
23049 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時50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 フラッシングレート 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 41：47．4 3．4�
22 コウエイダイヤ 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈伊東 政清氏 新谷 功一 浦河 大島牧場 498± 01：47．93 1．9�
11 � エスペランサフラグ 牝2鹿 54 幸 英明�クラウン 中竹 和也 米 Crown

Farm USA 444－161：48．32� 5．4�
44 タイキクラージュ 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ�大樹ファーム 谷 潔 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 442± 01：49．15 31．2�

55 モンテナルス 牝2青鹿54 北村 友一飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：49．52� 35．7	
66 エイシンエラン 牡2鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 450－141：49．92� 8．5

33 カシノラシット 牝2黒鹿 54

51 ▲川端 海翼柏木 務氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 444－101：51．8大差 244．2�
88 ジョウショーポーラ 牝2鹿 54 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 454－ 21：52．75 141．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，176，900円 複勝： 47，640，900円 枠連： 発売なし
馬連： 34，525，000円 馬単： 24，131，600円 ワイド： 26，375，000円
3連複： 45，931，000円 3連単： 105，779，800円 計： 314，560，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 120円 �� 190円 �� 150円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 301769 的中 � 73956（2番人気）
複勝票数 計 476409 的中 � 105632（2番人気）� 277805（1番人気）� 43021（3番人気）
馬連票数 計 345250 的中 �� 96195（1番人気）
馬単票数 計 241316 的中 �� 25803（3番人気）
ワイド票数 計 263750 的中 �� 66890（1番人気）�� 27869（3番人気）�� 41243（2番人気）
3連複票数 計 459310 的中 ��� 126436（1番人気）
3連単票数 計1057798 的中 ��� 49234（4番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―11．6―11．6―11．8―12．0―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．3―46．9―58．5―1：10．3―1：22．3―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．1
1
3
・（2，6）（1，3，8）5－7，4・（2，6）1－8－（5，7）－3，4

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

勝馬の
紹 介

フラッシングレート 
�
父 ミッキーロケット 

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2022．7．16 小倉3着

2020．2．23生 牝2鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョウショーポーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月27日まで平地

競走に出走できない。
カシノラシット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月27日まで平地競走
に出走できない。

23050 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第2競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時15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

34 テイエムフェロー 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 488± 0 59．4 1．6�
814 デルマシルフ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 464＋ 6 59．5� 3．9�
33 リアルファンタジア 牝3鹿 54

52 △松本 大輝吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B452＋12 59．92� 204．6�
57 ロワドゥサーブル 牡3黒鹿56 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 ノースガーデン 470－121：00．0� 8．0�
712 デジタイゼーション 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 490＋151：00．31� 203．4�
46 サウンドヴァージル 牡3鹿 56 西村 淳也増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 492＋ 2 〃 クビ 25．6�
22 ハクサンチェイス 牡3鹿 56 藤懸 貴志河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 464－ 21：00．61� 8．8	
11 マルノアンナ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 412± 01：00．7クビ 151．7

610 サンライズモストロ 牡3栗 56

55 ☆小沢 大仁松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 21：00．91� 97．3�
58 イレギュラー 牡3鹿 56 田中 健副島 義久氏 北出 成人 様似 小田牧場 436－ 41：01．21� 101．5�
69 � ヒーセドシーセド 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河ゴドルフィン 坂口 智康 米 Sun Valley
Farm 526－ 61：01．73 151．1

813 メイショウホオベニ 牝3青鹿54 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 440－ 21：01．91� 241．3�
45 ド リ ー ム 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ阿部東亜子氏 高橋 康之 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 434－ 41：02．32� 23．9�

711 レッドマグノリア 牡3鹿 56 	島 克駿 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム B496－ 61：02．61� 116．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，170，400円 複勝： 88，624，700円 枠連： 7，590，700円
馬連： 39，122，600円 馬単： 23，447，500円 ワイド： 36，403，400円
3連複： 60，802，700円 3連単： 85，805，700円 計： 376，967，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，630円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 180円 �� 2，110円 �� 6，670円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 21，970円

票 数

単勝票数 計 351704 的中 � 175389（1番人気）
複勝票数 計 886247 的中 � 647816（1番人気）� 70142（2番人気）� 2837（14番人気）
枠連票数 計 75907 的中 （3－8） 16258（1番人気）
馬連票数 計 391226 的中 �� 91570（1番人気）
馬単票数 計 234475 的中 �� 31497（1番人気）
ワイド票数 計 364034 的中 �� 67800（1番人気）�� 3699（19番人気）�� 1141（42番人気）
3連複票数 計 608027 的中 ��� 4389（30番人気）
3連単票数 計 858057 的中 ��� 2831（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．2―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．6
3 14，4－5（3，12）（7，8）（6，9）11（1，10，13）－2 4 14，4＝3（7，5）（12，6）－（10，8）（1，9）（2，11）13

勝馬の
紹 介

テイエムフェロー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2022．5．7 中京8着

2019．5．23生 牡3鹿 母 トシキャンディ 母母 コ ル チ カ 7戦1勝 賞金 13，580，000円

第４回 小倉競馬 第５日
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



23051 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時45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

715 チェルノボーグ 牡3青鹿56 �島 克駿 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 486－ 22：00．0 1．7�
612 クリオミニーズ 牡3青鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：00．1クビ 12．7�
714 アパショナード 牡3黒鹿56 富田 暁大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト

クラブ 426＋ 62：00．2� 38．8�
23 セルリアンルネッタ 牡3鹿 56 酒井 学�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 452－ 42：00．52 294．5�
47 サンライズルーチェ 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 512＋ 42：00．81� 80．5�
48 ロードランヴェルセ 牡3鹿 56 和田 竜二 	ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 476－ 62：01．01� 11．7

59 サ イ ラ ス 牡3鹿 56 幸 英明	ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518± 02：01．1クビ 28．6�
818 パーラーギター 牝3青鹿54 西村 淳也吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 アタマ 23．7�
35 アイスソード 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 454＋ 82：01．2� 138．8
11 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 470－ 82：01．3クビ 7．8�
510 アオイアルファワン 牡3黒鹿56 川須 栄彦新谷 幸義氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 42：01．4� 72．9�
36 ルールザウイングス 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 476－10 〃 クビ 49．9�
611 スズカモービル 牡3栗 56 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452 ― 〃 ハナ 89．4�
12 マリーナドンナ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B438－ 42：01．5クビ 6．5�
713 シゲルプレミアム 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 468＋102：01．71� 443．5�
24 スカーレットオーラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 アタマ 18．7�
817 クレスコペガサス 牡3芦 56 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 426－ 82：02．33� 374．1�
816 マテンロウモナーク 牡3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 540 ―2：02．51� 180．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，096，500円 複勝： 98，803，300円 枠連： 12，347，100円
馬連： 43，793，400円 馬単： 25，626，600円 ワイド： 46，269，700円
3連複： 77，282，700円 3連単： 88，227，200円 計： 426，446，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 510円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 390円 �� 820円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 17，560円

票 数

単勝票数 計 340965 的中 � 155961（1番人気）
複勝票数 計 988033 的中 � 688973（1番人気）� 36851（4番人気）� 15305（9番人気）
枠連票数 計 123471 的中 （6－7） 12601（2番人気）
馬連票数 計 437934 的中 �� 39666（3番人気）
馬単票数 計 256266 的中 �� 16389（3番人気）
ワイド票数 計 462697 的中 �� 33668（3番人気）�� 14170（8番人気）�� 2595（38番人気）
3連複票数 計 772827 的中 ��� 8302（24番人気）
3連単票数 計 882272 的中 ��� 3641（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．4―48．2―1：00．4―1：12．2―1：24．1―1：36．1―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チェルノボーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2021．10．10 東京2着

2019．5．15生 牡3青鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 7戦1勝 賞金 17，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 シゲルプレミアム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月27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 ロノマクア号

23052 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時15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

35 リ ノ ア ラ 牝3黒鹿 54
53 ☆小沢 大仁�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 426± 01：47．2 11．4�

47 フェルンマンボ 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 476－ 41：47．31 10．5�
11 アルファカリーナ 牝3青鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：47．51 2．6�
816 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 466－ 21：47．71� 4．2�
59 メイショウジェゼロ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河松本 好	氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 452－121：48．34 17．4

12 ブロセリアンド 牝3黒鹿54 和田 竜二 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 488＋241：48．51� 35．5�
714 バ リ オ ー レ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 444＋ 41：48．71� 89．6�
23 スーサンユッセ 牝3鹿 54 小牧 太林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 462＋ 21：49．01� 97．1
713 ヴァラダムドラー 牝3鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B530＋141：49．1� 32．8�
815 サ ル セ ル 牝3栗 54 川須 栄彦中村 祐子氏 茶木 太樹 浦河 田中スタッド 476－ 41：49．31 273．5�
36 モズベイパーコーン 牝3青鹿54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 藤岡 健一 日高 株式会社

目黒牧場 488－ 21：49．4クビ 6．6�
48 リサディーン 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 420± 0 〃 クビ 73．8�
612 オーマイラヴアスク 牝3鹿 54

52 △松本 大輝廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 株式会社
ASK STUD 474－ 21：49．5クビ 375．9�

611 クリノキューチャン 牝3鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 坂口 智康 新冠 パカパカ
ファーム 462± 01：49．92� 373．0�

510 デ ミ 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 和美氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：50．0� 7．1�
24 チュウワチャーム 牝3鹿 54 松若 風馬中西 忍氏 小崎 憲 日高 若林 順一 460 ―1：56．2大差 73．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，249，900円 複勝： 45，261，500円 枠連： 10，946，200円
馬連： 43，529，200円 馬単： 19，445，800円 ワイド： 42，762，400円
3連複： 68，949，600円 3連単： 72，125，000円 計： 338，269，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 270円 � 290円 � 140円 枠 連（3－4） 2，070円

馬 連 �� 6，660円 馬 単 �� 18，180円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 670円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 64，470円

票 数

単勝票数 計 352499 的中 � 24653（6番人気）
複勝票数 計 452615 的中 � 36773（5番人気）� 33180（6番人気）� 114552（1番人気）
枠連票数 計 109462 的中 （3－4） 4083（8番人気）
馬連票数 計 435292 的中 �� 5058（22番人気）
馬単票数 計 194458 的中 �� 802（54番人気）
ワイド票数 計 427624 的中 �� 4692（25番人気）�� 16826（6番人気）�� 15990（7番人気）
3連複票数 計 689496 的中 ��� 8557（21番人気）
3連単票数 計 721250 的中 ��� 811（211番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．9―13．4―13．0―12．4―12．5―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．0―43．4―56．4―1：08．8―1：21．3―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ノ ア ラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bernardini デビュー 2022．5．7 新潟9着

2019．3．15生 牝3黒鹿 母 サトノジョリー 母母 ハニーローズ 4戦1勝 賞金 5，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チュウワチャーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月27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〕 オーマイラヴアスク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月27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 メイショウオリジン号・メイショウハクギン号



23053 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時05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
1：58．5

良
良

22 スカパラダイス 牡2黒鹿 54
50 ★今村 聖奈トライスターレーシング 寺島 良 新冠 ヒカル牧場 454 ―2：02．9 6．4�

89 インクルードダイヤ 牝2鹿 54 富田 暁 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 450 ―2：03．43 2．9�
33 ゼットスティール 牡2鹿 54 和田 竜二�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 510 ―2：03．5クビ 58．8�
77 ラストレムナント 牡2鹿 54 藤岡 康太鈴木 淳人氏 上村 洋行 新ひだか 信田牧場 466 ―2：03．6� 8．0�
11 キ リ ン ジ 牡2鹿 54 西村 淳也岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 482 ―2：03．7� 23．6�
44 マ ー レ イ ン 牝2栗 54 秋山真一郎今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 472 ― 〃 クビ 60．7	
66 ローゼンカヴァリエ 牡2芦 54 幸 英明
ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488 ―2：04．01� 12．9�
88 マテンロウレガシー 牡2黒鹿54 太宰 啓介寺田千代乃氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 470 ―2：04．95 26．1�
55 スティーロポリス 牡2鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500 ―2：05．21� 2．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，441，000円 複勝： 33，368，100円 枠連： 5，567，000円
馬連： 42，364，700円 馬単： 22，625，200円 ワイド： 33，101，400円
3連複： 53，345，000円 3連単： 87，327，400円 計： 317，139，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 130円 � 700円 枠 連（2－8） 1，040円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，350円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 9，750円 3 連 単 ��� 47，210円

票 数

単勝票数 計 394410 的中 � 51346（3番人気）
複勝票数 計 333681 的中 � 50145（3番人気）� 90650（1番人気）� 7931（8番人気）
枠連票数 計 55670 的中 （2－8） 4114（4番人気）
馬連票数 計 423647 的中 �� 39824（3番人気）
馬単票数 計 226252 的中 �� 7768（10番人気）
ワイド票数 計 331014 的中 �� 26698（3番人気）�� 3379（25番人気）�� 3515（24番人気）
3連複票数 計 533450 的中 ��� 4103（28番人気）
3連単票数 計 873274 的中 ��� 1341（138番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―12．4―13．3―12．9―12．6―12．2―11．7―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．1―36．5―49．8―1：02．7―1：15．3―1：27．5―1：39．2―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3
6，8（1，9）（3，5，7）－2－4
6（8，9，2）（1，5，7）3，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スカパラダイス �
�
父 シルバーステート �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2020．3．20生 牡2黒鹿 母 ファミリーソング 母母 グリーンヒルマック 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 インクルードダイヤ号の騎手富田暁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）

23054 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12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

24 アドマイヤラヴィ 牝3鹿 54
50 ★今村 聖奈近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：08．4 2．1�

35 エイシングリュック 牡3鹿 56
55 ☆小沢 大仁�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482＋ 41：08．71� 10．9�

611� シュガーフロート 牝3芦 54
50 ★永島まなみ�ヒダカファーム高柳 大輔 米 Hidaka Farm 418＋ 6 〃 アタマ 4．9�

817 ハルカナネガイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 410＋ 21：08．8� 6．7�
36 ジョーリベリカ 牡3栗 56 城戸 義政上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 454－ 21：08．9� 10．4	
815 トーホウオリオン 牡3鹿 56 長岡 禎仁東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 466－ 41：09．0� 60．3

612 オウケンミッキー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 辻 牧場 446＋ 2 〃 クビ 26．5�
816 ミ ス オ タ ワ 牝3栗 54 加藤 祥太高田 博氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 454＋ 6 〃 ハナ 49．6�
510 ベルシャンテ 牝3鹿 54 �島 克駿 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 424± 01：09．1� 12．0
714� ブラヴィーノ 牡3栗 56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 石坂 公一 米

Jay Goodwin, Lu-
cas Marquardt &
Rick Smith

436－ 41：09．31	 259．4�
713 ク レ フ 牝3鹿 54 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 428－ 2 〃 ハナ 402．3�
11 スカイストーリー 牝3鹿 54 和田 竜二水上ふじ子氏 今野 貞一 浦河 笠松牧場 468－101：09．4� 178．7�
59 シゲルマンカイ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希森中 蕃氏 服部 利之 新冠 中央牧場 406－ 81：09．5� 417．8�
48 テイエムラトーヌ 牝3芦 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 412－ 41：09．6� 32．4�
23 クリノガイア 牝3栗 54 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 秋田牧場 422－ 41：09．7� 46．6�
12 マーブルファクター 牝3鹿 54

52 △松本 大輝下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 486＋ 2 〃 クビ 83．3�

47 カルミチャン 牝3栗 54
53 ☆亀田 温心�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 428± 01：09．91	 400．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，718，200円 複勝： 52，860，900円 枠連： 10，760，900円
馬連： 56，572，900円 馬単： 24，525，800円 ワイド： 55，682，100円
3連複： 90，577，300円 3連単： 94，816，200円 計： 422，514，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 240円 � 150円 枠 連（2－3） 660円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 520円 �� 240円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 367182 的中 � 139463（1番人気）
複勝票数 計 528609 的中 � 151055（1番人気）� 39954（6番人気）� 84677（2番人気）
枠連票数 計 107609 的中 （2－3） 12562（2番人気）
馬連票数 計 565729 的中 �� 36025（4番人気）
馬単票数 計 245258 的中 �� 10449（5番人気）
ワイド票数 計 556821 的中 �� 25935（6番人気）�� 68127（1番人気）�� 18457（7番人気）
3連複票数 計 905773 的中 ��� 40633（2番人気）
3連単票数 計 948162 的中 ��� 8953（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．3―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤラヴィ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．9．11 中京3着

2019．2．13生 牝3鹿 母 アドマイヤミヤビ 母母 レディスキッパー 5戦1勝 賞金 11，720，000円
〔制裁〕 アドマイヤラヴィ号の騎手今村聖奈は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・5番・6番）

ブラヴィーノ号の騎手藤岡康太は，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：3番・2番）
〔その他〕 シュガーフロート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シュガーフロート号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月27日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ブラヴィーノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月27日まで平地競走に出走できな

い。

追 加 記 事（第 4回小倉競馬第 3日第 12 競走）
〔その他〕　　スカリーワグ号は，競走中に疾病〔左第１指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



23055 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第7競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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

47 テイエムファクター 牡3鹿 54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 462± 01：45．6 1．5�
12 ウインアウォード 牡3栗 54 松若 風馬�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 508± 01：45．7クビ 18．6�
11 ワンダフルトゥデイ 牡3黒鹿54 幸 英明 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 504＋ 21：45．91� 7．1�
510 ベ ル ド ラ ゴ 牡3鹿 54 加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 472－ 21：46．1� 27．9�
48 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 422－ 21：46．63 41．8�
611 ナムラダイゴロー 牡3黒鹿54 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 458＋ 41：46．7� 35．9	
612 ビナホイアン 牡3鹿 54

52 △松本 大輝井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム 444± 01：47．01� 9．8

713 フラップシグナス 牡3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 482± 01：47．42� 14．4�
23 ケイアイメビウス 牡3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 B508＋ 4 〃 アタマ 21．9�
35 トランキリテ 牡3鹿 54 �島 克駿 キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 61：47．51 15．3�
36 � バ ン ボ ー レ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 450－211：47．6クビ 123．0�
815 セイバートゥース �3鹿 54 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 31：47．7� 50．6�
24 クレスケンスルーナ 牝3栗 52 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 468± 01：47．91	 90．4�
816 ノーブルキャニオン 牡4鹿 57 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B480＋ 2 〃 クビ 345．0�
59 バンドールロゼ 牡3栗 54

53 ☆小沢 大仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：48．43 233．2�

714� ヴ ェ ラ ー ト �4栗 57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 494－ 2 〃 クビ 246．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，144，400円 複勝： 113，626，100円 枠連： 12，899，700円
馬連： 61，318，100円 馬単： 29，028，200円 ワイド： 61，506，200円
3連複： 95，225，300円 3連単： 120，289，000円 計： 541，037，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 250円 � 160円 枠 連（1－4） 380円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 490円 �� 270円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 471444 的中 � 240163（1番人気）
複勝票数 計1136261 的中 � 716296（1番人気）� 42954（5番人気）� 88935（2番人気）
枠連票数 計 128997 的中 （1－4） 25926（1番人気）
馬連票数 計 613181 的中 �� 42101（4番人気）
馬単票数 計 290282 的中 �� 17116（3番人気）
ワイド票数 計 615062 的中 �� 31447（4番人気）�� 66851（1番人気）�� 14013（11番人気）
3連複票数 計 952253 的中 ��� 39837（2番人気）
3連単票数 計1202890 的中 ��� 16834（4番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．4―12．7―12．7―12．7―12．7―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．2―41．9―54．6―1：07．3―1：20．0―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムファクター �
�
父 ザファクター �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．2．12 阪神3着

2019．4．15生 牡3鹿 母 マ ノ ア ラ ニ 母母 マイグリーン 8戦2勝 賞金 20，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードグリュック号
（非抽選馬） 1頭 グルーヴビート号

23056 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第8競走 ��3，390�第24回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード3：40．0良

69 � アサクサゲンキ �7鹿 60 石神 深一田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

462－ 23：43．2 2．9�
11 メイショウウチデ 牡6鹿 60 小坂 忠士松本 和子氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 464－ 83：43．3クビ 3．8�
68 マサハヤドリーム �10鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋103：43．4� 21．1�
711 ポルトラーノ �6鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496＋ 43：43．71� 5．0�
57 テイエムタツマキ 牡4青鹿60 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 B494－ 43：43．91 23．1�
710 テリオスルイ 牡4鹿 60 中村 将之鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 460－12 〃 ハナ 43．6	
45 シャイニーゲール 牡8鹿 60 小牧加矢太小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 478＋ 23：45．07 9．2

813 メイショウユウスイ 牡4鹿 60 西谷 誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450＋ 83：45．1	 21．3�
22 シャイニーズラン 牡5鹿 60 平沢 健治田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 454－ 43：46．16 66．1�
33 クラウンディバイダ �9黒鹿60 伴 啓太クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 464－ 23：46．41� 44．8�
812 グランソード 牡7青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 568± 03：48．010 104．2�
44 クライムメジャー 牡8栗 60 植野 貴也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞
湖 レイクヴィラファーム 522＋ 2 （競走中止） 9．2�
56 � マイネルプロンプト �10黒鹿60 白浜 雄造岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 472－ 6 （競走中止） 37．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，393，900円 複勝： 57，191，200円 枠連： 17，361，300円
馬連： 74，052，100円 馬単： 35，643，200円 ワイド： 67，133，100円
3連複： 155，721，200円 3連単： 187，595，200円 計： 638，091，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 440円 枠 連（1－6） 490円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 260円 �� 690円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 7，760円

票 数

単勝票数 計 433939 的中 � 118060（1番人気）
複勝票数 計 571912 的中 � 127459（1番人気）� 106941（3番人気）� 23018（7番人気）
枠連票数 計 173613 的中 （1－6） 27111（1番人気）
馬連票数 計 740521 的中 �� 104472（1番人気）
馬単票数 計 356432 的中 �� 29022（1番人気）
ワイド票数 計 671331 的中 �� 75872（1番人気）�� 23400（8番人気）�� 12678（16番人気）
3連複票数 計1557212 的中 ��� 47197（5番人気）
3連単票数 計1875952 的中 ��� 17516（15番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 51．7－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アサクサゲンキ �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2017．7．8 中京4着

2015．4．17生 �7鹿 母 Amelia 母母 Aquilegia 障害：18戦5勝 賞金 128，526，000円
〔競走中止〕 マイネルプロンプト号は，2周目2号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

クライムメジャー号は，2周目1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 メイショウユウスイ号の騎手西谷誠は，3周目4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：3番）



23057 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時15分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円
生産者賞 九州軽種馬協会会長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

816 サツマノオンナ 牝2黒鹿55 藤岡 康太伊東 政清氏 新谷 功一 鹿児島 新保 孝一 444＋ 41：08．9 2．0�
23 テイエムユメキュウ 牝2鹿 55 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 448＋ 41：09．43 5．8�
510 ゴーツウキリシマ 牝2鹿 53 幸 英明西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 444－121：09．5� 25．0�
713 コウユーオモイノセ 牡2芦 53 和田 竜二加治屋貞光氏 斉藤 崇史 宮崎 田上 勝雄 478＋ 61：09．82 34．7�
612 カシノスターリング 牡2栗 53 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 458－ 41：09．9� 81．3�
714 エイヨーチャクラ 牝2青鹿53 亀田 温心柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 438± 0 〃 アタマ 88．0�
35 オバケノキンタ 牡2鹿 55 小沢 大仁内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 440＋ 21：10．0� 2．9	
611	 ネ オ シ エ ル 牡2鹿 55 山口 勲瓜生 和彦氏 真島 元徳 宮崎 吉野 政敏 B468－121：10．1クビ 182．6


（佐賀） （佐賀）

47 キリシマラッキー 牡2栗 53 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 440＋ 21：10．31� 426．9�
815 セロンテソーロ 牝2鹿 53 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± 01：10．72� 30．3
36 カシノジャッカル 牡2青 53 田中 健柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 徳重 正幸 386－121：11．02 469．6�
817 カムカムキリシマ 牝2鹿 53 今村 聖奈西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 430 ―1：11．53 25．9�
11 	 カシノスパイス 牡2鹿 55 飛田 愛斗柏木 務氏 古賀 光範 熊本 本田 土寿 414－ 61：11．82 220．2�

（佐賀） （佐賀）

59 カシノアルバ 牡2黒鹿53 川須 栄彦柏木 務氏 和田 雄二 熊本 ストームファーム
コーポレーション 442＋ 41：12．22� 235．7�

12 テイエムハヤカケン 牡2黒鹿53 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 490－ 6 〃 ハナ 206．4�
24 	 タイムオブライフ 牝2栗 55 田中 直人吉武 章氏 矢野 久美 鹿児島 徳重 正幸 446－221：13．47 149．3�

（佐賀） （佐賀）

48 	 ヒ イ ズ ル 牝2芦 55 吉本 隆記吉田 哲氏 井樋 明正 宮崎 吉野 政敏 388－ 31：14．88 293．1�
（佐賀） （佐賀）

（17頭）

売 得 金
単勝： 51，391，600円 複勝： 60，561，400円 枠連： 18，716，200円
馬連： 72，454，100円 馬単： 38，798，800円 ワイド： 63，656，900円
3連複： 129，084，400円 3連単： 183，686，000円 計： 618，349，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 330円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 240円 �� 730円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 513916 的中 � 211769（1番人気）
複勝票数 計 605614 的中 � 229713（1番人気）� 76304（3番人気）� 28227（5番人気）
枠連票数 計 187162 的中 （2－8） 32156（2番人気）
馬連票数 計 724541 的中 �� 109515（2番人気）
馬単票数 計 387988 的中 �� 41743（3番人気）
ワイド票数 計 636569 的中 �� 80758（2番人気）�� 20394（7番人気）�� 13557（11番人気）
3連複票数 計1290844 的中 ��� 35502（8番人気）
3連単票数 計1836860 的中 ��� 19019（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―45．0―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．5
3 ・（3，16）5－（7，12）（8，10）（13，14）9，11－15（4，17）2，6－1 4 ・（3，16）5（7，12）10（13，14）11（8，9）－15－17（4，6）2－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サツマノオンナ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．7．2 小倉1着

2020．5．5生 牝2黒鹿 母 スペシャルビビー 母母 レッツファイト 2戦2勝 賞金 21，357，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムハヤカケン号・タイムオブライフ号・ヒイズル号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年9月27日まで平地競走に出走できない。
カシノアルバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月27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。

23058 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第10競走 ��2，000�
さ い か い

西 海 賞
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

88 ヘッズオアテールズ 牝4鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 21：58．3 10．3�

22 ルージュメサージュ 牝4黒鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：58．51� 14．6�
66 ワーフデール 牝3栗 52 幸 英明�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：58．6クビ 3．2�
55 フ ア ナ 牝5鹿 55 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：58．7� 5．7�
44 アメリカンスター 牝3鹿 52 秋山真一郎ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋10 〃 クビ 3．7	
89 ウィズダイヤモンズ 牝5鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 81：58．8� 47．9

11 	 ア ト ミ カ 牝7鹿 55 今村 聖奈東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 442± 01：58．9
 23．7�
33 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 474－101：59．32 4．3�
77 タガノフィナーレ 牝3黒鹿52 富田 暁八木 良司氏 中村 直也 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 41：59．83 23．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 53，678，100円 複勝： 67，846，500円 枠連： 10，600，800円
馬連： 83，374，600円 馬単： 37，228，100円 ワイド： 65，613，400円
3連複： 124，683，500円 3連単： 191，635，600円 計： 634，660，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 280円 � 270円 � 150円 枠 連（2－8） 5，110円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 640円 �� 770円

3 連 複 ��� 6，080円 3 連 単 ��� 48，050円

票 数

単勝票数 計 536781 的中 � 41594（5番人気）
複勝票数 計 678465 的中 � 53624（6番人気）� 55764（5番人気）� 152891（1番人気）
枠連票数 計 106008 的中 （2－8） 1607（19番人気）
馬連票数 計 833746 的中 �� 11860（19番人気）
馬単票数 計 372281 的中 �� 2895（35番人気）
ワイド票数 計 656134 的中 �� 14416（15番人気）�� 26968（9番人気）�� 22012（11番人気）
3連複票数 計1246835 的中 ��� 15379（24番人気）
3連単票数 計1916356 的中 ��� 2891（167番人気）

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

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―48．0―1：00．1―1：11．9―1：23．6―1：35．3―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘッズオアテールズ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Orpen デビュー 2021．1．5 中京3着

2018．1．30生 牝4鹿 母 テスタオクローチェ 母母 Shiver Stream 8戦3勝 賞金 35，273，000円



23059 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第11競走 ��
��1，000�

ぷ さ ん

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

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

814� ボンボンショコラ 牝5黒鹿55 松若 風馬田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 482＋ 4 58．2 9．1�
813 ショウゲッコウ 牝5鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 470－ 2 58．51	 4．2�
11 
 ジャスパーゴールド 牡4栗 57 松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers B470＋16 58．81	 47．0�
69 パワフルヒロコ 牝8黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 452± 0 〃 アタマ 23．2�
34 プラチナムレイアー 牡4芦 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B490＋ 6 〃 クビ 4．7�
610
 エ ル ズ リ ー 牝6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 528± 0 58．9クビ 10．2	

712
 フォルツァエフ 牡7鹿 57 幸 英明大野 照旺氏 森 秀行 米 Jim R. Wells
& Janie Wells B502＋10 〃 クビ 7．0


22 アッティーヴォ 牡8栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 454－ 4 〃 アタマ 9．6�
46 ジェットエンブレム 牡4栗 57 �島 克駿犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B514－ 8 〃 アタマ 10．1�
58 � ラホーヤノキセキ 牡8青鹿57 小沢 大仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 492－ 6 〃 クビ 9．2
33 レ ジ ェ モ ー 牝5鹿 55 加藤 祥太吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 440＋ 6 59．21	 50．3�
57 テンテキセンセキ 牡5黒鹿57 今村 聖奈岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 6 59．3� 21．9�
45 � チェリーブリーズ 牝5鹿 55 大庭 和弥�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 484＋ 81：00．04 118．7�
711� キングキャヴィア 牡5鹿 57 城戸 義政中西 功氏 服部 利之 新ひだか カタオカステーブル 524± 01：00．53 369．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 93，187，000円 複勝： 119，410，900円 枠連： 39，722，000円
馬連： 233，198，000円 馬単： 78，797，200円 ワイド： 161，119，200円
3連複： 384，341，200円 3連単： 389，590，300円 計： 1，499，365，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 390円 � 200円 � 1，020円 枠 連（8－8） 3，290円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 5，460円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 30，780円 3 連 単 ��� 115，470円

票 数

単勝票数 計 931870 的中 � 81140（4番人気）
複勝票数 計1194109 的中 � 75136（8番人気）� 193565（2番人気）� 25493（11番人気）
枠連票数 計 397220 的中 （8－8） 9349（18番人気）
馬連票数 計2331980 的中 �� 58009（11番人気）
馬単票数 計 787972 的中 �� 10513（20番人気）
ワイド票数 計1611192 的中 �� 36672（13番人気）�� 7451（57番人気）�� 12242（44番人気）
3連複票数 計3843412 的中 ��� 9362（115番人気）
3連単票数 計3895903 的中 ��� 2446（454番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．3―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボンボンショコラ �
�
父 ノーザンリバー �

�
母父 フォーティナイナー

2017．5．5生 牝5黒鹿 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 13戦3勝 賞金 42，351，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ボンボンショコラ号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番）

23060 8月27日 晴 良 （4小倉4） 第5日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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 ハッピーオーサム 牝4黒鹿 55
51 ★今村 聖奈馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496＋101：46．7 5．7�

11 パーサヴィアランス 牡3鹿 54 西村 淳也馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B454＋10 〃 クビ 7．8�
88 エーティーマクフィ 牡3鹿 54 富田 暁荒木 徹氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 452－101：46．8� 1．8�
44 フェブサンカラ 牝3鹿 52

49 ▲角田 大河釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 410＋101：46．9� 35．7�
66 クーファイザナミ 牝5鹿 55

54 ☆小沢 大仁大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 418± 01：47．22 33．3�
33 プルサティーラ 牝3鹿 52 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 アタマ 4．1	
55 グラティトゥー 牡4黒鹿57 �島 克駿ライオンレースホース
 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 21：47．3� 10．4�
77 ウォーターブレイク 牝6黒鹿55 松若 風馬山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：47．72� 96．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 58，512，300円 複勝： 75，629，000円 枠連： 発売なし
馬連： 78，633，200円 馬単： 44，848，300円 ワイド： 58，299，600円
3連複： 98，936，400円 3連単： 247，155，100円 計： 662，013，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 460円 �� 220円 �� 230円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 585123 的中 � 81842（3番人気）
複勝票数 計 756290 的中 � 82097（3番人気）� 76195（4番人気）� 386047（1番人気）
馬連票数 計 786332 的中 �� 32851（7番人気）
馬単票数 計 448483 的中 �� 8962（13番人気）
ワイド票数 計 582996 的中 �� 27368（7番人気）�� 71892（2番人気）�� 68897（3番人気）
3連複票数 計 989364 的中 ��� 107240（2番人気）
3連単票数 計2471551 的中 ��� 20570（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．5―48．5―1：00．1―1：11．8―1：23．4―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーオーサム 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Awesome Gambler デビュー 2020．9．12 中京5着

2018．2．23生 牝4黒鹿 母 ウィラビーオーサム 母母 Cause I’m Tricky 14戦2勝 賞金 23，946，000円



（4小倉4）第5日 8月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

238，190，000円
5，570，000円
24，610，000円
1，890，000円
29，790，000円
71，164，000円
5，529，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
558，160，200円
860，824，500円
146，511，900円
862，937，900円
404，146，300円
717，922，400円
1，384，880，300円
1，854，032，500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 6，789，416，000円

総入場人員 6，291名 （有料入場人員 5，811名）
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