
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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23001 8月13日 晴 良 （4小倉4） 第1日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00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

812 ニ ン ギ ル ス 牡5栗 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 450－ 43：09．0 2．7�
79 ハイオソラール 牡6鹿 60 北沢 伸也名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 520－ 23：09．42� 27．4�
22 シゲルキンセイ 牡5鹿 60

57 ▲小牧加矢太森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 488＋ 23：09．72 12．0�
11 ホウオウアクセル 牡6栗 60 西谷 誠小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 442－ 23：10．55 25．8�
67 � プ ロ ー ス 牡6栗 60 石神 深一髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B522＋ 8 〃 クビ 3．2�
56 � フィアレスハート �5黒鹿60 上野 翔 	社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 19．4

68 ウインガヴァナー 牡4黒鹿60 平沢 健治�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 504± 03：10．7	 15．8�
33 スズカブランコ 牡6栗 60 大庭 和弥永井 啓弍氏 堀内 岳志 様似 様似共栄牧場 474＋ 83：12．29 10．3�
710� オノーレペスカ 牝6青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B444－ 43：12．52 30．3
55 タマモサンシーロ 牡6鹿 60 中村 将之タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 524＋143：13．13� 6．0�
811 エムズジャガー 牡3黒鹿58 白浜 雄造柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 480＋ 23：19．1大差 167．8�
44 オ オ ゾ ラ 牡6鹿 60 田村 太雅平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 556＋103：19．52� 87．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，016，500円 複勝： 20，589，000円 枠連： 6，608，000円
馬連： 31，983，800円 馬単： 15，633，900円 ワイド： 27，851，300円
3連複： 57，309，200円 3連単： 64，375，100円 計： 241，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 440円 � 410円 枠 連（7－8） 1，490円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，040円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 47，380円

票 数

単勝票数 計 170165 的中 � 49151（1番人気）
複勝票数 計 205890 的中 � 51494（2番人気）� 9851（7番人気）� 10654（6番人気）
枠連票数 計 66080 的中 （7－8） 3427（6番人気）
馬連票数 計 319838 的中 �� 8695（11番人気）
馬単票数 計 156339 的中 �� 3131（13番人気）
ワイド票数 計 278513 的中 �� 7871（8番人気）�� 6983（12番人気）�� 1803（37番人気）
3連複票数 計 573092 的中 ��� 4109（39番人気）
3連単票数 計 643751 的中 ��� 985（166番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 51．7－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニ ン ギ ル ス �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 With Approval デビュー 2020．2．15 京都4着

2017．2．23生 牡5栗 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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 エクスパートラン号・ワンダーサーイター号

23002 8月13日 晴 良 （4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）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

811 ト ー ル キ ン 牡2鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 484－ 41：07．9 1．2�
68 ペイシャフラワー 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ北所 直人氏 高橋 康之 新ひだか 友田牧場 456＋ 21：08．32� 19．5�
79 スプレンディダ 牝2鹿 54 団野 大成吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 424＋ 21：08．51� 30．7�
33 ウィルオブラガー 牡2黒鹿54 西村 淳也奥村 訓彦氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 484－ 81：08．6� 18．0�
710 コスモアリス 牝2鹿 54

52 △松本 大輝 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 432＋ 61：08．8� 217．3�
11 プライスレス 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心 �カタオカファーム加用 正 新ひだか カタオカフアーム 446± 0 〃 クビ 47．9	
44 シ ュ ハ リ 牡2黒鹿 54

51 ▲角田 大河岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 石田牧場 404－ 41：08．9クビ 69．0

55 スカイピース 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 安惠氏 宮本 博 安平 追分ファーム 448－141：09．22 30．7�
67 メイショウカジキ 牡2栗 54

50 ★今村 聖奈松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 448± 0 〃 クビ 33．8�
56 エスオールージュ 牝2鹿 54 森 裕太朗岡本 昌市氏 藤沢 則雄 様似 猿倉牧場 444－ 41：09．3アタマ 321．3
22 プリティジェニー 牝2鹿 54 岩田 望来大和屋 暁氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 402－ 61：09．93� 6．5�
812 クールジャーマン 牡2青 54 川須 栄彦川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 464－ 41：10．11� 52．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，524，100円 複勝： 133，761，800円 枠連： 9，015，700円
馬連： 44，291，700円 馬単： 32，654，100円 ワイド： 49，122，400円
3連複： 70，167，000円 3連単： 128，387，900円 計： 507，924，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 210円 � 270円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 310円 �� 470円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 405241 的中 � 262781（1番人気）
複勝票数 計1337618 的中 � 1045781（1番人気）� 43807（3番人気）� 30357（5番人気）
枠連票数 計 90157 的中 （6－8） 16794（2番人気）
馬連票数 計 442917 的中 �� 50185（2番人気）
馬単票数 計 326541 的中 �� 33683（2番人気）
ワイド票数 計 491224 的中 �� 45543（2番人気）�� 27129（5番人気）�� 5635（20番人気）
3連複票数 計 701670 的中 ��� 18308（11番人気）
3連単票数 計1283879 的中 ��� 15664（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．7―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―32．9―44．4―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．0
3 11，3（10，12）（2，9）－1（4，8）（5，6，7） 4 11（3，10）（2，9）（1，12）（4，8）（5，6，7）

勝馬の
紹 介

ト ー ル キ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．7．16 小倉2着

2020．3．16生 牡2鹿 母 エルビッシュ 母母 シーズオールエルティッシュ 2戦1勝 賞金 8，000，000円

第４回 小倉競馬 第１日



23003 8月13日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

58 ピンクムーン 牝3栗 54
51 ▲角田 大河森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 430＋ 2 58．4 3．8�
46 テイエムフェロー 牡3鹿 56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 488± 0 59．25 2．2�
22 フィオリーカズマ �3鹿 56

54 △松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 7．3�
814 ココシルフィード 牝3栗 54 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 木下牧場 446＋ 4 59．4� 7．3�
69 サンライズタイタン 牡3栗 56 松山 弘平�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B518＋ 2 59．61� 5．5�
610 クラウンスター �3黒鹿56 中井 裕二田島 政光氏 飯田 雄三 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446＋ 2 59．71 139．3	
11 ウイングクレバー 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 杵臼斉藤牧場 502＋ 1 59．8クビ 314．4

711 アスターモノゴン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460＋ 4 〃 クビ 37．5�
34 メイショウコマヒメ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 408－ 21：00．01� 45．5�
813 ダブルブレンド 牝3栗 54 和田 竜二酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 408＋ 61：00．21� 68．1�
57 スリーズロワイヤル 牝3黒鹿54 高倉 稜飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 424＋ 21：01．37 453．1�
33 アオイタマヒメ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ鈴木 照雄氏 高橋 康之 新ひだか 前田ファーム 474 ― 〃 アタマ 113．7�
45 メイショウボヤージ 牝3黒鹿54 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 468± 01：01．4� 285．0�

（13頭）
712 ギンノカミカザリ 牝3芦 54 岩田 望来阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 464＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，989，100円 複勝： 56，886，800円 枠連： 9，065，500円
馬連： 48，230，100円 馬単： 23，047，600円 ワイド： 40，871，600円
3連複： 68，807，100円 3連単： 80，367，000円 計： 364，264，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 370円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 180円 �� 330円 �� 200円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 差引計 369891（返還計 12445） 的中 � 76705（2番人気）
複勝票数 差引計 568868（返還計 18660） 的中 � 70824（2番人気）� 265922（1番人気）� 60792（4番人気）
枠連票数 差引計 90655（返還計 1066） 的中 （4－5） 18573（1番人気）
馬連票数 差引計 482301（返還計 57797） 的中 �� 107404（1番人気）
馬単票数 差引計 230476（返還計 24491） 的中 �� 19532（3番人気）
ワイド票数 差引計 408716（返還計 50017） 的中 �� 64352（1番人気）�� 26047（5番人気）�� 54750（2番人気）
3連複票数 差引計 688071（返還計149511） 的中 ��� 91358（1番人気）
3連単票数 差引計 803670（返還計173709） 的中 ��� 21829（4番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．1―34．4―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．3
3 ・（8，14）2（10，11）13－1（9，6）－3（4，5）7 4 ・（8，14）2－（10，11）（13，6）1，9－4－（3，7）5
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ピンクムーン �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．4．16 阪神6着

2019．5．3生 牝3栗 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 ギンノカミカザリ号は，馬場入場時に転倒し，疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 1頭 スーサンシーヴァー号
（非抽選馬） 2頭 シックザイン号・ワンダートリガー号

23004 8月13日 晴 良 （4小倉4） 第1日 第4競走 ��2，860�障害3歳以上オープン
発走11時35分 （ 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

22 リバーシブルレーン 牡6青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 438± 03：06．3レコード 4．1�
55 マイサンシャイン 牡6栗 62

59 ▲小牧加矢太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 492± 03：07．15 3．1�
77 � セデックカズマ 牡6黒鹿60 平沢 健治合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 510＋ 23：08．16 5．8�
33 ニホンピロヘイロー 牝7鹿 58 中村 将之小林 英一氏 服部 利之 平取 稲原牧場 472± 03：08．42 13．4�
66 ネビーイーム 牡4黒鹿60 白浜 雄造前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 526＋ 23：09．46 7．2�
44 ビルジキール 牡6黒鹿60 難波 剛健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 B492± 03：10．35 27．9�
11 エクスパートラン 牡7青鹿60 高田 潤	キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 462± 03：15．6大差 67．0

88 ドリームソルジャー 牡8栗 60 植野 貴也 �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 486－ 2 （競走中止） 3．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 21，352，700円 複勝： 21，580，600円 枠連： 発売なし
馬連： 31，052，700円 馬単： 15，533，200円 ワイド： 22，861，900円
3連複： 43，823，100円 3連単： 79，690，900円 計： 235，895，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 213527 的中 � 40862（3番人気）
複勝票数 計 215806 的中 � 34172（3番人気）� 53104（1番人気）� 28476（5番人気）
馬連票数 計 310527 的中 �� 36922（2番人気）
馬単票数 計 155332 的中 �� 8920（4番人気）
ワイド票数 計 228619 的中 �� 29603（1番人気）�� 10337（8番人気）�� 20659（3番人気）
3連複票数 計 438231 的中 ��� 27820（5番人気）
3連単票数 計 796909 的中 ��� 9758（18番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 53．0－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

�
�
・（3，2，5）＝7－6－4＝1
2（3，5）＝7－6＝4＝1

勝馬の
紹 介

リバーシブルレーン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．8 中山1着

2016．2．16生 牡6青鹿 母 カウアイレーン 母母 シルバーレーン 障害：10戦2勝 賞金 28，790，000円
〔競走中止〕 ドリームソルジャー号は，5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※エクスパートラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23005 8月13日 晴 良 （4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

712 メイショウコギク 牝2黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 424 ―1：08．6 2．8�
69 ニシノコウダイ 牡2黒鹿54 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新冠 中山 高鹿康 468 ―1：09．66 9．6�
33 パーペチュアル 牡2鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 480 ― 〃 クビ 7．5�
46 イナウィンク 牡2鹿 54 C．ホー 岡田 牧雄氏 新谷 功一 浦河 �川フアーム 428 ― 〃 アタマ 20．5�

（香港）

610 バールデュヴァン 牡2鹿 54 西村 淳也 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 506 ―1：09．7クビ 4．2�
711 スリーディプテー 牡2鹿 54 藤岡 康太永井商事� 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 462 ―1：09．91� 18．2	
58 パガファンタス 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 488 ―1：10．0� 11．5

11 シュガープラム 牝2栗 54

50 ★永島まなみ大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 432 ―1：10．1� 51．0�
814 ミ ュ ラ ー 牡2栗 54

52 △松本 大輝サイプレスホール
ディングス合同会社 新谷 功一 新ひだか 中田 浩美 442 ―1：10．2クビ 71．2�

57 フレッチャネーラ 牡2青鹿54 高倉 稜野田 政義氏 荒川 義之 青森 ワールドファーム 466 ― 〃 アタマ 121．9
45 ホワイトキャンバス 牡2芦 54

50 ★今村 聖奈�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ
ファーム 474 ― 〃 ハナ 9．4�

22 ヨシノレジェンド 牝2栗 54 富田 暁清水 義德氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 380 ―1：10．3クビ 97．3�
813 ゼンノエヴェック 牡2鹿 54 田中 勝春大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 478 ―1：10．72� 106．0�
34 ニホンピロパークス 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 398 ―1：12．7大差 179．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，516，600円 複勝： 37，234，700円 枠連： 10，324，100円
馬連： 48，860，800円 馬単： 20，358，600円 ワイド： 41，604，600円
3連複： 69，862，100円 3連単： 69，019，100円 計： 338，780，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 230円 � 220円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 440円 �� 560円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 10，500円

票 数

単勝票数 計 415166 的中 � 121910（1番人気）
複勝票数 計 372347 的中 � 81953（1番人気）� 36113（4番人気）� 40646（3番人気）
枠連票数 計 103241 的中 （6－7） 21674（1番人気）
馬連票数 計 488608 的中 �� 33887（2番人気）
馬単票数 計 203586 的中 �� 7886（3番人気）
ワイド票数 計 416046 的中 �� 25127（2番人気）�� 18999（5番人気）�� 11740（10番人気）
3連複票数 計 698621 的中 ��� 20909（5番人気）
3連単票数 計 690191 的中 ��� 4765（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウコギク �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2020．2．13生 牝2黒鹿 母 メイショウミソラ 母母 エーシンアクセント 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 パーペチュアル号の騎手岩田望来は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため北村友一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロパークス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23006 8月13日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

36 ブランアルディ 牝3芦 54 西村 淳也野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 484± 01：46．1 2．3�
59 エルザストラウム 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム B448＋ 41：46．52� 3．3�
12 ポ ッ ト マ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 平山牧場 468＋ 4 〃 ハナ 91．9�
510 エイシンブラボー 牝3栗 54

51 ▲角田 大河�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 408± 01：46．92� 6．5�
714 クリニエールグラス 牝3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 440± 01：47．11 48．8	
713 グリーンシアター 牝3栗 54 国分 恭介平口 信行氏 加用 正 浦河 株式会社 森

本スティーブル 444＋ 81：47．2� 45．6

48 ラストファンタジー 牝3鹿 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 81：47．41� 8．9�
11 アジアンライナー 牝3栗 54 太宰 啓介�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 494＋ 41：47．61� 169．4�
611 ソプラヴェステ 牝3栗 54

52 △松本 大輝吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 460＋ 61：47．8� 183．5
815 セ ン ト レ ア 牝3栗 54 C．ホー 長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：48．43� 92．8�

（香港）

23 ワンダーベール 牝3鹿 54 松若 風馬山本 能成氏 吉村 圭司 浦河 グラストレーニ
ングセンター 414 ―1：48．5� 144．4�

612 ノンズブレス 牝3栗 54 団野 大成今村 明浩氏 石橋 守 浦河 大島牧場 454＋ 3 〃 クビ 20．6�
35 スマートグランデ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ大川 徹氏 石坂 公一 新ひだか 静内山田牧場 B490＋ 61：48．7� 9．4�
47 タマモエストレジャ 牝3青鹿54 富田 暁タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 484± 01：50．19 272．3�
816 ビュークレスト 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 21：50．31� 166．7�
24 サンサンタイヨウ 牝3黒鹿54 高倉 稜�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 B434－ 21：52．9大差 72．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，314，200円 複勝： 63，546，300円 枠連： 13，034，400円
馬連： 56，544，900円 馬単： 25，708，600円 ワイド： 55，582，500円
3連複： 98，038，800円 3連単： 108，480，000円 計： 458，249，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 800円 枠 連（3－5） 210円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，080円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 373142 的中 � 127097（1番人気）
複勝票数 計 635463 的中 � 198169（1番人気）� 139367（2番人気）� 10552（9番人気）
枠連票数 計 130344 的中 （3－5） 47838（1番人気）
馬連票数 計 565449 的中 �� 121666（1番人気）
馬単票数 計 257086 的中 �� 31172（1番人気）
ワイド票数 計 555825 的中 �� 89133（1番人気）�� 5864（20番人気）�� 5482（21番人気）
3連複票数 計 980388 的中 ��� 14403（15番人気）
3連単票数 計1084800 的中 ��� 4922（47番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．8―13．0―12．2―12．1―12．3―12．7―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．8―55．0―1：07．1―1：19．4―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランアルディ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．4．9 阪神5着

2019．2．16生 牝3芦 母 マリアンヌカフェ 母母 ラ ハ ン ヌ 5戦1勝 賞金 10，420，000円
〔騎手変更〕 スマートグランデ号の騎手岩田望来は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため永島まなみに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンサンタイヨウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13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〕 サンサンタイヨウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月13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 マテンロウサニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



23007 8月13日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

510 レディーシス 牝3鹿 54 西村 淳也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 412＋ 61：58．9 32．8�
23 ギルトレターズ 牡3黒鹿56 松若 風馬水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 478± 01：59．11� 38．4�
47 マノンルージュ 牡3鹿 56 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：59．31� 3．7�
612 ベガエクスプレス 牝3黒鹿54 中井 裕二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 424± 0 〃 ハナ 59．0�
59 タ ケ ト ン ボ 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 430± 0 〃 ハナ 3．3	
24 サウンドエトワール 牝3栗 54 国分 優作増田 雄一氏 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 446＋ 4 〃 アタマ 5．6

816 サトノソラーレ 牡3鹿 56 C．ホー �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 432－ 21：59．4� 12．9�

（香港）

713 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 幸 英明服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 428－ 22：00．03� 7．6�
818 ヤマニンリリアーナ 牝3青鹿54 高倉 稜土井 肇氏 田中 克典 浦河 廣田 光夫 490＋ 42：00．42� 190．1
36 ヒルノデプラーツ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 82：00．5� 113．9�
817 ショウナンパラボラ 牡3黒鹿56 団野 大成国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 高村牧場 426± 02：00．82 8．2�
35 ビートルジュース 牝3青 54 加藤 祥太阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 414－ 42：01．22� 34．6�
714 サンデーブライアン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希戸部 政彦氏 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 426－ 42：01．52 240．0�
12 アスクオーマイキー 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 488＋ 22：01．92 47．5�
48 エイシンルミエール 牝3芦 54

50 ★永島まなみ�栄進堂 高橋 康之 浦河 栄進牧場 484＋142：02．11� 66．9�
11 メイショウサキガケ 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 B444－ 42：02．73� 90．6�
715 マテンロウシリウス 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 様似 猿倉牧場 496－ 6 （競走中止） 103．7�

（17頭）
611 モンサンプリーモ 牝3青 54 松山 弘平山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 488＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，090，300円 複勝： 40，918，300円 枠連： 14，610，900円
馬連： 36，517，000円 馬単： 14，674，800円 ワイド： 38，169，500円
3連複： 50，846，100円 3連単： 51，210，800円 計： 275，037，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 710円 � 770円 � 170円 枠 連（2－5） 1，300円

馬 連 �� 43，470円 馬 単 �� 88，040円

ワ イ ド �� 11，810円 �� 1，690円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 39，590円 3 連 単 ��� 464，090円

票 数

単勝票数 差引計 280903（返還計 80530） 的中 � 6844（7番人気）
複勝票数 差引計 409183（返還計 83774） 的中 � 12563（7番人気）� 11530（9番人気）� 85023（1番人気）
枠連票数 差引計 146109（返還計 1084） 的中 （2－5） 8695（5番人気）
馬連票数 差引計 365170（返還計241372） 的中 �� 651（65番人気）
馬単票数 差引計 146748（返還計 92253） 的中 �� 125（133番人気）
ワイド票数 差引計 381695（返還計193598） 的中 �� 815（68番人気）�� 5932（17番人気）�� 4664（20番人気）
3連複票数 差引計 508461（返還計499791） 的中 ��� 963（95番人気）
3連単票数 差引計 512108（返還計499551） 的中 ��� 80（905番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―12．6―12．3―11．8―11．9―11．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．8―34．0―46．6―58．9―1：10．7―1：22．6―1：34．5―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．3
1
3
1＝2（3，8）（10，9）（13，15）（4，7，14）（18，16）（5，6）17－12・（1，2，9）（3，10，13，17）（18，4，7）6，8（12，5，14）16－15

2
4
1－2（3，9）（10，8）（13，15）（4，7，14）（18，16）5，6，17－12
9，10（2，3，17）（4，7）（1，13）（18，12）（16，6）5（8，14）＝15

勝馬の
紹 介

レディーシス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．1．30 中京5着

2019．5．12生 牝3鹿 母 セレブデート 母母 レインデート 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔競走除外〕 モンサンプリーモ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 マテンロウシリウス号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 ヤマニンリリアーナ号・メイショウサキガケ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月13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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノセキトバ号・トモエセンニンギリ号・フォルツァモンド号
（非抽選馬） 1頭 キタサンエポナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23008 8月13日 晴 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

59 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 494＋ 41：45．2 19．4�
12 シゲルカセイ 牡5栗 57 富田 暁森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋141：46．15 137．1�
611 ウインアウォード 牡3栗 54 松山 弘平�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 508－ 61：46．31� 10．0�
23 エピックジョイ 牝3栗 52 北村 友一�ノースヒルズ 武 幸四郎 新ひだか 土居牧場 490＋201：46．51� 22．6�
35 ソウルユニバンス �5黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 61：46．71� 29．3�
815 フォーランマリア 牝3鹿 52 西村 淳也 	社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 412＋121：47．01	 35．5

816 インテンスフレイム 牡4黒鹿57 C．ホー ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520＋ 61：47．21 5．6�
（香港）

11 パ ナ プ リ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 442－101：47．41� 228．6�
36 マルヨミニスター 牝3鹿 52 幸 英明野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 490－ 81：47．5� 5．3
24 
 スエトニウス 牡3栗 54

50 ★永島まなみ 	社台レースホース藤原 英昭 米 Shadai Cor-
poration 464± 01：48．13� 9．7�

47 シュガーコルト �3鹿 54
51 ▲角田 大河飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B480－ 41：48．2	 72．8�

612 クリノヴジュアル 牡5栗 57
54 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 504＋101：48．3� 202．2�
510 チェンジザワールド 牡3栗 54 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：48．72� 4．8�
48 メイショウカゲカツ 牡3芦 54 和田 竜二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 496± 01：49．87 4．0�
713� パ フ ド ラ ム 牡4鹿 57

55 △松本 大輝吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 508－ 41：52．1大差 300．6�
714 タイキスパルタン 牡3芦 54 団野 大成	大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506－ 21：53．710 23．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，700，400円 複勝： 58，465，400円 枠連： 14，397，300円
馬連： 76，143，000円 馬単： 24，976，200円 ワイド： 66，082，400円
3連複： 124，404，600円 3連単： 113，344，900円 計： 518，514，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 540円 � 2，650円 � 410円 枠 連（1－5） 20，060円

馬 連 �� 118，250円 馬 単 �� 205，840円

ワ イ ド �� 22，350円 �� 2，140円 �� 17，870円

3 連 複 ��� 227，010円 3 連 単 ��� 1，956，540円

票 数

単勝票数 計 407004 的中 � 16748（7番人気）
複勝票数 計 584654 的中 � 29347（7番人気）� 5285（13番人気）� 40188（6番人気）
枠連票数 計 143973 的中 （1－5） 556（31番人気）
馬連票数 計 761430 的中 �� 499（89番人気）
馬単票数 計 249762 的中 �� 91（175番人気）
ワイド票数 計 660824 的中 �� 755（83番人気）�� 8117（28番人気）�� 945（75番人気）
3連複票数 計1244046 的中 ��� 411（264番人気）
3連単票数 計1133449 的中 ��� 42（1832番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．5―42．1―54．2―1：06．7―1：19．4―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロハーバー �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2020．10．25 京都15着

2018．1．22生 牡4黒鹿 母 ニホンピロタルト 母母 ニホンピロガレット 12戦2勝 賞金 19，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 インテンスフレイム号の騎手岩田望来は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のためC．ホーに変更。
〔発走状況〕 エピックジョイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パフドラム号・タイキスパルタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

13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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンフォーナイン号
（非抽選馬） 3頭 タイセイエピソード号・ピエトラサンタ号・フロイング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



23009 8月13日 晴 良 （4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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

89 ミカッテヨンデイイ 牝2黒鹿54 今村 聖奈ニューマレコード� 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 410－ 21：07．7 9．0�
55 タガノタント 牡2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 21：08．12	 1．4�
44 ア ル ル カ ン 牡2鹿 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 470－ 61：08．2	 44．4�
66 ウ メ ム ス ビ 牡2黒鹿54 角田 大河細川 陽介氏 新谷 功一 日高 奥山牧場 440＋ 21：08．3
 3．8�
22 ゴーツウキリシマ 牝2鹿 54 幸 英明西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 456＋ 81：09．15 94．3�
11 レヴィアタン 牡2鹿 54 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 浦河 荻伏三好フ

アーム 470± 0 〃 ハナ 67．5	
88 エミサキホコル 牡2黒鹿54 藤岡 康太亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 468＋ 21：09．52	 17．5

33 � イチノコマチ 牝2黒鹿54 石川 慎将上村 裕希氏 平山 宏秀 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 426＋ 51：09．92	 32．3�
（佐賀） （佐賀）

77 � モーモーレッド 牝2鹿 54 松本 大輝小橋 亮太氏 池田 忠好 浦河 小葉松 幸雄 488－ 31：12．2大差 221．3�
（佐賀）

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，144，300円 複勝： 103，036，200円 枠連： 8，034，400円
馬連： 53，034，300円 馬単： 34，239，200円 ワイド： 39，163，300円
3連複： 79，740，400円 3連単： 200，407，500円 計： 571，799，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 180円 � 110円 � 400円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，480円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 18，990円

票 数

単勝票数 計 541443 的中 � 50406（3番人気）
複勝票数 計1030362 的中 � 47169（3番人気）� 784322（1番人気）� 15037（5番人気）
枠連票数 計 80344 的中 （5－8） 18425（2番人気）
馬連票数 計 530343 的中 �� 74579（2番人気）
馬単票数 計 342392 的中 �� 15787（5番人気）
ワイド票数 計 391633 的中 �� 45428（2番人気）�� 5999（14番人気）�� 12517（8番人気）
3連複票数 計 797404 的中 ��� 17458（9番人気）
3連単票数 計2004075 的中 ��� 7649（46番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．8―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―33．8―45．0―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．9
3 ・（6，5）9（1，8）4，2，7，3 4 ・（6，5）9，1，4，8－2（3，7）

勝馬の
紹 介

ミカッテヨンデイイ 
�
父 イスラボニータ 

�
母父 ステイゴールド デビュー 2022．7．3 小倉3着

2020．5．14生 牝2黒鹿 母 ボルティモア 母母 カ チ バ 3戦1勝 賞金 19，310，000円
〔騎手変更〕 アルルカン号の騎手岩田望来は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーモーレッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23010 8月13日 晴 良 （4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
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ウィンドリッパー 牡4鹿 57 C．ホー �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480－ 21：58．5 4．2�
（香港）

11 ホウオウジョルノ 牡4芦 57 北村 友一小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 2 〃 クビ 4．1�
55 シーニックウェイ 牝4鹿 55 藤岡 康太ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋101：58．6クビ 2．2�
33 メイショウカクウン 牡7青鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル B458± 01：58．81 14．3�
66 ダディーズトリップ 牡6青 57 幸 英明田島 大史氏 千田 輝彦 新冠 オリエント牧場 450－ 41：59．43� 6．1�
77 エールブラーヴ 牡5黒鹿57 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 478＋ 81：59．72 12．1	
22 オンワードセルフ 牡6鹿 57 松本 大輝樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B482－ 61：59．9	 183．6


（7頭）

売 得 金
単勝： 42，081，300円 複勝： 25，673，900円 枠連： 発売なし
馬連： 61，503，700円 馬単： 32，630，500円 ワイド： 39，503，300円
3連複： 76，004，100円 3連単： 193，583，600円 計： 470，980，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 270円 �� 190円 �� 180円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 420813 的中 � 78862（3番人気）
複勝票数 計 256739 的中 � 43808（3番人気）� 60347（2番人気）
馬連票数 計 615037 的中 �� 55922（4番人気）
馬単票数 計 326305 的中 �� 16223（6番人気）
ワイド票数 計 395033 的中 �� 33129（4番人気）�� 53550（3番人気）�� 61193（1番人気）
3連複票数 計 760041 的中 ��� 136271（1番人気）
3連単票数 計1935836 的中 ��� 43861（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．4―48．1―1：00．1―1：11．7―1：23．6―1：35．0―1：46．5

コーナー
通過順位

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

2
4
1，7（3，5）4（2，6）・（1，7，5）（3，4）6，2

勝馬の
紹 介

ウィンドリッパー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．8．23 新潟5着

2018．1．31生 牡4鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 15戦3勝 賞金 44，212，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



23011 8月13日 晴 良 （4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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

78 デュードヴァン 牡5鹿 56 北村 友一 �スリーエイチレーシング 池添 学 日高 下河辺牧場 462－101：44．9 7．3�
79 アッシェンプッテル 牝6鹿 54 幸 英明 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム B510＋ 21：45．11 29．5�
66 	 アンセッドヴァウ 
5栗 56 団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 464－ 41：45．52� 14．0�
11 ミステリオーソ 牡5黒鹿56 藤岡 康太 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 478－ 8 〃 クビ 5．2�
44 サンライズラポール 牡5栗 56 西村 淳也松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B518± 01：45．6クビ 3．2	
810 キ ョ ウ ヘ イ 牡8鹿 56 国分 優作瀬谷 
雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 446± 01：45．7� 73．8�
811 エマージングロール 牡4鹿 56 松山 弘平吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 41：46．01� 2．9�
67 スナークスター 
6鹿 56 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 464＋ 41：46．1� 247．5
55 エ イ コ ー ン 牡7鹿 56 高倉 稜ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 460－ 41：46．52 47．9�
33 ダノンテイオー 牡6黒鹿56 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 478＋ 41：46．82 82．4�
22 ダノングリスター 
6鹿 56 今村 聖奈�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B490－ 61：47．43� 8．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 96，357，700円 複勝： 94，723，000円 枠連： 28，639，700円
馬連： 209，241，300円 馬単： 79，478，000円 ワイド： 135，679，300円
3連複： 324，654，600円 3連単： 435，883，100円 計： 1，404，656，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 600円 � 350円 枠 連（7－7） 6，250円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 10，880円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，080円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 16，880円 3 連 単 ��� 92，100円

票 数

単勝票数 計 963577 的中 � 104419（4番人気）
複勝票数 計 947230 的中 � 131758（4番人気）� 36194（7番人気）� 68217（5番人気）
枠連票数 計 286397 的中 （7－7） 3547（16番人気）
馬連票数 計2092413 的中 �� 25727（18番人気）
馬単票数 計 794780 的中 �� 5478（36番人気）
ワイド票数 計1356793 的中 �� 18566（18番人気）�� 33125（14番人気）�� 13155（24番人気）
3連複票数 計3246546 的中 ��� 14421（43番人気）
3連単票数 計4358831 的中 ��� 3431（236番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．9―44．2―56．5―1：08．3―1：20．3―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デュードヴァン �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Tapit デビュー 2019．10．26 東京1着

2017．1．29生 牡5鹿 母 ジェラスキャット 母母 Zealous Cat 17戦4勝 賞金 103，868，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 デュードヴァン号の騎手岩田望来は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため北村友一に変更。

23012 8月13日 晴 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

22 マテンロウエール 牡4鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 61：46．3 3．7�
814 ジューンレインボー 牝3青鹿52 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 426＋ 81：46．51� 4．2�
34 インザオベーション 牝3黒鹿52 藤岡 康太フィールドレーシング 武 幸四郎 洞	湖 レイクヴィラファーム 460＋16 〃 クビ 4．0�
47 パーサヴィアランス 牡3鹿 54 団野 大成馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B444± 0 〃 クビ 37．6�
815 テーオーソロス 牡4青鹿 57

53 ★今村 聖奈小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 462± 01：47．03 9．3�
712 クーファイザナミ 牝5鹿 55 田中 勝春大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 418± 01：47．1
 39．4�
58 ミッキーフローガ 牡3青鹿54 松山 弘平野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：47．2クビ 8．8	
610 アールチャレンジ 牡3栗 54 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 480± 0 〃 クビ 13．7

59 フ ァ ン ジ オ 牡3鹿 54 城戸 義政�ターフ・スポート藤岡 健一 浦河 谷川牧場 512＋ 41：47．51� 13．5�
46 � ア ク イ ー ル 牝4栗 55 幸 英明ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 472＋ 41：47．71 239．6�
713 ア ザ ル 牝4栗 55

52 ▲角田 大河ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B438＋ 4 〃 クビ 125．4�
611 テイクザワールド 牡3鹿 54 北村 友一大塚 亮一氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 442－ 4 〃 ハナ 89．4�
11 ゴルトファルベン 牡5鹿 57

55 △松本 大輝 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492－ 61：47．8クビ 30．6�
23 スプリッツァー 牡5栗 57

53 ★永島まなみ古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 476＋ 81：48．43
 38．8�
35  シュアーウィナー 牡4鹿 57 岡田 祥嗣久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 468± 01：50．010 295．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，127，000円 複勝： 80，060，400円 枠連： 24，993，600円
馬連： 125，429，400円 馬単： 46，906，100円 ワイド： 100，691，000円
3連複： 196，350，200円 3連単： 226，048，700円 計： 864，606，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 320円 �� 370円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 641270 的中 � 137438（1番人気）
複勝票数 計 800604 的中 � 171082（1番人気）� 145723（2番人気）� 130841（3番人気）
枠連票数 計 249936 的中 （2－8） 37997（1番人気）
馬連票数 計1254294 的中 �� 127073（1番人気）
馬単票数 計 469061 的中 �� 23652（1番人気）
ワイド票数 計1006910 的中 �� 81531（1番人気）�� 67812（2番人気）�� 67504（3番人気）
3連複票数 計1963502 的中 ��� 128567（1番人気）
3連単票数 計2260487 的中 ��� 30687（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．6―12．1―11．8―11．7―11．3―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．7―48．8―1：00．6―1：12．3―1：23．6―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F34．0
1
3
14（7，9）（4，8）（11，13）（5，12）（2，15）（1，10）－（3，6）・（14，9）7，8，4（11，13）2，12（5，1，15）（10，3）6

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

勝馬の
紹 介

マテンロウエール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．11．15 阪神2着

2018．2．10生 牡4鹿 母 ディアチャンス 母母 マルカムーンライト 10戦2勝 賞金 25，000，000円
〔発走状況〕 ファンジオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マテンロウエール号の騎手横山典弘は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・5番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ファンジオ号は，令和4年8月14日から令和4年9月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。



（4小倉4）第1日 8月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

223，990，000円
5，330，000円
24，870，000円
860，000円

26，130，000円
67，518，000円
5，305，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
520，214，200円
736，476，400円
138，723，600円
822，832，700円
365，840，800円
657，183，100円
1，260，007，300円
1，750，798，600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 6，252，076，700円

総入場人員 5，824名 （有料入場人員 5，448名）
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