
23013 8月14日 晴 良 （4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）

九州産馬；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

810 オバケノキンタ 牡2鹿 54 松山 弘平内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 438± 01：08．8 1．8�
55 セロンテソーロ 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 418－ 41：09．32� 62．2�

66 エイヨーチャクラ 牝2青鹿 54
53 ☆亀田 温心柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 438＋ 81：09．4� 100．7�

44 ベルボールドナイン 牡2鹿 54
50 ★今村 聖奈宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 460± 0 〃 クビ 4．6�

33 カシノスターリング 牡2栗 54
51 ▲角田 大河柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 462＋ 21：09．6� 29．6�

78 コウユーオモイノセ 牡2芦 54 団野 大成加治屋貞光氏 斉藤 崇史 宮崎 田上 勝雄 472＋ 4 〃 クビ 5．8	
11 テイエムハヤカケン 牡2黒鹿54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 496＋ 21：10．45 42．9

22 キリシマラッキー 牡2栗 54 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 438－ 61：10．5� 67．1�
89 カシノサヴィ 牝2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 福田 米造 420－101：11．14 5．9�
77 テイエムイッキュウ �2鹿 54

51 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 414± 01：12．48 188．5
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売 得 金
単勝： 33，538，100円 複勝： 67，207，500円 枠連： 7，488，400円
馬連： 48，251，700円 馬単： 26，916，900円 ワイド： 42，252，400円
3連複： 76，098，200円 3連単： 129，860，000円 計： 431，613，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 720円 � 1，150円 枠 連（5－8） 2，410円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，990円 �� 23，140円

3 連 複 ��� 55，950円 3 連 単 ��� 182，810円

票 数

単勝票数 計 335381 的中 � 149663（1番人気）
複勝票数 計 672075 的中 � 413427（1番人気）� 10055（7番人気）� 6007（9番人気）
枠連票数 計 74884 的中 （5－8） 2406（7番人気）
馬連票数 計 482517 的中 �� 8048（9番人気）
馬単票数 計 269169 的中 �� 3878（15番人気）
ワイド票数 計 422524 的中 �� 8550（10番人気）�� 5494（17番人気）�� 457（43番人気）
3連複票数 計 760982 的中 ��� 1020（62番人気）
3連単票数 計1298600 的中 ��� 515（233番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オバケノキンタ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．7．2 小倉4着

2020．3．2生 牡2鹿 母 テラノイロハ 母母 ティエッチグリーン 3戦1勝 賞金 8，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 セロンテソーロ号の騎手永島まなみは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムイッキュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月14日まで平地

競走に出走できない。

23014 8月14日 晴 良 （4小倉4） 第2日 第2競走 1，800�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
1：46．9
1：44．5

良
良

77 ロードラディウス 牡2栗 54 西村 淳也 �ロードホースクラブ 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 41：48．6 14．8�
44 ピヌスアモリス 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 478－ 21：49．02� 1．8�
33 ショウナンアキドン 牡2鹿 54 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 天羽牧場 462＋ 21：49．31� 4．0�
55 デルマソトガケ 牡2栗 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490－ 41：49．62 5．1�
66 ネ ー ブ ル 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 448－ 41：50．02 10．2	
11 アマートカヴァロ 牡2黒鹿54 太宰 啓介猪又 晶介氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 468＋ 21：50．11 160．8

22 コクセンプウ 牡2鹿 54 幸 英明中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 今 牧場 472＋ 41：50．2� 39．4�
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売 得 金
単勝： 45，248，500円 複勝： 32，917，100円 枠連： 発売なし
馬連： 52，718，500円 馬単： 31，027，600円 ワイド： 35，634，600円
3連複： 57，274，800円 3連単： 159，027，000円 計： 413，848，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 350円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 350円 �� 140円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計 452485 的中 � 25804（5番人気）
複勝票数 計 329171 的中 � 20031（5番人気）� 168972（1番人気）
馬連票数 計 527185 的中 �� 44112（3番人気）
馬単票数 計 310276 的中 �� 7486（12番人気）
ワイド票数 計 356346 的中 �� 26142（4番人気）�� 20488（7番人気）�� 86106（1番人気）
3連複票数 計 572748 的中 ��� 81175（2番人気）
3連単票数 計1590270 的中 ��� 14624（28番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．2―12．7―12．0―11．2―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．0―50．7―1：02．7―1：13．9―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

2
4
・（2，7）3（5，4）6，1・（2，7）4，3，5，6，1

勝馬の
紹 介

ロードラディウス �

父 ド レ フ ォ ン �


母父 Frankel デビュー 2022．7．10 小倉4着

2020．2．22生 牡2栗 母 ポ プ ラ 母母 ハーフムーンⅡ 2戦1勝 賞金 6，300，000円

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２日



23015 8月14日 晴 良 （4小倉4） 第2日 第3競走 1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

816 アークデトリオンフ 牡3鹿 56
52 ★永島まなみ藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 488＋ 41：46．3 15．2�

12 ドンシャーク 牡3鹿 56
54 △松本 大輝山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 B492＋ 21：46．4� 8．3�

24 テイエムシップ 牡3黒鹿56 福永 祐一竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 514－ 61：46．72 8．4�
11 ヒノデテイオー 牡3栗 56 横山 典弘松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 442＋ 41：47．23 5．5�
48 ウインヴェルデ 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム B478－ 41：47．3クビ 4．4�
611 シ ョ ウ グ ン 牡3黒鹿56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤スタッド 458＋ 61：47．51� 7．8	
23 ヒロシゲアトム 牡3鹿 56 富田 暁
ウエストヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 岡田牧場 480± 0 〃 クビ 10．4�
510 フ ォ ー ブ ス 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈飯田 正剛氏 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 424－101：47．6� 3．7�
35 メイショウシヅキ 牡3鹿 56 中井 裕二松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 464＋ 81：47．91� 116．6
612 ガールズパワー 牝3青鹿54 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 448－ 41：48．11� 345．4�
36 ライブリスマイル 牡3鹿 56 藤懸 貴志加藤 哲郎氏 森田 直行 宮城 早坂牧場 462＋ 61：48．2� 330．9�
713 ウォーターパンドラ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河山岡 正人氏 石橋 守 新ひだか 佐竹 学 448＋ 21：48．83� 126．4�
59 メイショウアカツキ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 まるとみ冨岡牧場 428－ 2 〃 ハナ 231．4�
815 キタサンガイセン 牡3黒鹿56 C．ホー 
大野商事 清水 久詞 日高 広中 稔 504± 01：49．11� 182．9�

（香港）

714 サンマルハート 牝3鹿 54 幸 英明相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 418－ 21：50．16 97．9�
47 アメノタヂカラオ 牡3青鹿56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本牧場 524－161：50．84 188．6�
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売 得 金
単勝： 36，363，700円 複勝： 50，053，100円 枠連： 11，162，200円
馬連： 56，182，100円 馬単： 22，897，100円 ワイド： 54，939，700円
3連複： 97，252，600円 3連単： 90，955，000円 計： 419，805，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 430円 � 280円 � 270円 枠 連（1－8） 2，240円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 10，490円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，840円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 15，940円 3 連 単 ��� 112，720円

票 数

単勝票数 計 363637 的中 � 19061（8番人気）
複勝票数 計 500531 的中 � 27977（8番人気）� 48462（6番人気）� 50583（5番人気）
枠連票数 計 111622 的中 （1－8） 3856（11番人気）
馬連票数 計 561821 的中 �� 9628（25番人気）
馬単票数 計 228971 的中 �� 1636（51番人気）
ワイド票数 計 549397 的中 �� 10449（24番人気）�� 7610（28番人気）�� 11641（23番人気）
3連複票数 計 972526 的中 ��� 4575（56番人気）
3連単票数 計 909550 的中 ��� 585（343番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．6―56．2―1：08．2―1：20．4―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アークデトリオンフ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．12．19 阪神5着

2019．3．25生 牡3鹿 母 ディアルーモ 母母 アインアイン 8戦1勝 賞金 8，240，000円
〔制裁〕 ヒロシゲアトム号の騎手富田暁は，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：11番）

メイショウシヅキ号の騎手中井裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔3走成績による出走制限〕 ガールズパワー号・ウォーターパンドラ号・キタサンガイセン号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年10月14日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハギノロックオン号・ベイパーコーン号
※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。

23016 8月14日 晴 良 （4小倉4） 第2日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11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
1：05．8
1：05．8

良
良

715 メイショウソラフネ 牡3黒鹿 56
53 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 446＋ 61：07．4 2．3�

510 ハルカナネガイ 牝3黒鹿54 松山 弘平上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 408＋101：07．71� 13．0�
611� シュガーフロート 牝3芦 54

50 ★今村 聖奈�ヒダカファーム高柳 大輔 米 Hidaka Farm 412＋141：07．8� 5．1�
23 ミ キ ネ ス 牝3青鹿54 松若 風馬�三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 460－ 2 〃 クビ 44．6�
11 トウカイエクラン 牝3栗 54 北村 友一内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 B446－ 21：07．9� 71．4�
817 ロッホローモンド 牡3鹿 56 幸 英明合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 446－ 21：08．21� 27．9	
12 ジーツーガッキー 牝3鹿 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 500＋ 4 〃 アタマ 4．1

48 エストレアブランカ 牝3鹿 54 川須 栄彦ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484－221：08．3クビ 12．2�
24 シルバーペコ 牝3黒鹿54 荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 466＋ 41：08．62 30．8
35 タマモサウルス 牡3芦 56

54 △松本 大輝タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 442＋ 41：08．92 225．0�
714 キャストロゲイル 牡3黒鹿56 団野 大成手嶋 美季氏 牧浦 充徳 新ひだか 田湯牧場 482＋ 21：09．0アタマ 124．3�
47 ソングフォーユー 牝3鹿 54 西村 淳也三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 B438－ 4 〃 クビ 12．1�
59 アップルマフィン 牝3黒鹿54 城戸 義政加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 424＋101：09．21 299．7�
816 ベ ニ テ マ リ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 434＋101：09．73 148．8�
36 クリノゴーゴー 牝3栗 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 谷 潔 熊本

ジャパンレーシン
グホースケア 村
山 央樹 388＋241：10．02 447．5�

612� キュルキュマ 牝3栗 54 富田 暁原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko
Racing Co. Ltd 436± 01：10．63� 73．9�

713 カシノコマンド 牝3芦 54
51 ▲川端 海翼柏木 務氏 藤沢 則雄 宮崎 田上 雄二 424－ 61：10．91� 391．8�

818 プリティプリティー 牝3栗 54
53 ☆亀田 温心 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 462＋121：11．0クビ 327．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，598，600円 複勝： 60，699，300円 枠連： 12，049，400円
馬連： 62，900，200円 馬単： 27，682，100円 ワイド： 65，345，200円
3連複： 109，571，100円 3連単： 118，861，900円 計： 502，707，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 230円 � 170円 枠 連（5－7） 1，590円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 470円 �� 310円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 11，830円

票 数

単勝票数 計 455986 的中 � 155428（1番人気）
複勝票数 計 606993 的中 � 191353（1番人気）� 50050（4番人気）� 77873（3番人気）
枠連票数 計 120494 的中 （5－7） 5851（7番人気）
馬連票数 計 629002 的中 �� 32988（5番人気）
馬単票数 計 276821 的中 �� 9117（7番人気）
ワイド票数 計 653452 的中 �� 35338（3番人気）�� 58111（2番人気）�� 18086（10番人気）
3連複票数 計1095711 的中 ��� 33203（6番人気）
3連単票数 計1188619 的中 ��� 7284（27番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．6―11．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．6―43．7―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．8
3 7，13（1，2，15）（11，14，17）3，16，4（9，10）5，8－6＝（12，18） 4 7－（1，15）（3，13，2，17）14，11（4，10，16）（5，9）8－6＝（12，18）

勝馬の
紹 介

メイショウソラフネ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．1．23 中京5着

2019．5．27生 牡3黒鹿 母 メイショウデイム 母母 メイショウカガヤキ 6戦1勝 賞金 13，400，000円
〔発走状況〕 プリティプリティー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ソングフォーユー号の騎手西村淳也は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）

カシノコマンド号の騎手川端海翼は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・14番・11番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キュルキュマ号・プリティプリティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

14日まで平地競走に出走できない。
カシノコマンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月14日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンマルヴァレー号・マーブルファクター号



23017 8月14日 晴 良 （4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

44 バルサムノート 牡2黒鹿54 C．ホー 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488 ―1：49．6 3．2�
（香港）

812 ヴェルテンベルク 牡2鹿 54 西村 淳也吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482 ―1：49．7� 6．6�
68 コウエイダイヤ 牝2鹿 54 藤岡 康太伊東 政清氏 新谷 功一 浦河 大島牧場 498 ―1：50．01� 5．9�
33 ゴッドブルービー 牡2黒鹿 54

51 ▲角田 大河中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 芳住 鉄兵 452 ― 〃 クビ 41．4�
813 ライジングラパス 牝2黒鹿54 国分 恭介�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 430 ―1：50．1� 24．3�
22 タイガースパーク 牡2青鹿54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 436 ―1：50．63 59．0	
57 メイショウイッシン 牡2青鹿 54

50 ★今村 聖奈松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 426 ―1：50．7� 6．4

711 ドナビスケット 牝2栗 54 団野 大成山田 貢一氏 牧浦 充徳 むかわ 市川牧場 422 ―1：51．12� 52．2�
710 ク ロ ス ジ ー 牡2鹿 54 富田 暁�コスモ・コスモ 長谷川浩大 洞�湖 レイクヴィラファーム 522 ― 〃 ハナ 10．0
11 スパーキングブルー 牡2鹿 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 504 ―1：51．42 14．8�
45 ミルキーシャワー 牝2芦 54 川須 栄彦吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 418 ―1：51．61� 175．6�
56 レ ミ ー ジ ュ 牝2青 54 横山 典弘�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ―1：51．7� 7．7�
69 メイショウライジン 牡2鹿 54 荻野 極松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482 ―1：56．6大差 82．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，950，900円 複勝： 41，393，700円 枠連： 9，096，400円
馬連： 50，527，100円 馬単： 21，518，400円 ワイド： 43，377，400円
3連複： 74，149，700円 3連単： 80，175，300円 計： 362，188，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 180円 � 150円 枠 連（4－8） 980円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 450円 �� 330円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 419509 的中 � 105114（1番人気）
複勝票数 計 413937 的中 � 90872（1番人気）� 49912（3番人気）� 69380（2番人気）
枠連票数 計 90964 的中 （4－8） 7158（4番人気）
馬連票数 計 505271 的中 �� 34538（2番人気）
馬単票数 計 215184 的中 �� 8189（3番人気）
ワイド票数 計 433774 的中 �� 24624（2番人気）�� 35725（1番人気）�� 17954（6番人気）
3連複票数 計 741497 的中 ��� 31515（1番人気）
3連単票数 計 801753 的中 ��� 6924（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．3―50．3―1：02．8―1：15．3―1：27．0―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

バルサムノート �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．2．5生 牡2黒鹿 母 エピセアローム 母母 ラ タ フ ィ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 バルサムノート号の騎手C．ホーは，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・9番・10番）
〔その他〕 メイショウライジン号は，2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。
※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。

23018 8月14日 晴 良 （4小倉4） 第2日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時55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
1：40．9
1：40．9

重
重

24 ミーナティエルナ 牝3栗 54
50 ★永島まなみ �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 430＋ 21：46．1 28．4�

11 ブラックサウザー 牡3青 56
52 ★今村 聖奈今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 428－ 21：46．63 3．1�
47 グローレジェンド 牡3鹿 56 C．ホー �リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 520－ 21：46．92 14．4�

（香港）

815 ミステリーボックス �3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B492± 01：47．64 2．4�
12 ドクトゥルネモト 牡3鹿 56 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 528－ 4 〃 ハナ 69．4	
611 ゴールデンベッセル 牡3栗 56 団野 大成岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 金舛 幸夫 524＋ 21：47．92 7．2

612 テイエムアルプス 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 B460－ 21：48．0� 93．7�
713 モズニキタイ 牡3鹿 56 高倉 稜 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 多田 善弘 496－181：48．1� 24．5�
816 マイネルシュラーク 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 484＋ 11：48．2� 7．7
48 ポジティブガール 牝3栗 54 中井 裕二平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 B456＋ 81：48．83� 22．3�
59 ブレイヴルーラー 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心 �京都ホースレーシング 藤沢 則雄 新ひだか タツヤファーム 504－141：49．11� 202．3�
23 メイショウヒメサマ 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 488＋101：49．84 141．6�
36 テイエムサンボーイ 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新冠 大栄牧場 544＋10 〃 ハナ 74．5�
510 サトノラッシュ 牡3鹿 56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 500－141：50．22� 58．4�
35 セルリアンコウコウ 牡3鹿 56 太宰 啓介�イクタ 谷 潔 新冠 ムラカミファーム 478± 01：50．73 303．2�

（15頭）
714 フィニッシュアップ 牡3鹿 56 横山 典弘前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，889，700円 複勝： 39，387，400円 枠連： 12，150，900円
馬連： 49，732，000円 馬単： 21，836，600円 ワイド： 49，415，400円
3連複： 75，541，900円 3連単： 81，627，300円 計： 363，581，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 660円 � 160円 � 260円 枠 連（1－2） 3，780円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 11，150円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 3，970円 �� 920円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 106，240円

票 数

単勝票数 差引計 338897（返還計 35694） 的中 � 9540（8番人気）
複勝票数 差引計 393874（返還計 22960） 的中 � 11879（8番人気）� 83156（2番人気）� 37110（4番人気）
枠連票数 差引計 121509（返還計 687） 的中 （1－2） 2489（14番人気）
馬連票数 差引計 497320（返還計 84276） 的中 �� 10606（13番人気）
馬単票数 差引計 218366（返還計 38147） 的中 �� 1468（31番人気）
ワイド票数 差引計 494154（返還計 77896） 的中 �� 11332（12番人気）�� 3087（33番人気）�� 14271（8番人気）
3連複票数 差引計 755419（返還計228762） 的中 ��� 6283（30番人気）
3連単票数 差引計 816273（返還計250845） 的中 ��� 557（263番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―11．7―13．1―12．5―12．3―12．4―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．7―42．8―55．3―1：07．6―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4F50．8―3F38．5
1
3
・（4，10）（16，13）（3，9，11，15）－8（6，7）12－（2，5）－1
4（10，16）13，11，15（3，7）（12，1）（8，6）（2，5）9

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

勝馬の
紹 介

ミーナティエルナ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Zensational デビュー 2021．8．1 新潟9着

2019．4．13生 牝3栗 母 プレインズウーマン 母母 Plaintiff 10戦1勝 賞金 7，010，000円
〔競走除外〕 フィニッシュアップ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 オータムソング号・パイロアクティヴ号・ハルキファイト号
（非抽選馬） 1頭 ザヴォーグ号
※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。



23019 8月14日 晴 良 （4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）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：56．8
1：56．1

良
良

811 エグランタイン 牝3黒鹿52 福永 祐一�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450＋ 21：59．6 2．4�

56 � プリティユニバンス 牝5黒鹿55 藤懸 貴志亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454＋ 22：00．13 184．4�
67 ラスマドレス 牝3黒鹿52 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 アタマ 4．1�
11 スタティスティクス 牝3黒鹿52 幸 英明 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 438＋16 〃 アタマ 6．0�
68 ツッチーフェイス 牝3黒鹿52 松若 風馬 STレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 476＋ 62：00．41� 26．9	
812 トモエセンニンギリ 牝3鹿 52 富田 暁髙瀬 真尚氏 武 英智 日高 本間牧場 454－122：00．61� 257．2

44 ラフダイヤモンド 牝5栗 55 横山 典弘�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 484－ 42：00．81 15．7�
22 ポルテーニャ 牝3栗 52

49 ▲角田 大河�G1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 432＋ 8 〃 クビ 78．9�

710 ベリーヴィーナス 牝3黒鹿52 藤岡 康太ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 480＋10 〃 クビ 10．3
33 プレミアスコア 牝3栗 52 松山 弘平 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B476－ 22：01．01� 14．2�
55 アドマイヤグリーゼ 牝3栗 52

49 ★今村 聖奈近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：01．1クビ 7．0�
79 � ラストアプローズ 牝4鹿 55

53 △松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 476± 02：02．9大差 462．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，286，600円 複勝： 58，241，100円 枠連： 9，030，900円
馬連： 76，115，400円 馬単： 33，286，100円 ワイド： 61，271，000円
3連複： 105，338，800円 3連単： 136，456，800円 計： 531，026，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 1，520円 � 170円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 22，730円 馬 単 �� 26，300円

ワ イ ド �� 4，420円 �� 280円 �� 7，580円

3 連 複 ��� 20，120円 3 連 単 ��� 141，120円

票 数

単勝票数 計 512866 的中 � 167301（1番人気）
複勝票数 計 582411 的中 � 165277（1番人気）� 5937（10番人気）� 89986（2番人気）
枠連票数 計 90309 的中 （5－8） 9270（3番人気）
馬連票数 計 761154 的中 �� 2595（32番人気）
馬単票数 計 332861 的中 �� 949（54番人気）
ワイド票数 計 612710 的中 �� 3218（31番人気）�� 66132（1番人気）�� 1864（36番人気）
3連複票数 計1053388 的中 ��� 3926（48番人気）
3連単票数 計1364568 的中 ��� 701（323番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．9―12．3―12．0―11．9―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．8―48．7―1：01．0―1：13．0―1：24．9―1：36．5―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エグランタイン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2021．10．31 阪神10着

2019．4．6生 牝3黒鹿 母 ラ ト ナ プ ラ 母母 Bon Jovi Girl 7戦2勝 賞金 17，256，000円
※トモエセンニンギリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23020 8月14日 晴 良 （4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 7，700，000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
56．8
56．8

重
重

813 サエールフェイス 牝3芦 52 団野 大成 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 466± 0 57．9 3．7�
34 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 52 松山 弘平合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 438＋ 2 58．0� 6．0�
33 ゴーウィズフェイス 牝3鹿 52 富田 暁前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 山野牧場 472± 0 58．21� 7．3�
45 モズマンジロウ �4鹿 57 松若 風馬 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 440＋ 4 58．41� 22．1�
22 ユウグロスファクタ 牝3栗 52 西村 淳也�アイテツ 新谷 功一 新ひだか 静内白井牧場 494－ 4 58．5	 5．2�
57 ナツイロノオトメ 牝3青鹿 52

50 △松本 大輝岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 480＋ 8 59．03 4．4	
610 セイウンノウヒメ 牝4青 55 C．ホー 西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 
川 啓一 470＋ 4 59．1� 43．7


（香港）

46 トレッファー 牝5栗 55 荻野 極 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 2 59．2クビ 91．7�
58 メイショウデージー 牝4鹿 55

52 ▲川端 海翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 482± 0 59．51	 165．3
814 ベゼドランジュ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B508＋161：00．03 144．4�

711� レベルタウン 牡4栗 57
54 ▲角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort

Stud Ltd B518＋ 21：00．11 11．1�
11 サイモンカーチス 牡3鹿 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 41：00．41	 46．2�
69 ミエノベルル 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 446＋ 41：00．5クビ 30．6�
712 グッドステージ 牡5鹿 57

53 ★今村 聖奈杉立健次郎氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 526＋101：01．13� 31．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 44，456，100円 複勝： 54，652，700円 枠連： 13，645，700円
馬連： 75，370，800円 馬単： 29，706，700円 ワイド： 62，817，300円
3連複： 116，369，100円 3連単： 127，376，700円 計： 524，395，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 210円 � 200円 枠 連（3－8） 510円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 440円 �� 420円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 11，590円

票 数

単勝票数 計 444561 的中 � 94026（1番人気）
複勝票数 計 546527 的中 � 126122（1番人気）� 58088（5番人気）� 64135（4番人気）
枠連票数 計 136457 的中 （3－8） 20618（1番人気）
馬連票数 計 753708 的中 �� 44879（4番人気）
馬単票数 計 297067 的中 �� 9530（6番人気）
ワイド票数 計 628173 的中 �� 37639（4番人気）�� 38995（3番人気）�� 22803（9番人気）
3連複票数 計1163691 的中 ��� 35237（7番人気）
3連単票数 計1273767 的中 ��� 7967（26番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．4―45．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．6
3 ・（3，4）7（2，13）10，9（1，8，11）（6，12）5，14 4 3（2，4）（7，13）－10（1，9）（8，11）（6，5）（14，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サエールフェイス �
�
父 ザファクター �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．8．21 小倉11着

2019．3．10生 牝3芦 母 サ ラ フ ァ ン 母母 ティリオブストラッフォード 9戦2勝 賞金 19，100，000円
〔制裁〕 ミエノベルル号の騎手永島まなみは，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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。



23021 8月14日 晴 良 （4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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：05．8
1：05．8

良
良

816 トーホウラビアン 牝3鹿 52 富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム 402－ 21：07．8 61．9�

611 テーオースパロー 牡3黒鹿54 C．ホー 小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 486＋ 2 〃 ハナ 5．5�
（香港）

713 ア キ バ 牝3青鹿52 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 424＋ 21：07．9� 21．8�
35 クァンタムレルム 牝4栗 55 角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 81：08．0� 33．3�
817 マイネルヘルト 牡5青鹿57 団野 大成 �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－ 41：08．1クビ 132．2�
612 プラウドルック 牝4鹿 55 幸 英明吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B450－ 41：08．2� 34．7	
47 ヨシノイースター 牡4黒鹿57 藤岡 康太清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド 472－ 41：08．3� 2．3

59 アスターディゴン 牡3青鹿54 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476± 01：08．4� 5．2�
11 � エコロキング 牡4青鹿57 国分 恭介原村 正紀氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 448± 01：08．5� 42．3�
818 フ ァ タ リ テ 牡6鹿 57 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 446－ 6 〃 アタマ 298．8
12 � ベ ン ガ ン 牡5芦 57 松山 弘平小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 470＋12 〃 ハナ 18．7�
48 スズカワールド 牡3黒鹿54 田中 勝春永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 490－121：08．6クビ 28．7�
36 アドヴァイス 牝3鹿 52 松若 風馬泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 458＋101：08．81 12．5�
714� リ パ リ ス 牝4鹿 55 今村 聖奈村上 稔氏 寺島 良 浦河 宮内牧場 456＋ 8 〃 クビ 42．1�
715 チ カ リ ヨ ン 牝4鹿 55 横山 典弘松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498＋18 〃 クビ 14．3�
23 ノーセキュリティ 牡5鹿 57 北村 友一竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 472＋ 21：08．9� 211．4�
24 グラストンベリー 牝3鹿 52 荻野 極 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 410－121：09．21� 183．5�
510 リ ン ド ラ ゴ 牡3黒鹿54 西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 平取 坂東牧場 480＋ 41：09．83� 32．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，972，100円 複勝： 73，434，400円 枠連： 20，300，000円
馬連： 102，086，700円 馬単： 40，544，100円 ワイド： 89，875，500円
3連複： 167，469，300円 3連単： 177，195，000円 計： 724，877，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，190円 複 勝 � 1，200円 � 220円 � 580円 枠 連（6－8） 5，190円

馬 連 �� 14，670円 馬 単 �� 44，910円

ワ イ ド �� 4，790円 �� 9，600円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 76，030円 3 連 単 ��� 760，150円

票 数

単勝票数 計 539721 的中 � 6965（14番人気）
複勝票数 計 734344 的中 � 13715（13番人気）� 109146（2番人気）� 30586（7番人気）
枠連票数 計 203000 的中 （6－8） 3028（19番人気）
馬連票数 計1020867 的中 �� 5391（39番人気）
馬単票数 計 405441 的中 �� 677（105番人気）
ワイド票数 計 898755 的中 �� 4829（42番人気）�� 2392（71番人気）�� 9451（23番人気）
3連複票数 計1674693 的中 ��� 1652（180番人気）
3連単票数 計1771950 的中 ��� 169（1371番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．0―11．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．0―44．3―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 ・（4，7，12）17（6，9，16）－（1，13）11，14，5（3，8）18（2，15）＝10 4 ・（4，7，12，17）（6，9，16）（1，13）11（5，14）（3，15，8）18，2－10

勝馬の
紹 介

トーホウラビアン �
�
父 トーホウジャッカル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2021．6．13 中京5着

2019．3．16生 牝3鹿 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 10戦2勝 賞金 23，053，000円
〔発走状況〕 リパリス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

スズカワールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リパリス号は，発走調教再審査。
※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。

23022 8月14日 晴 良 （4小倉4） 第2日 第10競走 ��1，800�
し ら ぬ い

不知火ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．8．14以降R4．8．7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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

710 エ ス コ ー ラ 牡4鹿 56 福永 祐一吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 518＋181：48．4 1．5�
69 ウインリブルマン 牡4栗 54 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 512－ 61：48．61 10．8�
56 タガノパッション 牝4鹿 53 藤岡 康太八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 2 〃 クビ 9．0�
711 ル ヴ ァ ン 牡5鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B476± 01：48．91� 79．3�
22 シャフトオブライト 牡7栗 54 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 440－26 〃 クビ 187．6	
812 ウエストンバート 牡4鹿 54 北村 友一�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 532－ 41：49．0クビ 20．2

33 ソニックベガ 牝5黒鹿52 西村 淳也 �シルクレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 466－ 61：49．1� 20．1�
11 エターナルヴィテス 牡6鹿 52 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 480＋ 6 〃 アタマ 34．6�
45 イ ロ ゴ ト シ 牡5鹿 55 荻野 極内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 474＋ 61：49．31� 27．8
813 ワールドスケール 牡5鹿 54 団野 大成�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 460－10 〃 ハナ 36．6�
68 ジョウショームード 牡6黒鹿51 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 438－ 61：49．72� 151．8�
44 トウシンモンブラン 牝4鹿 53 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：49．81 6．1�
57 ヴィクターバローズ �5鹿 53 富田 暁猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 450－ 41：50．33 154．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 67，037，800円 複勝： 132，308，100円 枠連： 17，793，500円
馬連： 110，025，800円 馬単： 61，511，800円 ワイド： 87，439，100円
3連複： 169，924，200円 3連単： 304，502，400円 計： 950，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 330円 �� 280円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 670378 的中 � 355577（1番人気）
複勝票数 計1323081 的中 � 808844（1番人気）� 82264（4番人気）� 95286（3番人気）
枠連票数 計 177935 的中 （6－7） 20042（3番人気）
馬連票数 計1100258 的中 �� 112485（3番人気）
馬単票数 計 615118 的中 �� 53421（3番人気）
ワイド票数 計 874391 的中 �� 69710（3番人気）�� 85186（2番人気）�� 25487（9番人気）
3連複票数 計1699242 的中 ��� 89811（3番人気）
3連単票数 計3045024 的中 ��� 64229（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．2―12．5―12．1―11．9―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．4―49．9―1：02．0―1：13．9―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ス コ ー ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas デビュー 2021．1．24 中京4着

2018．1．12生 牡4鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 5戦4勝 賞金 47，490，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 トウシンモンブラン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

１レース目



23023 8月14日 晴 良 （4小倉4） 第2日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第58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，R3．8．14以降R4．8．7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 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

12 マリアエレーナ 牝4芦 54 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 424－ 21：57．4 5．0�

612 ヒンドゥタイムズ �6鹿 56．5 C．ホー �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－141：58．25 32．0�
（香港）

24 ジェラルディーナ 牝4鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 ハナ 3．2�
714 カ テ ド ラ ル 牡6鹿 57 団野 大成 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：58．62� 13．7�
47 ピースオブエイト 牡3黒鹿53 松本 大輝 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 458－ 21：58．7クビ 8．5	
23 ム ジ カ 牝5鹿 51 横山 典弘ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 456－ 2 〃 アタマ 6．0

510 カ デ ナ 牡8鹿 57．5 今村 聖奈前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 478± 0 〃 クビ 15．7�
11 アーデントリー 牡6鹿 54 中井 裕二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 442－ 41：58．8クビ 109．9�
816 ヒュミドール �6鹿 56 藤岡 康太�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 476＋ 41：59．11� 15．2
35 	 ダブルシャープ 牡7鹿 56 幸 英明天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 484－ 61：59．63 36．6�
36 タガノディアマンテ 牡6栗 56 北村 友一八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 41：59．7� 10．2�
611 ショウナンバルディ 牡6黒鹿57 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 452± 0 〃 アタマ 50．4�
713 モズナガレボシ 牡5芦 55 荻野 極 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 504＋ 82：00．23 78．0�
59 シ フ ル マ ン 牡6芦 56 西村 淳也�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 アタマ 19．8�
815 スーパーフェザー �7鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 474－ 22：00．51� 90．1�

（15頭）
48 プリマヴィスタ 牡5栗 53 高倉 稜加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 215，614，200円 複勝： 263，383，700円 枠連： 108，818，200円
馬連： 622，508，700円 馬単： 211，775，000円 ワイド： 456，077，000円
3連複： 1，255，106，200円 3連単： 1，420，799，800円 計： 4，554，082，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 670円 � 140円 枠 連（1－6） 4，200円

馬 連 �� 8，140円 馬 単 �� 13，320円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 340円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 49，140円

票 数

単勝票数 差引計2156142（返還計 8914） 的中 � 344621（2番人気）
複勝票数 差引計2633837（返還計 6419） 的中 � 445678（2番人気）� 68519（11番人気）� 591773（1番人気）
枠連票数 差引計1088182（返還計 483） 的中 （1－6） 20055（16番人気）
馬連票数 差引計6225087（返還計 39681） 的中 �� 59225（27番人気）
馬単票数 差引計2117750（返還計 13036） 的中 �� 11922（47番人気）
ワイド票数 差引計4560770（返還計 38834） 的中 �� 43598（31番人気）�� 393974（1番人気）�� 54003（26番人気）
3連複票数 差引計12551062（返還計119199） 的中 ��� 140671（19番人気）
3連単票数 差引計14207998（返還計138390） 的中 ��� 20959（149番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―12．2―12．0―11．8―11．7―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．7―46．9―58．9―1：10．7―1：22．4―1：34．1―1：45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3
9（11，6）15（2，3，7）16（1，4）（12，13）－5，14－10
9，11（2，6，5）（3，15）（1，7，16）（4，12，13）（14，10）

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

勝馬の
紹 介

マリアエレーナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．4 中京2着

2018．4．6生 牝4芦 母 テンダリーヴォイス 母母 ミスアンコール 15戦5勝 賞金 144，131，000円
〔出走取消〕 プリマヴィスタ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。

23024 8月14日 晴 良 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

815 ヴァレーデラルナ 牝3鹿 52 福永 祐一�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：44．8 1．6�
59 プラチナドリーム 牡3鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B454－ 21：45．12 61．7�
22 キョウワウォール 牡6黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B480＋ 61：45．2クビ 16．7�
35 メイショウミズモ 牝4黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 416± 01：45．3� 34．5�
47 ルドンカズマ 牡5鹿 57 亀田 温心合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 B498± 0 〃 アタマ 113．2�
712 コンスタンティン 牝3鹿 52 松若 風馬椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 B466＋ 61：45．4� 8．5	
46 スズカマクフィ 牝4鹿 55 荻野 極永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444＋141：45．61 63．1

11 ヒロノシュン �3芦 54 富田 暁高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 488＋ 41：46．02� 6．8�
610 バライロノキセキ 牝4鹿 55 松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 478＋ 21：46．31� 96．0�
34 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 C．ホー 森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 21：46．51� 46．9
（香港）

814 トーアシオン �6栗 57 幸 英明高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 B486＋ 41：46．6� 22．8�
58 ラ ル フ 牡4栗 57 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 482＋101：46．7クビ 13．8�
23 	 フェブタイズ 牡6鹿 57 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 510－ 61：47．01� 115．2�
611 ロードジャスティス 牡3栗 54 西村 淳也 �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 B468－ 61：47．53 10．5�
713	 シュアゲイト 牡5鹿 57 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B506＋ 21：48．13� 255．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 88，324，300円 複勝： 114，888，200円 枠連： 31，292，500円
馬連： 160，342，200円 馬単： 73，952，400円 ワイド： 148，563，900円
3連複： 282，380，900円 3連単： 377，293，100円 計： 1，277，037，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 120円 � 760円 � 310円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 520円 �� 7，600円

3 連 複 ��� 13，060円 3 連 単 ��� 36，070円

票 数

単勝票数 計 883243 的中 � 426026（1番人気）
複勝票数 計1148882 的中 � 409323（1番人気）� 24850（11番人気）� 73223（5番人気）
枠連票数 計 312925 的中 （5－8） 34461（3番人気）
馬連票数 計1603422 的中 �� 39635（9番人気）
馬単票数 計 739524 的中 �� 14390（12番人気）
ワイド票数 計1485639 的中 �� 21224（19番人気）�� 79900（4番人気）�� 4735（55番人気）
3連複票数 計2823809 的中 ��� 16215（39番人気）
3連単票数 計3772931 的中 ��� 7583（111番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．3―12．6―12．7―12．1―12．2―12．6―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．1―41．7―54．4―1：06．5―1：18．7―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァレーデラルナ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Jump Start デビュー 2021．10．31 阪神4着

2019．1．17生 牝3鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 8戦3勝 賞金 41，322，000円
※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。

４レース目



（4小倉4）第2日 8月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

258，160，000円
3，020，000円
29，160，000円
2，320，000円
32，950，000円
75，634，000円
4，820，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
757，280，600円
988，566，300円
252，828，100円
1，466，761，200円
602，654，800円
1，197，008，500円
2，586，476，800円
3，204，130，300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 11，055，706，600円

総入場人員 12，072名 （有料入場人員 11，500名）
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