）
〔3走成績による出走制限〕 ルクク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月28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。
（非当選馬） 1頭 メイショウシルト号
（非抽選馬） 1頭 ヒキガネ号



23053 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時05分 （芝・右）

牝；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

711 ラスマドレス 牝2黒鹿54 西村 淳也 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432 ―1：47．3 6．3�
69 ウ ム ラ ウ ト 牝2青鹿54 �島 克駿�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 384 ―1：47．82� 22．3�
45 ワーフデール 牝2栗 54 松若 風馬�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 438 ―1：47．9� 11．2�
57 アドマイヤグリーゼ 牝2栗 54 藤岡 康太近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434 ―1：48．64 1．5�
33 ゴルトシュミーデ 牝2栗 54 浜中 俊吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444 ―1：49．02� 43．1	
68 ペアブロッサム 牝2芦 54 秋山真一郎�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470 ―1：49．1クビ 69．4

44 エイユーカリーナ 牝2鹿 54 国分 優作笹部 和子氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 434 ―1：49．52� 24．8�
56 ドゥライトアルディ 牝2鹿 54 和田 竜二安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 484 ―1：50．02� 16．7�
813 ディリジェンス 牝2黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 422 ―1：50．63� 21．0
22 ジョウショーベスト 牝2青鹿54 藤懸 貴志熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 464 ―1：50．81� 94．2�
710 スクリーンアピール 牝2鹿 54 岩田 望来 KRジャパン 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 アタマ 13．9�
11 サンボールダー 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和 �加藤ステーブル 角田 晃一 日高 株式会社
ケイズ 452 ―1：51．11� 145．3�

812 ゲンパチラブハート 牝2栗 54 幸 英明平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 494 ―1：52．810 74．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，537，100円 複勝： 57，935，200円 枠連： 9，381，300円
馬連： 39，942，300円 馬単： 25，897，300円 ワイド： 35，482，100円
3連複： 64，474，700円 3連単： 91，945，400円 計： 362，595，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 270円 � 700円 � 440円 枠 連（6－7） 2，020円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 840円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 10，680円 3 連 単 ��� 53，450円

票 数

単勝票数 計 375371 的中 � 49425（2番人気）
複勝票数 計 579352 的中 � 63364（2番人気）� 19696（7番人気）� 33488（3番人気）
枠連票数 計 93813 的中 （6－7） 3595（7番人気）
馬連票数 計 399423 的中 �� 8247（11番人気）
馬単票数 計 258973 的中 �� 2755（19番人気）
ワイド票数 計 354821 的中 �� 8976（10番人気）�� 11136（9番人気）�� 4753（20番人気）
3連複票数 計 644747 的中 ��� 4526（31番人気）
3連単票数 計 919454 的中 ��� 1247（142番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―12．2―12．4―12．2―11．5―11．5―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―36．6―49．0―1：01．2―1：12．7―1：24．2―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラスマドレス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2019．3．11生 牝2黒鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲンパチラブハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月28日まで平地

競走に出走できない。
※スクリーンアピール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23054 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12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

47 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 472－ 61：46．9 8．7�

48 ヨロシオスナ 牡3黒鹿56 松山 弘平岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 田中スタッド 494－181：47．11� 3．0�
11 スカイドゥエラー 牡3青鹿56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 広富牧場 B456－ 2 〃 ハナ 17．2�
714 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 504－ 21：47．52� 10．9�
611 ハデスキーパー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 490＋161：47．81� 8．8	
612	 デリカテッセン 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin B486＋ 21：48．22� 15．0

713 メイショウピスカリ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 432－ 81：48．41� 12．6�
12 ダイシンサニー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526 ―1：48．61 95．1�

510	 モズロータスランド 牡3栗 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米
Dixiana Farms
LLC & Tapit
Syndicate

B518＋181：49．02� 10．4
36 クリノカイザー 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 526－20 〃 アタマ 4．0�
23 タマモポラリス 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 438－181：49．1� 290．2�
24 サクラトップキセキ 牝3黒鹿54 荻野 極�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 21：49．41� 196．5�
59 ク ラ ー ヴ ォ 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 61：50．35 35．0�
816 カ ー デ ィ フ 牡3鹿 56 藤井勘一郎広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 486－ 21：50．51 204．3�
35 リュクスマジェスタ 牡3栗 56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 490－ 61：50．82 189．8�
815 ゴッドシエル �3栗 56 城戸 義政広尾レース� 松永 幹夫 新ひだか 木村 秀則 430＋ 41：53．8大差 240．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，657，500円 複勝： 43，098，500円 枠連： 10，915，700円
馬連： 46，323，000円 馬単： 18，566，600円 ワイド： 44，366，200円
3連複： 71，403，300円 3連単： 70，881，400円 計： 336，212，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 150円 � 460円 枠 連（4－4） 1，650円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，680円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 45，110円

票 数

単勝票数 計 306575 的中 � 27934（3番人気）
複勝票数 計 430985 的中 � 43375（4番人気）� 93232（1番人気）� 19300（9番人気）
枠連票数 計 109157 的中 （4－4） 5097（6番人気）
馬連票数 計 463230 的中 �� 23764（3番人気）
馬単票数 計 185666 的中 �� 4253（6番人気）
ワイド票数 計 443662 的中 �� 18116（3番人気）�� 6560（25番人気）�� 10213（15番人気）
3連複票数 計 714033 的中 ��� 7190（28番人気）
3連単票数 計 708814 的中 ��� 1139（162番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．6―12．9―12．5―12．6―12．9―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．7―42．6―55．1―1：07．7―1：20．6―1：33．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ビオグラフィア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．5．23 新潟14着

2018．1．29生 牡3鹿 母 イストワール 母母 アピーリングストーリー 5戦1勝 賞金 6，380，000円
〔制裁〕 ハデスキーパー号の騎手岡田祥嗣は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドシエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月28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。
（非当選馬） 2頭 タガノポルトロン号・ラウディ号
（非抽選馬） 3頭 ゾンニッヒ号・パフュームリボン号・ルージュヴィッフ号



23055 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第7競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時05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

24 フィニステール 牡4黒鹿 57
54 ▲角田 大和金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 B474＋ 41：46．1 17．1�
11 メガキャット 牝3栗 52 松山 弘平中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 522＋ 81：46．42 6．5�
612 シュルレアリスト 牡3鹿 54 岩田 望来�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 81：46．72 2．7�
48 サンライズゴラッソ 牡3鹿 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 494－ 21：46．8クビ 8．8�
714 カズロレアート 牡3黒鹿54 �島 克駿合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B484＋12 〃 アタマ 9．9�
611 テーオーシリウス 牡3黒鹿54 松若 風馬小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 61：47．65 25．6	
815 タイセイポジション 牡3栗 54 藤懸 貴志田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 492＋12 〃 クビ 253．3

713 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 57 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 442－ 2 〃 ハナ 20．9�
510 ジョーミニスター 牝3鹿 52 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 410＋ 21：48．02� 17．8�
47 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± 01：48．42 5．3
23 アサケレディ 牝3黒鹿52 酒井 学大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 468＋ 4 〃 クビ 25．3�
35 タガノカリュウド 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518± 01：49．67 22．8�

12 デ フ ィ 牡7鹿 57
53 ★永島まなみ佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 518＋ 61：49．81� 118．5�

36 ハイオソラール 牡5鹿 57
56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 502－ 81：50．33 43．6�

816 タイセイロワイヤル 牡3鹿 54 西村 淳也田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 486－ 11：50．4� 193．3�
59 テ オ ド ラ 牝3栗 52 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470－101：51．14 131．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，733，100円 複勝： 55，183，300円 枠連： 12，880，700円
馬連： 60，582，700円 馬単： 23，558，400円 ワイド： 56，052，200円
3連複： 87，985，600円 3連単： 88，050，600円 計： 423，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 460円 � 220円 � 150円 枠 連（1－2） 3，480円

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 13，700円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，150円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 57，820円

票 数

単勝票数 計 387331 的中 � 18097（6番人気）
複勝票数 計 551833 的中 � 23670（8番人気）� 64369（3番人気）� 120858（1番人気）
枠連票数 計 128807 的中 （1－2） 2865（15番人気）
馬連票数 計 605827 的中 �� 7714（23番人気）
馬単票数 計 235584 的中 �� 1289（53番人気）
ワイド票数 計 560522 的中 �� 6636（28番人気）�� 11992（11番人気）�� 40682（1番人気）
3連複票数 計 879856 的中 ��� 11014（13番人気）
3連単票数 計 880506 的中 ��� 1104（169番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．8―42．7―55．1―1：07．5―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
1（2，12）（11，16）（3，9）（4，5）（7，13，14）－15，10，6＝8・（1，12）2－11，3（4，16，14）9（15，7，5，13）（8，10）－6

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

勝馬の
紹 介

フィニステール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．19 京都3着

2017．5．15生 牡4黒鹿 母 リトルダーリン 母母 エリモエクセル 8戦2勝 賞金 19，364，000円
〔発走状況〕 サンライズゴラッソ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ジョーミニスター号の騎手�島良太は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000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） 1頭 ヤマカツパトリシア号
（非抽選馬） 1頭 メイショウオキビ号

23056 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第8競走 ��3，390�第23回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：40．0良

66 � アサクサゲンキ �6鹿 60 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

472＋103：45．1 1．7�
22 マサハヤドリーム �9鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468＋ 83：45．31� 3．7�
77 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 452－ 23：45．4� 29．2�
55 セプタリアン �5鹿 60 平沢 健治吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 43：46．04 6．6�
11 コウキチョウサン 牡8鹿 60 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 462－103：46．31� 10．8�
44 	 マイネルプロンプト �9黒鹿60 西谷 誠岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 8 〃 クビ 14．3	
33 スズカプレスト 牡9鹿 61 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞
湖 レイクヴィラファーム 480＋123：50．4大差 23．3

88 シゲルロウニンアジ 牡8鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 武 牧場 506＋ 43：52．2大差 77．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，179，100円 複勝： 90，791，900円 枠連： 発売なし
馬連： 56，844，600円 馬単： 36，465，800円 ワイド： 36，815，200円
3連複： 90，162，000円 3連単： 229，658，800円 計： 577，917，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 330円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 140円 �� 620円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 371791 的中 � 171527（1番人気）
複勝票数 計 907919 的中 � 686649（1番人気）� 83845（2番人気）� 12945（7番人気）
馬連票数 計 568446 的中 �� 188270（1番人気）
馬単票数 計 364658 的中 �� 81033（1番人気）
ワイド票数 計 368152 的中 �� 97508（1番人気）�� 11965（9番人気）�� 7224（14番人気）
3連複票数 計 901620 的中 ��� 40339（6番人気）
3連単票数 計2296588 的中 ��� 45066（10番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．5－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

�
�
6（2，8）1（5，4）7－3
6，2－5－（7，1）4＝8＝3

勝馬の
紹 介

�アサクサゲンキ �

父 Stormy Atlantic �


母父 Dixieland Band デビュー 2017．7．8 中京4着

2015．4．17生 �6鹿 母 Amelia 母母 Aquilegia 障害：11戦4勝 賞金 82，884，000円
〔制裁〕 ビーオールアイズ号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

追 加 記 事（第 4回小倉競馬第 4日第 8競走）
〔その他〕　　アイアイテーラー号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕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。



23057 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時15分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円
生産者賞 九州軽種馬協会会長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

46 ヒ ノ ク ニ 牝2黒鹿53 長岡 禎仁由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B446＋121：09．3 7．4�
712 カシノコマンド 牝2芦 53 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 422＋ 21：09．51� 9．9�
813 イールテソーロ 牝2鹿 53 �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 456＋ 21：10．02� 5．5�
58 カシノプルタオルネ 牝2鹿 53 角田 大和柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 柏木 務 414＋221：10．11 63．4�
69 カ ッ コ ヨ カ 牡2鹿 53 岩田 望来西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 430＋ 41：10．31 12．7�
610 キリシマコトブキ 牝2青鹿53 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 424＋ 81：10．4� 36．6	
34 サバイバルダンス 牝2鹿 53 森 裕太朗福田 光博氏 和田 雄二 熊本 イッサステーブル 398－ 21：10．51 135．0

45 シュンメキラリ 牝2鹿 55 秋山真一郎西村新一郎氏 牧田 和弥 熊本 ストームファーム

コーポレーション 476＋ 61：10．71 1．7�
22 カシノトムキャット 牡2鹿 53 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 B462＋ 61：10．91� 89．5�
57 コウエイヨカオゴ 牝2鹿 53 松山 弘平伊東 政清氏 新谷 功一 熊本 本田 土寿 420＋161：11．0クビ 146．5
711 カシノグロウ 牝2青鹿53 �島 良太柏木 務氏 藤沢 則雄 宮崎 田上 勝雄 472＋ 21：11．74 293．4�
11 コウユーキレカ 牝2青 53 藤懸 貴志加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム

コーポレーション 426＋ 21：11．8� 56．4�
814	 ダイチノツバサ 牝2青 55 松本 大輝本田 土寿氏 池田 忠好 熊本 本田 土寿 448－ 11：11．9� 253．3�

（佐賀）

33 	 ハナハナグスト 牝2黒鹿55 藤井勘一郎片山 建治氏 手島 勝利 熊本 片山 建治 490－ 2 〃 ハナ 165．4�
（佐賀）

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，106，500円 複勝： 152，029，100円 枠連： 14，771，800円
馬連： 69，466，900円 馬単： 39，838，600円 ワイド： 57，009，200円
3連複： 114，364，300円 3連単： 184，035，800円 計： 681，622，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 500円 � 590円 � 520円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 630円 �� 610円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 27，840円

票 数

単勝票数 計 501065 的中 � 56885（3番人気）
複勝票数 計1520291 的中 � 81796（2番人気）� 66839（4番人気）� 78053（3番人気）
枠連票数 計 147718 的中 （4－7） 23376（3番人気）
馬連票数 計 694669 的中 �� 21374（9番人気）
馬単票数 計 398386 的中 �� 4696（19番人気）
ワイド票数 計 570092 的中 �� 23198（7番人気）�� 23964（6番人気）�� 24799（5番人気）
3連複票数 計1143643 的中 ��� 21312（12番人気）
3連単票数 計1840358 的中 ��� 4791（78番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―11．5―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ノ ク ニ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2021．6．6 東京12着

2019．1．30生 牝2黒鹿 母 トワイスアップ 母母 ス ロ ッ ト ル 4戦1勝 賞金 17，078，000円
〔制裁〕 カシノプルタオルネ号の騎手角田大和は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。

23058 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第10競走 ��2，000�
さ い か い

西 海 賞
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

11 レッドルーヴル 牝5黒鹿55 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 466－ 21：59．6 6．2�
44 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 442＋ 2 〃 クビ 5．3�
810 ヴェルザスカ 牝4鹿 55 松若 風馬矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 444± 01：59．81 5．0�
77 ゲンティアナ 牝5鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 アタマ 8．1�
22 ハギノカエラ 牝8栗 55 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 442＋ 81：59．9� 30．7�
89 タニノヨセミテ 牝4鹿 55 岩田 望来谷水 雄三氏 四位 洋文 新ひだか 西村 和夫 418－ 42：00．01 2．9	
66 フ ラ ル 牝5鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 6 〃 ハナ 8．3

55 ウルクラフト 牝5黒鹿55 斎藤 新 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 62：00．42 55．6�
78 ペルルドール 牝4栗 55 松山 弘平寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 478± 02：00．82� 14．9
33 イロエンピツ 牝3黒鹿52 藤懸 貴志内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 472＋ 82：01．86 93．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，858，700円 複勝： 56，892，100円 枠連： 14，952，400円
馬連： 78，218，000円 馬単： 33，133，300円 ワイド： 55，311，700円
3連複： 108，815，800円 3連単： 147，186，600円 計： 534，368，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 180円 � 190円 枠 連（1－4） 1，450円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 560円 �� 710円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 18，770円

票 数

単勝票数 計 398587 的中 � 51060（4番人気）
複勝票数 計 568921 的中 � 93830（2番人気）� 83301（3番人気）� 74275（4番人気）
枠連票数 計 149524 的中 （1－4） 7967（6番人気）
馬連票数 計 782180 的中 �� 41936（5番人気）
馬単票数 計 331333 的中 �� 7978（14番人気）
ワイド票数 計 553117 的中 �� 25615（6番人気）�� 19420（12番人気）�� 27644（5番人気）
3連複票数 計1088158 的中 ��� 29643（9番人気）
3連単票数 計1471866 的中 ��� 5684（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．2―49．8―1：01．9―1：13．7―1：25．3―1：36．7―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドルーヴル �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 Darshaan デビュー 2019．4．21 京都8着

2016．3．26生 牝5黒鹿 母 ショウダウン 母母 Last Second 24戦3勝 賞金 63，244，000円
〔制裁〕 リノキアナ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



23059 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第11競走 ��
��1，000�

ぷ さ ん

�山ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

22 シ ン シ テ ィ 牝4黒鹿55 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 474－ 2 57．9 6．2�
44 � ラホーヤノキセキ 牡7青鹿57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 500－ 6 〃 ハナ 4．1�
811 ジョーフォレスト 牡4栗 57 岩田 望来上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 494－ 2 58．1	 22．5�
710
 アスタースウィング 牡7栗 57 藤岡 康太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 524± 0 58．2� 18．5�
11 グ ラ ナ リ ー 牝4栗 55 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 508± 0 58．62� 14．4�
812 ジャスパーイーグル 牡4栗 57 森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B494－ 2 58．81� 31．2	
33 カバジェーロ 牡4鹿 57 島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B490－ 4 59．01 104．8

67 
 フ リ ー ド 牝3鹿 52 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 西園 正都 愛 Lynch

Bages Ltd 506＋ 6 〃 クビ 2．5�
68 アオイツヤヒメ 牝5鹿 55 永島まなみ鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 484＋ 2 59．1� 10．0
56 アスカノダイチ 牡5栗 57 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 510－16 59．52� 108．1�
55 メイショウヒバリ 牝4栗 55 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 470－ 21：00．24 17．3�
79 ヘ ル メ ッ ト 牝5栗 55 松山 弘平�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 B520＋ 61：02．0大差 13．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 80，532，500円 複勝： 103，410，900円 枠連： 40，900，900円
馬連： 203，460，800円 馬単： 78，102，700円 ワイド： 140，741，800円
3連複： 321，399，700円 3連単： 392，381，000円 計： 1，360，930，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 160円 � 530円 枠 連（2－4） 1，080円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，420円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 38，260円

票 数

単勝票数 計 805325 的中 � 103879（3番人気）
複勝票数 計1034109 的中 � 123441（3番人気）� 201447（2番人気）� 39250（10番人気）
枠連票数 計 409009 的中 （2－4） 29274（4番人気）
馬連票数 計2034608 的中 �� 132470（3番人気）
馬単票数 計 781027 的中 �� 24933（6番人気）
ワイド票数 計1407418 的中 �� 89655（2番人気）�� 14061（33番人気）�� 24389（19番人気）
3連複票数 計3213997 的中 ��� 28169（35番人気）
3連単票数 計3923810 的中 ��� 7435（137番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．4―33．9―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．5
3 2（5，7，8）4－1，12（6，10）9，3，11 4 2－（4，5，7）8（1，10，12）6－（3，11）＝9

勝馬の
紹 介

シ ン シ テ ィ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．1．18 京都3着

2017．4．17生 牝4黒鹿 母 ジェネロシティー 母母 バグワイザー 8戦4勝 賞金 50，709，000円
〔制裁〕 ジャスパーイーグル号の騎手森裕太朗は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔その他〕 ヘルメット号は，3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。

23060 8月28日 晴 良 （3小倉4） 第5日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時05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

58 レアシャンパーニュ 牝3黒鹿52 松若 風馬大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458－ 21：46．0 3．1�
813� ホウオウプリンセス 牝5鹿 55 岩田 望来小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：46．1� 3．2�
814 サンデージャック 牡3青鹿54 和田 竜二エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476± 01：46．41� 12．7�
34 ハートオブアシティ 牡3青鹿54 	島 克駿吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 422－ 8 〃 ハナ 7．2�
712 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± 01：46．5クビ 17．9�
45 アメイジングタイム 牡3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋141：46．6� 7．4	
610 シ ャ ン ブ ル 牝3青鹿52 西村 淳也 
CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 482＋ 4 〃 クビ 8．7�
57 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 B464＋ 2 〃 クビ 48．4�
711 ウォーターブレイク 牝5黒鹿 55

54 ☆斎藤 新山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 61：46．81 125．7

46 テリオスルイ 牡3鹿 54
51 ▲松本 大輝鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 456－10 〃 クビ 96．4�

11 ピンクレガシー 牝4鹿 55
54 ☆富田 暁 
グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 454＋ 61：47．22 54．7�

22 �� モントカイザー 
5黒鹿57 浜中 俊岡田 牧雄氏 小林 真也 英 Mrs D. du
Feu B484± 01：47．51� 150．5�

33 � サトノソレイユ 牝5鹿 55 荻野 極 
サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英
Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

B490＋ 81：47．81� 30．0�
69 ラルゲッツァ 牝4栗 55

51 ★永島まなみ �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 41：48．75 75．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，514，700円 複勝： 74，176，700円 枠連： 20，828，700円
馬連： 103，660，700円 馬単： 40，321，400円 ワイド： 82，322，100円
3連複： 160，371，500円 3連単： 178，799，200円 計： 713，995，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 220円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 310円 �� 760円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 535147 的中 � 134494（1番人気）
複勝票数 計 741767 的中 � 161147（2番人気）� 162281（1番人気）� 66664（6番人気）
枠連票数 計 208287 的中 （5－8） 29311（1番人気）
馬連票数 計1036607 的中 �� 107658（1番人気）
馬単票数 計 403214 的中 �� 20530（2番人気）
ワイド票数 計 823221 的中 �� 74196（1番人気）�� 25377（9番人気）�� 43882（6番人気）
3連複票数 計1603715 的中 ��� 56644（4番人気）
3連単票数 計1787992 的中 ��� 14350（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．5―11．9―11．5―11．5―11．6―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．3―48．2―59．7―1：11．2―1：22．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レアシャンパーニュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．10．4 中京1着

2018．4．3生 牝3黒鹿 母 ロゼシャンパーニュ 母母 アーティストチョイス 8戦2勝 賞金 20，341，000円
〔制裁〕 レアシャンパーニュ号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

サンデージャック号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・11番・1番）



（3小倉4）第5日 8月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

241，350，000円
5，620，000円
20，720，000円
1，600，000円
27，340，000円
65，710，500円
5，423，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
470，163，200円
810，022，700円
154，973，000円
801，044，900円
373，307，500円
640，522，400円
1，254，544，700円
1，702，800，800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 6，207，379，200円

総入場人員 1，899名 （有料入場人員 1，487名）
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