
23061 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第1競走 ��1，000�2歳未勝利
発走9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
57．7
57．7

重
重

55 ケイティソルジャー 牡2栗 54 小崎 綾也瀧本 和義氏 村山 明 日高 豊洋牧場 486－ 4 58．9 1．3�
89 � ジ ャ ン グ ロ 牡2黒鹿54 浜中 俊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place

& Partners 446－ 6 59．32� 3．5�
22 ハクアイエール 牝2栗 54 藤井勘一郎 �H.Iコーポレーション 石坂 公一 新冠 佐藤牧場 456± 01：00．47 56．7�
88 ギンノカミカザリ 牝2芦 54 松若 風馬阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 452＋ 21：00．72 23．3�
44 テイエムタマガイ 牝2鹿 54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 432－ 61：00．8クビ 46．2�
77 ブルーインサニティ 牡2鹿 54 中井 裕二石瀬 浩三氏 川村 禎彦 日高 いとう牧場 486± 01：01．32� 52．0	
66 フ ー レ イ 牝2鹿 54 岩田 望来小林竜太郎氏 新谷 功一 浦河 佐々木 恵一 436± 01：01．51� 10．4

11 キーマーキュリー 牡2鹿 54 �島 克駿北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 490＋201：02．45 74．4�
33 ウィラメット 牝2芦 54

53 ☆斎藤 新杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 420 ―1：02．5� 100．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 32，616，900円 複勝： 66，167，000円 枠連： 4，965，000円
馬連： 31，723，100円 馬単： 25，532，800円 ワイド： 30，638，800円
3連複： 59，648，100円 3連単： 135，884，100円 計： 387，175，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 110円 � 410円 枠 連（5－8） 150円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 120円 �� 720円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 326169 的中 � 187811（1番人気）
複勝票数 計 661670 的中 � 491300（1番人気）� 76306（2番人気）� 6879（7番人気）
枠連票数 計 49650 的中 （5－8） 25262（1番人気）
馬連票数 計 317231 的中 �� 134035（1番人気）
馬単票数 計 255328 的中 �� 74746（1番人気）
ワイド票数 計 306388 的中 �� 99715（1番人気）�� 7769（9番人気）�� 4456（12番人気）
3連複票数 計 596481 的中 ��� 21140（6番人気）
3連単票数 計1358841 的中 ��� 21352（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．0―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．3
3 ・（5，9）8－（4，6）－2（1，7）＝3 4 5－9－（8，4）6，2（1，7）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイティソルジャー 
�
父 ヘニーヒューズ 

�
母父 マイネルセレクト デビュー 2021．6．19 阪神5着

2019．5．4生 牡2栗 母 サンメンフィス 母母 カヤドールージュ 3戦1勝 賞金 7，800，000円

23062 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第2競走 ��2，600�3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
2：37．8
2：35．1

良
良

24 エリカヴァレリア 牝3鹿 54 浜中 俊三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 452± 02：38．4 1．8�
12 アスカノミライ 牡3黒鹿56 岩田 望来豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 B494－ 4 〃 ハナ 5．8�
35 ウインガヴァナー 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 504＋ 22：38．71� 36．4�
59 ネビーイーム 牡3黒鹿56 酒井 学前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 526＋ 62：38．8クビ 4．8�
11 ジルベールバローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか 服部 牧場 528＋ 62：39．33 17．6�
36 カフジヴィオレッタ 牝3鹿 54 藤懸 貴志加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 466＋122：39．72� 24．0	
48 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± 0 〃 クビ 56．3

611 ディーコンセンテス 牝3鹿 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 406－ 42：40．44 10．1�
713 マイブルースカイ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新山田 弘氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 462－ 42：40．5� 135．1
23 プレアヴィヒア 牝3栗 54 �島 克駿�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：40．7� 32．3�
815 ワイドイシス 牝3鹿 54 城戸 義政幅田 京子氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 408－142：41．23 359．9�
816 ボムブラスト 牡3黒鹿56 小牧 太山口 敦広氏 笹田 和秀 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456－102：41．41� 140．9�
612 ティエドゥール 牝3鹿 54 中井 裕二加藤 誠氏 森田 直行 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 42：41．61 233．3�
510 メイショウシマト 牡3青鹿56 田中 健松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 470－182：42．13 144．5�
714 クリノエルサ 牝3芦 54

51 ▲松本 大輝栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 456＋ 62：42．84 46．7�
47 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 B428＋ 82：47．9大差 275．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，873，400円 複勝： 43，642，100円 枠連： 9，865，300円
馬連： 48，564，400円 馬単： 25，220，200円 ワイド： 45，207，900円
3連複： 81，497，000円 3連単： 93，159，000円 計： 377，029，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 600円 枠 連（1－2） 400円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，010円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 12，830円

票 数

単勝票数 計 298734 的中 � 130697（1番人気）
複勝票数 計 436421 的中 � 176729（1番人気）� 52719（3番人気）� 9982（9番人気）
枠連票数 計 98653 的中 （1－2） 18939（1番人気）
馬連票数 計 485644 的中 �� 71265（2番人気）
馬単票数 計 252202 的中 �� 24284（2番人気）
ワイド票数 計 452079 的中 �� 51536（2番人気）�� 10609（13番人気）�� 4175（25番人気）
3連複票数 計 814970 的中 ��� 12980（15番人気）
3連単票数 計 931590 的中 ��� 5262（35番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―11．9―12．2―12．8―13．0―12．8―12．2―12．0―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．6―23．9―35．7―47．6―59．8―1：12．6―1：25．6―1：38．4―1：50．6―2：02．6―2：14．4―2：26．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリカヴァレリア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Kalatos デビュー 2021．4．17 阪神4着

2018．4．2生 牝3鹿 母 オヴァンボクイーン 母母 Oxalaguna 5戦1勝 賞金 9，170，000円
〔制裁〕 ウインガヴァナー号の騎手富田暁は，1周目3コーナーで外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〕 ヒカリノミチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月29日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ワイドイシス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月29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） 2頭 ラストアプローズ号・レッドアストラム号

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４回 小倉競馬 第６日



23063 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時55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

713 メイプルリズム 牝3鹿 54 �島 克駿飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B432± 01：59．6 3．7�
36 トーホウロゼリア 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 458± 02：00．02� 5．2�
59 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 B450＋ 8 〃 ハナ 16．4�
23 エニシノウタ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 442＋102：00．1� 2．9�
612 ラルナプレナ 牝3青鹿54 小崎 綾也 �サンデーレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋122：00．31� 45．0	
35 ミスハイローラー 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 488± 02：00．4� 66．5

12 ヒルノピエモンテ 牝3栗 54 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 松浦牧場 492＋ 82：00．6� 44．0�
24 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± 0 〃 クビ 12．1�
611 ラッセルリー 牝3黒鹿54 藤井勘一郎田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 434－ 2 〃 クビ 136．2
714 ラストアプローズ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希 �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 488＋ 42：00．7� 318．7�

11 ジュンワンポイント 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和河合 純二氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 440＋ 62：00．8� 67．8�

47 フローレスクイーン 牝3鹿 54 岩田 望来�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 500＋ 4 〃 アタマ 5．2�
48 ミ ー テ ィ ア 牝3鹿 54 高倉 稜三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド 434＋ 22：00．9クビ 260．6�
510 プレリュード 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440＋ 42：01．11� 99．2�

816 モンテローザ 牝3鹿 54 酒井 学寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 前川 勝春 B444± 02：01．84 135．2�
817 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 440＋ 22：02．22� 114．2�
815 メイショウフウカ 牝3鹿 54 中井 裕二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 村下 明博 460＋102：02．3アタマ 81．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，259，100円 複勝： 38，563，500円 枠連： 8，654，600円
馬連： 43，837，000円 馬単： 19，752，400円 ワイド： 40，552，500円
3連複： 72，670，200円 3連単： 76，047，700円 計： 326，337，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 170円 � 310円 枠 連（3－7） 960円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 420円 �� 960円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 11，850円

票 数

単勝票数 計 262591 的中 � 55396（2番人気）
複勝票数 計 385635 的中 � 78549（2番人気）� 61448（4番人気）� 24839（5番人気）
枠連票数 計 86546 的中 （3－7） 6922（5番人気）
馬連票数 計 438370 的中 �� 34025（5番人気）
馬単票数 計 197524 的中 �� 8966（5番人気）
ワイド票数 計 405525 的中 �� 26650（5番人気）�� 10333（10番人気）�� 12657（9番人気）
3連複票数 計 726702 的中 ��� 14837（11番人気）
3連単票数 計 760477 的中 ��� 4650（30番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．5―12．1―12．0―12．0―11．9―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．0―47．5―59．6―1：11．6―1：23．6―1：35．5―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3

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

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

メイプルリズム �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．10．25 京都15着

2018．2．23生 牝3鹿 母 トレンドハンター 母母 ロイヤルペルラ 9戦1勝 賞金 10，400，000円
〔制裁〕 メイプルリズム号の騎手�島克駿は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：17番）
〔3走成績による出走制限〕 モンテローザ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月29日まで平地競走に出走でき

ない。
※ラストアプローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23064 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時25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

35 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 454＋ 61：47．1 3．9�
612 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 520－ 41：47．41� 6．3�
12 バライロノキセキ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 466－ 6 〃 ハナ 8．2�
11 ヒルノアローザ 牡3鹿 56 太宰 啓介�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 508＋ 81：48．04 4．6�
816 ブ ル レ ス カ 牝3栗 54 小崎 綾也�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：48．21� 54．1	
48 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 484－ 41：48．41� 15．5

510 サンライズヘリオス 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 468－ 41：48．61� 40．7�
23 アーリーアダプター 牝3鹿 54 岡田 祥嗣山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 494＋161：48．81� 56．9�
713 ネヴァーエンド 牡3黒鹿56 柴山 雄一髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 468＋ 41：48．9� 26．8
59 メモリーアンクル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 谷川牧場 462＋101：49．21� 59．4�
24 メイショウタニカゼ 牡3栗 56 岩田 望来松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 470＋ 4 〃 クビ 64．0�
36 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 B488－ 21：49．3クビ 4．9�
47 シズリングホット 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 チェスナット
ファーム 480＋ 81：49．72� 163．7�

815 ハグンジョウ �3芦 56 森 一馬楠元 貴司氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B488± 01：49．91� 42．3�
611 バ ル レ ッ タ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B444＋ 41：50．11� 13．5�
714 サンマルファミリー 牝3青鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 平取 びらとり牧場 460＋ 61：51．69 576．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，085，700円 複勝： 55，367，900円 枠連： 12，872，400円
馬連： 55，634，000円 馬単： 23，915，200円 ワイド： 54，068，500円
3連複： 92，272，900円 3連単： 98，331，000円 計： 427，547，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 180円 � 240円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 660円 �� 780円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 17，240円

票 数

単勝票数 計 350857 的中 � 71450（1番人気）
複勝票数 計 553679 的中 � 84538（3番人気）� 81629（4番人気）� 53134（5番人気）
枠連票数 計 128724 的中 （3－6） 20937（2番人気）
馬連票数 計 556340 的中 �� 31246（4番人気）
馬単票数 計 239152 的中 �� 7732（7番人気）
ワイド票数 計 540685 的中 �� 21358（8番人気）�� 17681（10番人気）�� 15451（11番人気）
3連複票数 計 922729 的中 ��� 14640（12番人気）
3連単票数 計 983310 的中 ��� 4135（41番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．5―13．1―13．3―12．6―12．5―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．5―42．6―55．9―1：08．5―1：21．0―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウキートス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．8．14 小倉2着

2018．5．22生 牝3青鹿 母 メイショウゴウヒメ 母母 メイショウフクヒメ 2戦1勝 賞金 7，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 バルレッタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月29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。
（非当選馬） 1頭 ゴットウェーブ号



23065 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時15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
1：59．5
1：58．9

良
良

22 マテンロウスカイ 牡2栗 54 秋山真一郎寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484 ―2：00．9 7．1�
11 シホノスペランツァ 牡2青鹿54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 482 ―2：01．75 13．2�
45 ソレジャートポスト 牡2栗 54 松若 風馬吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 446 ―2：01．91� 24．7�
814 コスモゴレアドール 牡2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 412 ―2：02．85 41．1�
712 ロックバウンド 牡2鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472 ―2：02．91 5．3�
34 ダンツエスプリ 牡2栗 54 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 472 ―2：03．0� 29．6	
69 グロズニーグラード 牡2鹿 54 �島 克駿前田 幸貴氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―2：03．42� 6．4

46 ガリトラップ 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 444 ―2：03．93 66．1�
57 サイモンカーチス 牡2鹿 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458 ― 〃 ハナ 116．5�
58 ストロンゲスト 牡2芦 54

51 ▲角田 大和阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 484 ―2：04．0� 49．7
610 スリーエクセレント 牡2黒鹿54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 484 ―2：04．31� 2．9�
813 ラウルピドゥ 牡2栗 54 西村 淳也 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 476 ―2：04．4� 9．3�
711 テ ィ グ ル 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 458 ―2：05．35 32．0�
33 	 ピースファイン 牡2栗 54

51 ▲松本 大輝中平 和宏氏 森 秀行 米 KatieRich
Farms 466 ―2：06．15 72．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，751，900円 複勝： 41，709，500円 枠連： 10，819，800円
馬連： 48，591，400円 馬単： 21，505，600円 ワイド： 41，287，200円
3連複： 72，474，400円 3連単： 74，218，400円 計： 345，358，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 340円 � 480円 枠 連（1－2） 3，710円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，940円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 24，850円 3 連 単 ��� 124，550円

票 数

単勝票数 計 347519 的中 � 41440（4番人気）
複勝票数 計 417095 的中 � 47378（4番人気）� 32208（6番人気）� 20748（7番人気）
枠連票数 計 108198 的中 （1－2） 2260（13番人気）
馬連票数 計 485914 的中 �� 10543（13番人気）
馬単票数 計 215056 的中 �� 2433（26番人気）
ワイド票数 計 412872 的中 �� 9478（14番人気）�� 5456（20番人気）�� 2968（34番人気）
3連複票数 計 724744 的中 ��� 2187（77番人気）
3連単票数 計 742184 的中 ��� 432（376番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．7―12．9―12．4―12．4―12．5―12．1―12．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―35．2―48．1―1：00．5―1：12．9―1：25．4―1：37．5―1：49．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウスカイ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2019．2．5生 牡2栗 母 レッドラヴィータ 母母 ディクシージャズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23066 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走12時45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

55 ホワイトターフ 牝2芦 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 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：10．8 6．3�
77 ダテボレアス 牡2鹿 54 藤岡 康太渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 486 ―1：10．9� 4．6�
11 フ ジ タ 牡2鹿 54 岩田 望来 J．ウー氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490 ―1：11．11� 2．1�
66 エールゴージューン 牡2栗 54

53 ☆富田 暁佐伯由加理氏 武 英智 新ひだか 藤原牧場 436 ― 〃 アタマ 9．9�
33 リ ト ル ジ ー 牝2鹿 54 酒井 学佐伯 太朗氏 長谷川浩大 新ひだか 木村 秀則 468 ―1：11．2クビ 6．8�
44 ムーンガーデン 牡2鹿 54 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 460 ― 〃 ハナ 16．7	
22 オフショアガール 牝2黒鹿 54

51 ▲松本 大輝
下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 436 ― 〃 クビ 56．3�
88 クロジシジョー 牡2青鹿54 国分 優作河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 434 ―1：11．94 27．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，425，300円 複勝： 22，696，900円 枠連： 発売なし
馬連： 35，564，400円 馬単： 20，171，600円 ワイド： 24，654，000円
3連複： 44，374，400円 3連単： 88，973，000円 計： 269，859，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 480円 �� 290円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 334253 的中 � 44142（3番人気）
複勝票数 計 226969 的中 � 21944（5番人気）� 38102（2番人気）� 70033（1番人気）
馬連票数 計 355644 的中 �� 13201（9番人気）
馬単票数 計 201716 的中 �� 3242（19番人気）
ワイド票数 計 246540 的中 �� 11397（9番人気）�� 21524（3番人気）�� 35300（1番人気）
3連複票数 計 443744 的中 ��� 31028（3番人気）
3連単票数 計 889730 的中 ��� 6817（37番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―11．9―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．9―47．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトターフ 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．2．18生 牝2芦 母 ピッツネイル 母母 ス ヴ レ ッ タ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



23067 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第7競走 1，800�3歳未勝利
発走13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
1：43．8
1：43．8

良
良

612 エアミアーニ 牡3鹿 56 岩田 望来 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B434± 01：47．0 44．8�
47 リアングロワール 牝3黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 486＋181：47．21 20．3�
36 ラヴィズポイズン 牝3鹿 54 西村 淳也牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：47．3� 2．7�
35 メイショウユウスイ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450－ 41：47．4クビ 13．5�
59 リオンジャック 牝3黒鹿54 藤懸 貴志�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474± 01：47．61� 17．4�
11 ウォーターアークス 牡3青鹿56 藤岡 康太山岡 正人氏 河内 洋 新ひだか 野坂牧場 478＋ 2 〃 クビ 14．7	
713 ヘアケイリー 牝3黒鹿54 中井 裕二 
シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：47．7� 3．4�
815 ギルティブラック 牡3青鹿56 �島 克駿 
サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448－ 81：47．8� 5．6�
12 マンヌポルト 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 日高 シンボリ牧場 460＋ 41：47．9クビ 17．2
48 キングプロテア 牝3黒鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 402－ 21：48．0� 110．9�
816 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± 01：48．21� 47．3�
510 フューチャーポップ 牝3鹿 54 浜中 俊山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 有限会社 大

作ステーブル 426－ 41：48．3� 20．7�
24 サンシンノハナ 牝3鹿 54 酒井 学岡 浩二氏 中尾 秀正 浦河 モトスファーム 474－ 81：48．83� 334．5�
714 ケルンクリエイター �3栗 56 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新冠 村上 欽哉 450－ 21：49．65 419．2�
23 ヴィンランド 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B474＋ 41：53．2大差 320．2�
（15頭）

611 メイショウテンオン 牡3青鹿 56
52 ★永島まなみ松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 548＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，147，000円 複勝： 52，094，500円 枠連： 13，186，200円
馬連： 63，234，100円 馬単： 26，626，400円 ワイド： 58，004，400円
3連複： 96，222，300円 3連単： 106，764，300円 計： 455，279，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，480円 複 勝 � 810円 � 560円 � 170円 枠 連（4－6） 17，460円

馬 連 �� 29，460円 馬 単 �� 63，190円

ワ イ ド �� 7，180円 �� 1，930円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 30，900円 3 連 単 ��� 265，080円

票 数

単勝票数 差引計 391470（返還計 1449） 的中 � 6983（10番人気）
複勝票数 差引計 520945（返還計 2435） 的中 � 13746（10番人気）� 20820（9番人気）� 106045（2番人気）
枠連票数 差引計 131862（返還計 86） 的中 （4－6） 585（26番人気）
馬連票数 差引計 632341（返還計 5029） 的中 �� 1663（53番人気）
馬単票数 差引計 266264（返還計 1935） 的中 �� 316（108番人気）
ワイド票数 差引計 580044（返還計 6287） 的中 �� 2034（52番人気）�� 7789（20番人気）�� 10454（14番人気）
3連複票数 差引計 962223（返還計 17966） 的中 ��� 2335（86番人気）
3連単票数 差引計1067643（返還計 17903） 的中 ��� 292（618番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．4―48．7―1：00．3―1：11．8―1：23．4―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアミアーニ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．3．28 中京12着

2018．3．29生 牡3鹿 母 エアマスカット 母母 エアメサイア 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔競走除外〕 メイショウテンオン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 フューチャーポップ号の騎手浜中俊は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィンランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月29日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 キングプロテア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月29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 リベラルアーツ号

23068 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

45 ピュアブリス 牝3鹿 52 松若 風馬水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 B454＋ 4 58．8 7．0�
46 � 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± 0 59．12 2．8�

69 ミ ラ ク ル 牝3鹿 52 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 446± 0 59．31 4．5�
22 � チャーミングアクト 牝4鹿 55 �島 良太橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋16 59．51	 52．7�
610 ザモウコダマシイ 牝3鹿 52 藤懸 貴志廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 454＋ 6 59．71	 47．2�
57 � キュウドウクン 牡5鹿 57

54 ▲松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 466－ 6 59．91	 82．0	

11 � ホクリュウオウ 牡6青鹿57 西村 淳也北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee
Farms, LLC 492＋10 〃 クビ 183．4


711� ヒロシゲペッパー 牡4栗 57
56 ☆富田 暁�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B486－ 8 〃 ハナ 14．1�

814 ミヤコシスター 牝4鹿 55 岩田 望来若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 480＋ 21：00．11 42．9
34 � フチサンメルチャン 牡4栗 57 城戸 義政中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 472＋ 8 〃 クビ 18．4�
712 コズミックランナー 牡4栗 57

54 ▲角田 大和�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 452＋101：00．41
 12．6�
58 ラストバリオン 牡3鹿 54 高倉 稜中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 492＋ 41：00．93 15．0�
813 グッドステージ 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新杉立健次郎氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 528＋ 21：01．11	 61．4�
33 キャンユーキッス 牝3鹿 52 酒井 学岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 446± 01：01．31
 5．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，388，900円 複勝： 44，940，200円 枠連： 12，129，700円
馬連： 58，883，100円 馬単： 24，231，900円 ワイド： 50，221，300円
3連複： 88，261，600円 3連単： 95，252，900円 計： 408，309，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（4－4） 1，500円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 570円 �� 660円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 12，480円

票 数

単勝票数 計 343889 的中 � 39264（4番人気）
複勝票数 計 449402 的中 � 49044（4番人気）� 98683（1番人気）� 83585（2番人気）
枠連票数 計 121297 的中 （4－4） 6233（8番人気）
馬連票数 計 588831 的中 �� 30993（4番人気）
馬単票数 計 242319 的中 �� 6412（8番人気）
ワイド票数 計 502213 的中 �� 21661（4番人気）�� 18367（6番人気）�� 47438（1番人気）
3連複票数 計 882616 的中 ��� 37186（2番人気）
3連単票数 計 952529 的中 ��� 5533（21番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．5―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアブリス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．12．27 中山1着

2018．1．19生 牝3鹿 母 フレンチトースト 母母 ペンタルビー 6戦2勝 賞金 15，700，000円



23069 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第9競走 ��2，000�
ひ こ さ ん

英 彦 山 特 別
発走14時15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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

811 コーディアル 牝3青鹿52 �島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 21：59．2 1．6�
79 サツキハピネス 牝3黒鹿52 角田 大和小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 448－ 21：59．41� 20．4�
56 ウィンドリッパー 牡3鹿 54 西村 淳也 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 アタマ 9．2�
11 ワイドエンペラー 牡3鹿 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 500－ 81：59．5� 3．8�
812 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿54 藤懸 貴志吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：59．6� 50．6�
67 グレートベースン 牡5青鹿57 斎藤 新桑畑 	信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 528＋ 41：59．7� 139．6

22 セツメンノトビウオ 牡4芦 57 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 464＋ 6 〃 アタマ 130．8�
55 ハギノエスペラント 牡4青鹿57 岩田 望来日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 498－ 41：59．8クビ 13．4�
68 サマーカナロア 牡3黒鹿54 富田 暁前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 B512± 0 〃 クビ 47．7
44 マイネルジャッカル 牡3鹿 54 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 清水 小野瀬 竜馬 466＋ 42：00．01� 27．5�
710 サンライズヘルメス 牡4鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 482± 02：00．52� 27．1�
33 マ ー ニ 牡5黒鹿57 酒井 学岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 446－122：00．6	 24．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，217，800円 複勝： 118，643，000円 枠連： 15，696，000円
馬連： 67，865，800円 馬単： 37，691，300円 ワイド： 51，983，900円
3連複： 105，915，100円 3連単： 169，572，200円 計： 606，585，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 290円 � 190円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 460円 �� 290円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 392178 的中 � 185928（1番人気）
複勝票数 計1186430 的中 � 851538（1番人気）� 30516（5番人気）� 56107（3番人気）
枠連票数 計 156960 的中 （7－8） 18667（3番人気）
馬連票数 計 678658 的中 �� 42460（4番人気）
馬単票数 計 376913 的中 �� 20487（5番人気）
ワイド票数 計 519839 的中 �� 28973（4番人気）�� 50325（2番人気）�� 7840（17番人気）
3連複票数 計1059151 的中 ��� 30557（8番人気）
3連単票数 計1695722 的中 ��� 16537（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．4―12．4―12．1―12．0―11．7―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．6―48．0―1：00．4―1：12．5―1：24．5―1：36．2―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コーディアル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2020．11．8 阪神2着

2018．4．23生 牝3青鹿 母 ボンジュールココロ 母母 レ デ ィ ネ ス 5戦2勝 賞金 24，413，000円

23070 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第10競走 ��1，700�R K B 賞
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，2．8．29以降3．8．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

RKB賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

612 カシノブレンド �5芦 54 斎藤 新柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 450± 01：45．6 41．8�
611� クリノホノオ 牡4鹿 56 藤岡 康太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 478－10 〃 クビ 2．6�
510 モズピンポン 牡4栗 55 �島 克駿 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 520＋ 21：45．7クビ 6．3�
35 タガノウィリアム 牡4黒鹿56 小牧 太八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 61：46．02 6．6�
47 アドマイヤメティス 牝4鹿 52 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 420－ 21：46．1クビ 30．3�
59 � リュウグウハヤブサ 牡4鹿 54 秋山真一郎深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞�湖 レイクヴィラファーム B494＋ 41：46．31	 42．8	
714 ラブスピール 牝4鹿 52 岩田 望来増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 450＋ 4 〃 ハナ 15．7

48 ジョウショーリード 牝4黒鹿52 和田 翼熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 486＋ 81：46．51	 10．9�
815 サンライズローリエ 牡6青鹿54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470＋ 81：46．6
 48．7�
12 ベルヴォーグ 牝3鹿 51 松若 風馬 サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 508＋111：46．81 6．3�
24 バンクショット 牡5黒鹿54 荻野 極吉田 勝己氏 杉山 佳明 安平 ノーザンファーム B470＋ 41：46．9� 141．2�
713� マーブルサニー 牝5芦 52 酒井 学下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 492－ 21：47．11	 41．7�
36 ポップフランセ 牡5栗 54 浜中 俊吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B460－101：47．2� 26．5�
816 レディオマジック 牡4黒鹿54 藤井勘一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 488＋ 61：47．62� 36．5�
11 � ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿52 高倉 稜安原 浩司氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 496＋101：48．77 40．5�
23 デュアラブル 牝5栗 52 西村 淳也 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム B522＋161：49．76 27．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，366，900円 複勝： 75，248，300円 枠連： 21，389，100円
馬連： 112，799，100円 馬単： 42，008，200円 ワイド： 96，211，800円
3連複： 187，462，500円 3連単： 194，530，600円 計： 778，016，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，180円 複 勝 � 660円 � 140円 � 200円 枠 連（6－6） 5，200円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 14，210円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 3，200円 �� 370円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 108，070円

票 数

単勝票数 計 483669 的中 � 9252（13番人気）
複勝票数 計 752483 的中 � 20916（9番人気）� 177362（1番人気）� 97637（3番人気）
枠連票数 計 213891 的中 （6－6） 3183（21番人気）
馬連票数 計1127991 的中 �� 20701（12番人気）
馬単票数 計 420082 的中 �� 2217（45番人気）
ワイド票数 計 962118 的中 �� 22729（9番人気）�� 7072（36番人気）�� 75643（1番人気）
3連複票数 計1874625 的中 ��� 17189（23番人気）
3連単票数 計1945306 的中 ��� 1305（325番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．6―13．3―12．7―12．1―12．5―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．4―42．7―55．4―1：07．5―1：20．0―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カシノブレンド �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．2 東京6着

2016．5．4生 �5芦 母 セトウチダイヤ 母母 テレサザティーチャ 23戦3勝 賞金 40，628，000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） 1頭 ダディーズメジャー号
（非抽選馬） 5頭 カルロスミノル号・タイセイアゲイン号・テイエムマジック号・デンコウハピネス号・ユキノグローリー号



23071 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第11競走 ��
��1，800�小倉日経オープン

発走15時25分 （芝・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）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

66 プリンスリターン 牡4黒鹿56 松若 風馬 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 460－ 21：46．3 4．3�
44 	 ダブルシャープ 牡6鹿 56 浜中 俊天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 484－ 4 〃 
 3．3�
33 ミスニューヨーク 牝4青鹿54 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 462－ 21：46．51� 3．0�
78 モアナアネラ 牝5黒鹿54 �島 克駿 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：46．71� 29．7�
89 レインボーフラッグ 牡8鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 466± 01：46．91� 33．4	
810 ワイプティアーズ 牡6栗 56 岩田 望来吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 532＋ 61：47．11 7．0

11 スーパーフェザー 6鹿 56 西村 淳也吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．2� 6．6�
77 ドリームソルジャー 牡7栗 56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 484＋ 41：47．3
 51．9�

55 コマビショウ 牡6黒鹿56 柴山 雄一小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496＋101：47．72
 78．3
22 ヒロブレイブ 牡8鹿 56 中井 裕二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 474－ 81：48．33
 158．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 73，219，500円 複勝： 68，778，800円 枠連： 30，287，400円
馬連： 207，959，200円 馬単： 90，812，500円 ワイド： 110，042，900円
3連複： 323，442，500円 3連単： 576，865，400円 計： 1，481，408，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（4－6） 1，160円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 200円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 732195 的中 � 134655（3番人気）
複勝票数 計 687788 的中 � 98432（3番人気）� 164873（2番人気）� 171123（1番人気）
枠連票数 計 302874 的中 （4－6） 20196（7番人気）
馬連票数 計2079592 的中 �� 167446（4番人気）
馬単票数 計 908125 的中 �� 38208（8番人気）
ワイド票数 計1100429 的中 �� 94468（4番人気）�� 128303（2番人気）�� 146957（1番人気）
3連複票数 計3234425 的中 ��� 357378（1番人気）
3連単票数 計5768654 的中 ��� 103205（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．6―11．9―11．8―11．3―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．2―49．1―1：00．9―1：12．2―1：23．6―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリンスリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．6 函館1着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 プリンセスプライド 母母 エンゼルプリンセス 14戦3勝 賞金 95，741，000円
※コマビショウ号・ヒロブレイブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23072 8月29日 晴 良 （3小倉4） 第6日 第12競走 ��1，200�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
1：06．0
1：06．0

良
良

66 メイショウツツジ 牝3黒鹿52 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 428－ 21：07．8 6．2�
811 ジューンベロシティ 牡3青鹿 54

53 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 458－ 21：07．9� 16．7�
44 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 438＋ 21：08．0� 6．3�
67 ジャストザビアンカ 牝3青鹿 52

49 ▲松本 大輝ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 456＋12 〃 ハナ 19．6�
78 ニホンピロジャック 牡3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456－ 2 〃 ハナ 8．2�
55 ダブルアンコール 牝4鹿 55 岩田 望来 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 クビ 1．5	
33 	 タイクーンバゴ 牡4青鹿57 松若 風馬
槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494± 01：08．1クビ 76．3�
22 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 464＋ 61：08．63 38．8�
79 クリノヴジュアル 牡4栗 57 小崎 綾也栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 496－ 21：09．02� 173．2
810	 スズカローレル 牝6鹿 55

52 ▲角田 大和永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 442＋221：09．42� 83．7�
11 シックスレター 牝3黒鹿 52

49 ★永島まなみ熊坂 俊一氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 476＋ 61：10．78 132．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 54，037，400円 複勝： 104，787，400円 枠連： 17，818，700円
馬連： 94，945，300円 馬単： 58，738，100円 ワイド： 70，554，400円
3連複： 147，055，600円 3連単： 313，387，200円 計： 861，324，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 340円 � 530円 � 310円 枠 連（6－8） 2，990円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 9，300円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 580円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 55，450円

票 数

単勝票数 計 540374 的中 � 68919（2番人気）
複勝票数 計1047874 的中 � 83628（3番人気）� 47756（5番人気）� 92872（2番人気）
枠連票数 計 178187 的中 （6－8） 4614（9番人気）
馬連票数 計 949453 的中 �� 15595（11番人気）
馬単票数 計 587381 的中 �� 4734（21番人気）
ワイド票数 計 705544 的中 �� 16809（11番人気）�� 32912（6番人気）�� 15141（12番人気）
3連複票数 計1470556 的中 ��� 14136（20番人気）
3連単票数 計3133872 的中 ��� 4097（124番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．3―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．1―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．0
3 7（8，10）（3，6）（4，9）（5，11）2，1 4 ・（7，8）（3，6，10）11（4，9，5，2）－1

勝馬の
紹 介

メイショウツツジ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．10．17 新潟2着

2018．4．2生 牝3黒鹿 母 メイショウアキシノ 母母 アンティックタイル 7戦2勝 賞金 16，600，000円

３レース目



（3小倉4）第6日 8月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

198，280，000円
6，040，000円
24，100，000円
1，300，000円
23，160，000円
68，607，500円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
480，389，800円
732，639，100円
157，684，200円
869，600，900円
416，206，200円
673，427，600円
1，371，296，600円
2，022，985，800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 6，724，230，200円

総入場人員 1，817名 （有料入場人員 1，591名）
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