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23037 8月21日 晴 重 （4小倉4） 第4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3：06．3良

44 グレートバローズ 牡5鹿 60 高田 潤猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 480＋103：11．3 1．5�
22 メイショウシャガ 牡5黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 514－ 63：11．51� 15．1�
33 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 502－ 23：11．81� 12．1�
66 メイショウヤシャ 牡6栗 60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470－ 23：12．11� 3．1�
11 スリーケイエヌ 牡4栗 60 北沢 伸也永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 484＋ 43：12．63 22．7�

89 ララロトリー �5黒鹿60 黒岩 悠フジイ興産� 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 83：13．23� 41．2	
（法942）

55 トモノコテツ 牡7鹿 60 難波 剛健共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B466－143：13．62� 28．0

78 ワンダーサーイター 牡5青鹿60 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 470＋ 63：13．91� 65．6�
810 シャトースウィフト 牡3鹿 58 大江原 圭円城 幸男氏 蛯名 利弘 日高 坂戸 節子 482＋ 43：15．38 97．8�
77 テイエムリオン 牡4黒鹿60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 484＋ 43：20．5大差 32．8
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売 得 金
単勝： 15，588，800円 複勝： 34，566，400円 枠連： 4，403，500円
馬連： 25，636，500円 馬単： 17，025，800円 ワイド： 22，143，000円
3連複： 48，168，300円 3連単： 88，021，700円 計： 255，554，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 250円 枠 連（2－4） 1，290円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 8，080円

票 数

単勝票数 計 155888 的中 � 77983（1番人気）
複勝票数 計 345664 的中 � 220022（1番人気）� 12425（4番人気）� 15269（3番人気）
枠連票数 計 44035 的中 （2－4） 2642（4番人気）
馬連票数 計 256365 的中 �� 16025（3番人気）
馬単票数 計 170258 的中 �� 7599（5番人気）
ワイド票数 計 221430 的中 �� 15288（2番人気）�� 14971（3番人気）�� 4441（13番人気）
3連複票数 計 481683 的中 ��� 13155（8番人気）
3連単票数 計 880217 的中 ��� 7897（26番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．0－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．17 新潟5着

2017．4．13生 牡5鹿 母 ルアーズストリート 母母 フィラストリート 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 トモノコテツ号の騎手難波剛健は，1周目4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・3番・4番）

23038 8月21日 晴 重 （4小倉4） 第4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 5，200，000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
1：59．5
1：58．5

良
良

44 ネアセリーニ 牡2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510＋ 22：01．5 1．9�
11 サンライズサラー 牡2黒鹿54 和田 竜二�ライフハウス 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 438＋ 22：01．92� 2．0�
33 ワンダーミズキ 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 大島牧場 390－ 22：02．21� 16．0�
55 コスモシーウルフ 牡2芦 54 C．ホー �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 462＋ 4 〃 ハナ 36．7�

（香港）

22 ミヤジシャルマン 牡2黒鹿 54
50 ★今村 聖奈曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 460－ 62：03．47 11．1	
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売 得 金
単勝： 40，425，300円 複勝： 31，957，200円 枠連： 発売なし
馬連： 27，823，000円 馬単： 25，422，700円 ワイド： 24，843，900円
3連複： 26，220，600円 3連単： 134，574，300円 計： 311，267，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 110円 �� 150円 �� 180円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 620円

票 数

単勝票数 計 404253 的中 � 173950（1番人気）
複勝票数 計 319572 的中 � 161787（1番人気）� 106946（2番人気）
馬連票数 計 278230 的中 �� 149235（1番人気）
馬単票数 計 254227 的中 �� 71025（1番人気）
ワイド票数 計 248439 的中 �� 147009（1番人気）�� 22269（2番人気）�� 15483（5番人気）
3連複票数 計 262206 的中 ��� 86138（1番人気）
3連単票数 計1345743 的中 ��� 157227（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．7―11．9―12．0―12．3―12．3―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―35．8―47．7―59．7―1：12．0―1：24．3―1：36．5―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．2
1
3
2（1，3）（5，4）
2，3（1，4）5

2
4
2－3（1，4）5・（2，3）（1，4）5

勝馬の
紹 介

ネアセリーニ 

�
父 ハーツクライ 


�
母父 Street Sense デビュー 2022．7．17 小倉2着

2020．2．19生 牡2鹿 母 スウィートリーズン 母母 Livermore Leslie 2戦1勝 賞金 8，000，000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。

第４回 小倉競馬 第４日



23039 8月21日 曇 不良 （4小倉4） 第4日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10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

816 ワイルドベティ 牝3鹿 54
52 △小沢 大仁吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：45．5 4．1�

35 カラーインデックス 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 502－ 41：45．71� 16．5�
47 サクラトップラン 牝3鹿 54 北村 友一�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 444＋ 6 〃 ハナ 2．9�
11 メトリカルセオリー 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 472＋ 61：46．44 33．3�
48 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 406－ 21：46．5� 4．6�
713 エイシンスマック 牝3黒鹿54 富田 暁�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 436＋ 6 〃 クビ 34．0	
36 メイショウハクギン 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 478 ―1：46．6� 138．2

24 ハルキファイト 牝3鹿 54 田中 健若草クラブ 中村 直也 浦河 バンブー牧場 B464－ 21：46．81 58．2�
12 ク リ ノ ビ ビ 牝3芦 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430－141：47．11� 100．8�
510 イドロボニータ 牝3鹿 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド B466－ 41：47．2� 74．7
59 ミ テ ィ エ ラ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 500± 01：47．73 7．4�
612 オ ゼ イ ユ 牝3栗 54 酒井 学杉岡 時治氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 450＋ 41：48．55 26．1�
23 ハーランズセンス 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 414＋ 21：49．77 75．0�
815 ルクスアモール 牝3青鹿54 和田 竜二�ルクス 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 472＋ 41：50．01� 99．3�
714 スクリーンアピール 牝3鹿 54 長岡 禎仁 KRジャパン 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 442＋141：50．31� 30．5�
611 ミスティファイ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 （競走中止） 16．2�
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売 得 金
単勝： 30，613，800円 複勝： 42，397，400円 枠連： 11，793，100円
馬連： 52，725，500円 馬単： 21，509，700円 ワイド： 51，807，900円
3連複： 87，831，200円 3連単： 80，932，100円 計： 379，610，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 360円 � 140円 枠 連（3－8） 3，290円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 280円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 26，790円

票 数

単勝票数 計 306138 的中 � 59044（2番人気）
複勝票数 計 423974 的中 � 80359（2番人気）� 21410（6番人気）� 93324（1番人気）
枠連票数 計 117931 的中 （3－8） 2773（13番人気）
馬連票数 計 527255 的中 �� 10209（11番人気）
馬単票数 計 215097 的中 �� 2833（16番人気）
ワイド票数 計 518079 的中 �� 10323（10番人気）�� 54170（1番人気）�� 11285（7番人気）
3連複票数 計 878312 的中 ��� 16700（8番人気）
3連単票数 計 809321 的中 ��� 2190（62番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．6―28．8―41．4―53．9―1：06．4―1：19．2―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドベティ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Include デビュー 2021．12．18 阪神8着

2019．2．3生 牝3鹿 母 インクルードベティ 母母 Betty’s Solutions 6戦1勝 賞金 9，120，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ミスティファイ号は，競走中に前進気勢を欠いたため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ミスティファイ号は，競走中に前進気勢を欠き，決勝線手前で競走を中止したことについて平地調教再審査。
※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 フェルンマンボ号・モズベイパーコーン号

23040 8月21日 曇 重 （4小倉4） 第4日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11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

817 ラウルピドゥ 牡3栗 56 川田 将雅 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 476＋ 22：00．9 3．1�
612 シャトンアンジュ 牝3黒鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426± 02：01．11� 4．0�
35 ニシノクレセント 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 500－ 22：01．2� 14．0�
510 メイショウブレゲ 牡3栗 56 富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456± 0 〃 ハナ 4．6�
11 ベッロジョヴァンニ 牡3栗 56 和田 竜二加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 454＋ 42：01．41� 20．9�
59 ヴィクトールドパリ 牡3芦 56 酒井 学 	グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム B468± 0 〃 クビ 23．5

23 デアリングオウカ 牝3青鹿54 松山 弘平ライオンレースホース	 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 450 ―2：01．5クビ 10．5�
715 カレンアップラウゾ 牡3黒鹿56 C．ホー 鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 490＋ 22：01．6� 52．9�

（香港）

24 モ ズ ネ ズ コ 牝3鹿 54 藤岡 康太 	キャピタル・システム 松下 武士 浦河 谷川牧場 494＋ 62：01．7クビ 15．1
36 メイショウカジヤ �3鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 430± 02：01．8� 50．4�
611 フォルツァモンド 牝3青鹿54 国分 優作永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 394＋ 22：01．9� 196．2�
47 タイキフリード 牡3黒鹿56 森 裕太朗�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444－ 4 〃 ハナ 208．4�
48 ス タ ロ ー ン 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B472＋ 22：02．11� 12．4�
12 クリノセキトバ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森
本スティーブル 430＋ 42：03．05 282．0�

713 タ マ テ バ コ 牝3青鹿54 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 470－ 4 〃 クビ 341．9�
818 ダンツアクア 牝3栗 54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 484＋122：06．0大差 355．8�
714 ドンクライベイビー 牡3栗 56 荻野 極青芝商事	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520± 02：08．1大差 327．2�
816 デ ー ル 牡3鹿 56 横山 典弘松島 一晃氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 504＋ 22：10．1大差 279．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，833，300円 複勝： 60，248，600円 枠連： 11，857，800円
馬連： 59，765，200円 馬単： 24，343，100円 ワイド： 59，617，900円
3連複： 96，915，600円 3連単： 92，525，300円 計： 448，106，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 240円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 340円 �� 690円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 428333 的中 � 110063（1番人気）
複勝票数 計 602486 的中 � 136873（1番人気）� 111435（2番人気）� 49969（4番人気）
枠連票数 計 118578 的中 （6－8） 13128（1番人気）
馬連票数 計 597652 的中 �� 59897（1番人気）
馬単票数 計 243431 的中 �� 14875（1番人気）
ワイド票数 計 596179 的中 �� 48422（1番人気）�� 21333（5番人気）�� 17296（7番人気）
3連複票数 計 969156 的中 ��� 26571（4番人気）
3連単票数 計 925253 的中 ��� 7202（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．2―49．3―1：01．8―1：13．7―1：25．6―1：37．5―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3
4，5（2，9，17）12（6，13）8（1，7，11）15－（14，16）10（18，3）・（4，5）17（2，9，12）（1，6，13）（8，15，11）7－3，10－（14，18）－16

2
4

4，5（2，17）9（1，12）（6，13）（7，8）11，15－（14，16）（10，3）18・（4，5）17（2，9，12）（1，6，15）（3，10）7（8，13，11）＝18＝14，16
勝馬の
紹 介

ラウルピドゥ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．8．29 小倉12着

2019．2．17生 牡3栗 母 ダンスアミーガ 母母 ダンスオールナイト 11戦1勝 賞金 11，720，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツアクア号・デール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21日まで

平地競走に出走できない。
ドンクライベイビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月21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〕 タマテバコ号・ドンクライベイビー号・デール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月
21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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アリアンロッド号・スナークルーヴル号・バクシンフォワード号・ムーンスター号
（非抽選馬） 3頭 ウインフェリーチェ号・サトノソラーレ号・リヤンソウル号
※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。



23041 8月21日 曇 重 （4小倉4） 第4日 第5競走 ��1，200�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
1：07．5
1：07．5

良
良

77 メイショウヒュウガ 牡2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 476 ―1：08．3 12．3�
44 ジュンウィンダム 牝2鹿 54 富田 暁河合 純二氏 浜田多実雄 新冠 芳住 鉄兵 472 ―1：08．51� 21．8�
66 ビッグシーザー 牡2芦 54 幸 英明幅田 昌伸氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 500 ―1：08．7� 2．1�
11 マ ヒ ー ト 牡2鹿 54 藤岡 康太ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 452 ―1：09．87 8．1�
55 ルクスメテオール 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河�ルクス 小林 真也 日高 本間牧場 464 ―1：09．9� 4．9�
22 キャロルビアンカ 牝2鹿 54 田中 健	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466 ―1：12．2大差 37．5

88 シゲルスゴウデ 牡2青 54

50 ★永島まなみ森中 蕃氏 高橋 康之 日高 スウィング
フィールド牧場 456 ―1：12．51� 53．2�

33 フルオブプレイズ 牡2栗 54
50 ★今村 聖奈 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小林 真也 新冠 松浦牧場 468 ―1：12．82 4．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 39，666，600円 複勝： 30，042，500円 枠連： 発売なし
馬連： 44，353，400円 馬単： 26，551，600円 ワイド： 31，141，600円
3連複： 53，418，200円 3連単： 109，430，700円 計： 334，604，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 220円 � 390円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 14，630円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 440円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 45，430円

票 数

単勝票数 計 396666 的中 � 27251（5番人気）
複勝票数 計 300425 的中 � 25658（5番人気）� 12068（6番人気）� 122010（1番人気）
馬連票数 計 443534 的中 �� 4563（20番人気）
馬単票数 計 265516 的中 �� 1361（36番人気）
ワイド票数 計 311416 的中 �� 4450（17番人気）�� 19593（5番人気）�� 11866（9番人気）
3連複票数 計 534182 的中 ��� 9231（17番人気）
3連単票数 計1094307 的中 ��� 1746（131番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―10．8―11．6―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．6―33．4―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒュウガ 
�
父 ダ ン カ ー ク 

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．4．1生 牡2鹿 母 カネトシガーネット 母母 マルガリータ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ジュンウィンダム号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルスゴウデ号・フルオブプレイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

9月21日まで平地競走に出走できない。

23042 8月21日 晴 不良 （4小倉4） 第4日 第6競走 1，000�3歳未勝利
発走12時45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

22 エ ル メ ニ ア 牝3鹿 54
52 △小沢 大仁 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B438－ 6 58．1 28．0�

711 テイエムキバイモン 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 482＋10 58．31� 4．4�
68 レッドアクトゥール 牡3青 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B446－ 8 58．83 2．1�
69 シックザイン 牡3栗 56 幸 英明ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト

クラブ B460＋ 2 〃 ハナ 27．6�
56 キャンドルベリー 牝3鹿 54 藤岡 康太下河辺隆行氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 432－ 6 〃 クビ 9．0	
45 キクノヴェール 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 454＋18 59．01� 85．0

710 ウイングブラボー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 444± 0 59．21� 85．3�
813 エ ル ド ラ ゴ �3鹿 56 富田 暁�ラ・メール 安田 隆行 新冠 松浦牧場 B458－ 4 〃 アタマ 39．8�
33 ルクスマイティー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河�ルクス 石橋 守 新ひだか 静内山田牧場 440＋ 4 59．51� 16．7
812 コパノリンダ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈小林 祥晃氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 446＋ 4 59．6クビ 4．4�
57 サンドスピリット 牡3鹿 56 西村 淳也下河辺美智子氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 B456－ 4 〃 クビ 93．4�
11 アンディナイアブル 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 B502－ 21：00．23� 33．8�
44 スーサンシーヴァー �3鹿 56 小牧 太林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 462＋ 61：01．15 190．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，287，300円 複勝： 45，596，000円 枠連： 9，244，500円
馬連： 58，520，600円 馬単： 27，701，500円 ワイド： 54，600，100円
3連複： 92，795，900円 3連単： 108，786，900円 計： 443，532，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 390円 � 150円 � 120円 枠 連（2－7） 6，810円

馬 連 �� 6，870円 馬 単 �� 18，430円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，040円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 57，990円

票 数

単勝票数 計 462873 的中 � 13219（7番人気）
複勝票数 計 455960 的中 � 19219（7番人気）� 76898（3番人気）� 136133（1番人気）
枠連票数 計 92445 的中 （2－7） 1051（19番人気）
馬連票数 計 585206 的中 �� 6594（21番人気）
馬単票数 計 277015 的中 �� 1127（52番人気）
ワイド票数 計 546001 的中 �� 7957（19番人気）�� 12433（11番人気）�� 57672（2番人気）
3連複票数 計 927959 的中 ��� 16251（13番人気）
3連単票数 計1087869 的中 ��� 1360（188番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．9―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル メ ニ ア �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．8．21 小倉12着

2019．2．23生 牝3鹿 母 エ ル ゴ レ ア 母母 ゴ レ ラ 7戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 アンディナイアブル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔3走成績による出走制限〕 スーサンシーヴァー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月21日まで平地競走に出走

できない。



23043 8月21日 晴 稍重 （4小倉4） 第4日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：05．8
1：05．8

良
良

814 アルムファーツリー 牝4黒鹿55 C．ホー 﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452－ 21：07．8 14．4�

（香港）

58 テンメジャーガール 牝3栗 52 団野 大成天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋10 〃 アタマ 11．5�

47 ナリタローゼ 牝4青鹿55 酒井 学�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B478－ 21：07．9� 26．2�
610 ドリームアゲイン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 61：08．0� 9．4�
23 メイショウヒゾッコ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 416＋ 61：08．1クビ 61．5�
611 ティントリップ 牝3黒鹿52 松若 風馬中村 祐子氏 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 480－10 〃 ハナ 4．7	
712 モズジャックポット 牡3栗 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 470± 0 〃 ハナ 106．1

35 タイセイブリリオ 牡3鹿 54 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 470＋ 41：08．2� 7．3�
34 インプロバイザー 牡3芦 54 松山 弘平江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム B460－ 61：08．52 5．6�
11 セレッソフレイム 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 442＋ 21：08．6� 336．4
46 � ヒメノジャッカル 牡5鹿 57

53 ★永島まなみ橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 450＋ 21：08．91� 260．3�
59 プレヴォール 牡3栗 54

52 △小沢 大仁杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 464＋ 21：09．0クビ 65．9�
815� モラトリアム 牝4鹿 55 和田 竜二安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 450＋ 41：09．1� 12．8�
713 グランデレジーナ 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 61：09．21 42．9�
22 ポメランチェ 牝3黒鹿 52

49 ★今村 聖奈 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 396－ 21：09．41	 3．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，200，200円 複勝： 59，882，100円 枠連： 17，172，100円
馬連： 74，977，300円 馬単： 28，942，000円 ワイド： 69，549，200円
3連複： 122，923，100円 3連単： 116，368，100円 計： 538，014，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 490円 � 420円 � 710円 枠 連（5－8） 3，840円

馬 連 �� 9，510円 馬 単 �� 22，080円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 5，110円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 61，090円 3 連 単 ��� 411，540円

票 数

単勝票数 計 482002 的中 � 26729（8番人気）
複勝票数 計 598821 的中 � 32735（8番人気）� 38890（7番人気）� 21354（9番人気）
枠連票数 計 171721 的中 （5－8） 3459（14番人気）
馬連票数 計 749773 的中 �� 6106（34番人気）
馬単票数 計 289420 的中 �� 983（71番人気）
ワイド票数 計 695492 的中 �� 6585（33番人気）�� 3493（52番人気）�� 4553（41番人気）
3連複票数 計1229231 的中 ��� 1509（168番人気）
3連単票数 計1163681 的中 ��� 205（989番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．8―11．1―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．8―43．9―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．0
3 ・（2，4，7）（5，8，11）（14，10，15）13（3，12）－（1，6）9 4 ・（2，4，7）（5，8）（14，11）（3，10，15）12，13（1，6）－9

勝馬の
紹 介

アルムファーツリー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．11 阪神3着

2018．3．26生 牝4黒鹿 母 チャーリーズ 母母 タガノチャーリーズ 21戦2勝 賞金 27，280，000円
〔発走状況〕 タイセイブリリオ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 タイセイブリリオ号の騎手藤岡康太は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

アルムファーツリー号の騎手C．ホーは，4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：10番・11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。

23044 8月21日 晴 重 （4小倉4） 第4日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

714 マテンロウルビー 牝4鹿 55
51 ★今村 聖奈寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：44．0 2．8�

47 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 55 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478± 01：44．1� 34．2�
36 ヒロノクイーン 牝4黒鹿55 国分 恭介サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 470＋ 61：44．41� 27．0�
815 ジェニーアムレット 牝4鹿 55 西村 淳也 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：45．14 19．8�
713 ビーストアタック 牝3鹿 52 北村 友一 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B458－ 61：45．52 7．6�
11 フライングバレル 牝4鹿 55 富田 暁 �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 470＋ 21：45．92� 219．2	
24 サヨノトレイダー 牝3鹿 52

50 △小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 428± 01：46．0� 21．0

23 スマートムーラン 牝3黒鹿52 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス

マート 450－ 2 〃 ハナ 6．1�
816 リ ゴ レ ッ ト 牝3鹿 52 松若 風馬 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B420－ 61：46．1� 7．6
611 アキュートガール 牝3鹿 52 団野 大成山口 敦広氏 高橋 義忠 新ひだか 城地牧場 466＋141：46．41� 107．3�
35 ヴィルチュオーズ 牝3黒鹿52 藤岡 康太�桑田牧場 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：46．93 55．5�
612 カレンラファータ 牝3鹿 52 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 444＋241：47．0クビ 5．0�
59 バーグチャン 牝3黒鹿 52

49 ★永島まなみ戸佐 眞弓氏 杉山 佳明 日高 白瀬 盛雄 418＋121：47．21� 66．3�
12 � リ ツ ィ タ ル 牝4栗 55

52 ▲角田 大河永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 398－ 21：47．3� 65．0�
48 エ グ モ ン ト 牝3黒鹿52 田中 健 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 日高 前川 義則 510－ 41：47．83 32．6�
510 タ ガ ノ ミ ア 牝3鹿 52 幸 英明八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 21：48．11� 72．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，757，000円 複勝： 57，937，000円 枠連： 16，810，400円
馬連： 73，473，100円 馬単： 29，025，900円 ワイド： 67，852，400円
3連複： 117，158，300円 3連単： 118，432，600円 計： 529，446，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 600円 � 490円 枠 連（4－7） 1，610円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，100円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 19，200円 3 連 単 ��� 67，550円

票 数

単勝票数 計 487570 的中 � 139285（1番人気）
複勝票数 計 579370 的中 � 113272（1番人気）� 21210（9番人気）� 26564（6番人気）
枠連票数 計 168104 的中 （4－7） 8046（7番人気）
馬連票数 計 734731 的中 �� 12462（14番人気）
馬単票数 計 290259 的中 �� 3239（24番人気）
ワイド票数 計 678524 的中 �� 11913（15番人気）�� 16237（11番人気）�� 3970（44番人気）
3連複票数 計1171583 的中 ��� 4575（66番人気）
3連単票数 計1184326 的中 ��� 1271（193番人気）

ハロンタイム 6．9―10．5―11．4―12．9―12．1―12．3―12．6―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．4―28．8―41．7―53．8―1：06．1―1：18．7―1：31．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウルビー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．6．27 阪神3着

2018．1．23生 牝4鹿 母 ラシンティランテ 母母 アドマイヤキラメキ 18戦2勝 賞金 26，680，000円



23045 8月21日 晴 稍重 （4小倉4） 第4日 第9競走 ��
��1，200�

や ば け い

耶 馬 渓 特 別
発走14時15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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

22 スノーテーラー 牝5芦 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 454± 01：06．9 15．4�
67 カフジテトラゴン 牝3鹿 52 富田 暁加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 21：07．43 2．3�
33 ブレスレスリー 牝3芦 52 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 21：07．71� 3．7�
55 チ ャ イ カ 牝5鹿 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：07．8	 12．6�
79 ドナウエレン 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B484－ 81：07．9� 5．1�
68 カシノフォワード 
4鹿 57 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 436＋ 2 〃 アタマ 35．8	
44 イルデレーヴ 牡4鹿 57 C．ホー �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：08．0クビ 62．9


（香港）

710 カ レ ン ヒ メ 牝5芦 55 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432＋ 21：08．1	 7．8�
812 シオミチクレバ 牝5鹿 55 団野 大成谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 504－ 21：08．2� 82．0�
811 デアリングウーマン 牝4鹿 55 松山 弘平岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 446－ 41：08．62� 58．3
56 シゲルセンム 牝4黒鹿55 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 452－ 61：09．02� 50．1�
11 ロードクラージュ 
5鹿 57 和田 竜二 �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 B466± 01：10．48 237．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，175，800円 複勝： 67，487，300円 枠連： 15，430，300円
馬連： 91，091，800円 馬単： 39，784，800円 ワイド： 71，968，000円
3連複： 140，907，400円 3連単： 177，626，600円 計： 660，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 290円 � 130円 � 140円 枠 連（2－6） 1，550円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 540円 �� 650円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 14，900円

票 数

単勝票数 計 561758 的中 � 29033（6番人気）
複勝票数 計 674873 的中 � 40535（6番人気）� 170053（1番人気）� 142476（2番人気）
枠連票数 計 154303 的中 （2－6） 7670（6番人気）
馬連票数 計 910918 的中 �� 42285（7番人気）
馬単票数 計 397848 的中 �� 5982（20番人気）
ワイド票数 計 719680 的中 �� 31520（8番人気）�� 25517（9番人気）�� 95251（1番人気）
3連複票数 計1409074 的中 ��� 64497（4番人気）
3連単票数 計1776266 的中 ��� 8641（46番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．7―11．3―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．7―32．4―43．7―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．5
3 ・（7，11）（8，9）（6，10）（3，12）－5，4，2，1 4 ・（7，11）8（6，3，9）（12，10）5，4，2－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スノーテーラー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．10 京都4着

2017．3．16生 牝5芦 母 クラウンミストラル 母母 プロヴァンス 15戦3勝 賞金 41，469，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードクラージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21日まで平地競

走に出走できない。
※カフジテトラゴン号・デアリングウーマン号・ロードクラージュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

23046 8月21日 晴 重 （4小倉4） 第4日 第10競走 ��1，700�
さ つ ま

薩摩ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．8．21以降R4．8．14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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

35 アラジンバローズ �5鹿 56 西村 淳也猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 478＋ 21：41．6 4．2�
36 ジ レ ト ー ル 牡3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 480＋ 61：41．7� 2．0�
714 フィロロッソ 牡5鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480＋ 81：41．9� 13．7�
47 ペ ガ サ ス 牡6青鹿54 C．ホー 中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 450± 01：42．96 54．7�

（香港）

11 サンライズシェリー 牡5鹿 54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 21：43．0� 18．4�
23 スズカデレヤ 牡5青鹿55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 508－12 〃 アタマ 37．5	
815 レガーメペスカ 牡5黒鹿55 小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498＋ 6 〃 アタマ 32．3

713 スペースクラフト �6芦 54 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 クビ 115．4�
59 � クリノホノオ 牡5鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 482－181：43．1� 14．9�
611 ダ ッ チ マ ン �5青鹿54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 456－ 81：43．3� 37．1
48 ギブミーラブ 牝4鹿 52 北村 友一 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 クビ 175．6�
24 ベ ル ゼ ー ル 牝4栗 51 今村 聖奈 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム B444－141：43．61� 75．4�
612 スギノマジェスティ 牡4栗 53 富田 暁杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 470± 01：43．7� 33．7�
816 ワンダーイチョウ 牡4鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 490＋ 21：43．8� 26．8�
12 サトノガイア 牝5鹿 53 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B486＋161：44．65 67．2�
510 ピュアジャッジ �4鹿 55 団野 大成�山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 506＋121：46．9大差 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，985，900円 複勝： 90，986，700円 枠連： 28，290，600円
馬連： 121，373，500円 馬単： 52，134，200円 ワイド： 115，746，700円
3連複： 208，631，500円 3連単： 239，715，400円 計： 931，864，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 280円 枠 連（3－3） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 230円 �� 920円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 749859 的中 � 139746（2番人気）
複勝票数 計 909867 的中 � 177151（2番人気）� 237088（1番人気）� 57877（5番人気）
枠連票数 計 282906 的中 （3－3） 43364（2番人気）
馬連票数 計1213735 的中 �� 178039（1番人気）
馬単票数 計 521342 的中 �� 33602（3番人気）
ワイド票数 計1157467 的中 �� 150337（1番人気）�� 28175（9番人気）�� 51037（4番人気）
3連複票数 計2086315 的中 ��� 73920（2番人気）
3連単票数 計2397154 的中 ��� 18923（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．0―41．3―53．2―1：04．9―1：17．1―1：29．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アラジンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．4．3生 �5鹿 母 シークレットアセット 母母 Smuggler 7戦4勝 賞金 53，623，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアジャッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タイセイアゲイン号・メガゴールド号・リリーミニスター号
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤメティス号・エターナリー号・タイガーサイレンス号・ハンディーズピーク号
※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。



23047 8月21日 晴 良 （4小倉4） 第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第57回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，R3．8．21以降R4．8．14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

テレビ西日本賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

11 ボンボヤージ 牝5鹿 51 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社
ASK STUD 438＋ 81：06．9 164．3�

23 タイセイビジョン 牡5栗 57 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476－ 21：07．11� 6．2�
816 ナムラクレア 牝3青鹿53 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 470＋ 8 〃 クビ 2．1�
12 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿49 酒井 学岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 450＋141：07．2� 8．7�
59 モントライゼ 牡4鹿 55 幸 英明 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：07．3クビ 179．0�
715 フ レ ッ チ ア 牡7青鹿54 C．ホー 	橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 21：07．4クビ 88．0


（香港）

24 テイエムスパーダ 牝3芦 51 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 488＋ 2 〃 クビ 4．6�
714 ディヴィナシオン 牡5黒鹿54 横山 典弘一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 466＋ 21：07．5クビ 22．0�
36 ザイツィンガー 牡6芦 53 今村 聖奈永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434＋ 6 〃 クビ 80．5
713	 ファストフォース 牡6黒鹿56 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B510＋ 2 〃 ハナ 26．2�
818	 キャプテンドレイク 牡5鹿 55 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋ 41：07．71 19．6�
612 メイショウチタン 牡5黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 474＋ 4 〃 ハナ 58．1�
611 チェアリングソング 牡5栗 54 団野 大成 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 464－ 2 〃 アタマ 61．7�
35 レ ジ ェ ー ロ 牝5黒鹿54 西村 淳也山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B422－ 21：07．91� 108．9�
47 シ ン シ テ ィ 牝5黒鹿53 富田 暁安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 480－ 21：08．11� 24．4�
510 カレンロマチェンコ 牡4鹿 54 松若 風馬鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B468－ 61：08．2� 219．4�
817
 ジャンダルム 牡7黒鹿58 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited B510－ 41：08．94 38．9�
48 ビオグラフィー 牝5鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B500＋141：09．11 79．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 222，656，300円 複勝： 253，270，000円 枠連： 123，301，000円
馬連： 583，010，200円 馬単： 229，961，300円 ワイド： 448，788，800円
3連複： 1，198，691，500円 3連単： 1，473，934，000円 計： 4，533，613，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，430円 複 勝 � 1，570円 � 170円 � 120円 枠 連（1－2） 1，120円

馬 連 �� 46，190円 馬 単 �� 113，390円

ワ イ ド �� 8，960円 �� 4，520円 �� 310円

3 連 複 ��� 31，820円 3 連 単 ��� 493，580円

票 数

単勝票数 計2226563 的中 � 10836（16番人気）
複勝票数 計2532700 的中 � 24119（16番人気）� 377846（2番人気）� 776005（1番人気）
枠連票数 計1233010 的中 （1－2） 84736（4番人気）
馬連票数 計5830102 的中 �� 9782（71番人気）
馬単票数 計2299613 的中 �� 1521（153番人気）
ワイド票数 計4487888 的中 �� 11686（71番人気）�� 23339（42番人気）�� 431364（1番人気）
3連複票数 計11986915 的中 ��� 28247（83番人気）
3連単票数 計14739340 的中 ��� 2165（897番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．8―11．1―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．8―43．9―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．1
3 4（7，12）（2，5，13）（1，15，17）（10，16）9（3，18）（11，6）（8，14） 4 4，12（2，7）（1，5，13）（16，15，17）（9，10）（3，18，6，14）11，8

勝馬の
紹 介

ボンボヤージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．27 東京9着

2017．4．25生 牝5鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 20戦5勝 賞金 96，875，000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。
（非抽選馬） 2頭 カフジテトラゴン号・クリノアリエル号
※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。

23048 8月21日 晴 良 （4小倉4） 第4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 7，700，000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

11 マテンロウスカイ 牡3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 61：46．0 1．6�
33 アウサンガテ 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B442－ 41：46．42� 5．4�
89 ボルザコフスキー 牡3黒鹿54 松山 弘平犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 508＋ 61：46．61� 6．9�
44 アメイジングタイム 牡4鹿 57 C．ホー �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 442± 01：46．7クビ 17．4�

（香港）

66 シゲルイワイザケ 牝3青鹿52 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 474－ 61：46．91� 5．5	
22 グルーヴビート 牡4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：47．22 38．8

77 ハイグッドエース 牡3黒鹿 54

52 △小沢 大仁服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 426－ 21：47．3クビ 141．4�
810 スプリッツァー 牡5栗 57 川須 栄彦古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 466－101：47．72� 123．0�
78 サンライズヘルメス 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490＋ 21：47．8クビ 33．7
55 ロードラプソディ 牡3鹿 54 富田 暁 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 480－ 8 〃 クビ 55．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 79，310，800円 複勝： 138，980，100円 枠連： 18，407，700円
馬連： 114，427，900円 馬単： 72，428，100円 ワイド： 99，911，800円
3連複： 179，273，700円 3連単： 355，910，800円 計： 1，058，650，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（1－3） 430円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 200円 �� 220円 �� 490円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 793108 的中 � 378119（1番人気）
複勝票数 計1389801 的中 � 853759（1番人気）� 133535（3番人気）� 103292（4番人気）
枠連票数 計 184077 的中 （1－3） 32823（2番人気）
馬連票数 計1144279 的中 �� 192036（2番人気）
馬単票数 計 724281 的中 �� 92657（2番人気）
ワイド票数 計 999118 的中 �� 144836（2番人気）�� 121724（3番人気）�� 42711（7番人気）
3連複票数 計1792737 的中 ��� 185346（3番人気）
3連単票数 計3559108 的中 ��� 117117（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―11．7―11．7―11．9―11．8―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．8―47．5―59．2―1：11．1―1：22．9―1：34．4

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

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

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 デビュー 2021．8．29 小倉1着

2019．2．5生 牡3栗 母 レッドラヴィータ 母母 ディクシージャズ 7戦2勝 賞金 31，828，000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。

３レース目



（4小倉4）第4日 8月21日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 157頭 本 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

253，150，000円
25，380，000円
1，810，000円
29，890，000円
69，828，000円
5，213，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
745，501，100円
913，351，300円
256，711，000円
1，327，178，000円
594，830，700円
1，117，971，300円
2，372，935，300円
3，096，258，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，424，737，200円

総入場人員 10，550名 （有料入場人員 9，891名）
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