
23061 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第1競走 ��1，000�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
57．7
57．7

重
重

44 アルムラトゥール 牡2黒鹿54 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B494＋ 6 59．6 3．5�

22 シャドウダッチェス 牝2栗 54 幸 英明飯塚 知一氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 450＋ 61：00．13 8．9�
67 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 488＋ 41：01．27 2．9�
811 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 440－ 21：01．3� 29．3�

33 ミヤジミニー 牝2鹿 54
50 ★今村 聖奈曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 434＋ 21：01．61� 5．1�

68 ベロニカブレイン 牝2鹿 54
53 ☆亀田 温心エンジェルレーシング� 北出 成人 浦河 小島牧場 412－121：01．81� 13．9	

710 プライスレス 牝2鹿 54 川須 栄彦 
カタオカファーム加用 正 新ひだか カタオカフアーム 442－ 41：01．9クビ 9．2�
55 ケイパラパデオ 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ中西 桂子氏 本田 優 新冠 村上 進治 412－ 21：02．64 110．3�
11 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 378－ 21：02．7� 96．9
56 メイショウベニバナ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 450＋ 41：03．55 51．3�
79 ナディスター �2栗 54 中井 裕二赤松 敬之氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 458± 01：03．81� 191．5�
812 コパノサンタアナ 牡2栗 54 森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 470± 01：05．39 156．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，897，700円 複勝： 36，501，800円 枠連： 6，614，500円
馬連： 45，402，000円 馬単： 22，641，600円 ワイド： 39，734，700円
3連複： 72，444，100円 3連単： 85，312，400円 計： 338，548，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 200円 � 120円 枠 連（2－4） 1，540円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 390円 �� 210円 �� 370円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 298977 的中 � 71070（2番人気）
複勝票数 計 365018 的中 � 85241（2番人気）� 32257（5番人気）� 95568（1番人気）
枠連票数 計 66145 的中 （2－4） 3314（8番人気）
馬連票数 計 454020 的中 �� 27019（6番人気）
馬単票数 計 226416 的中 �� 8405（9番人気）
ワイド票数 計 397347 的中 �� 23810（6番人気）�� 55847（1番人気）�� 25119（4番人気）
3連複票数 計 724441 的中 ��� 59115（2番人気）
3連単票数 計 853124 的中 ��� 9462（16番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．1―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．1―35．2―47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルムラトゥール �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．7．30 新潟5着

2020．5．4生 牡2黒鹿 母 チャーリーズ 母母 タガノチャーリーズ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナディスター号・コパノサンタアナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月

28日まで平地競走に出走できない。

23062 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第2競走 ��2，600�3歳未勝利
発走10時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
2：36．4
2：35．1

良
良

23 メイショウブレゲ 牡3栗 56
52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 448－ 82：38．9 3．7�

24 ロックバウンド 牡3鹿 56
55 ☆小沢 大仁 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 464＋ 12：39．43 34．6�

714 カルトゥーシュ 牡3鹿 56 �島 克駿 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 470± 0 〃 アタマ 4．8�
815 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 428＋ 22：39．71� 48．8�
47 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 B466－ 22：40．02 25．5	
816 ストライクファイア 牡3鹿 56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 62：40．42� 2．2

59 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 秋山真一郎服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 420－ 62：40．61� 27．5�
510 ブリーザフレスカ 牝3鹿 54 松若 風馬名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 486－ 62：40．7クビ 28．8�
48 ヴァレプロフォンダ 牡3鹿 56 高倉 稜ゴドルフィン 杉山 晴紀 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 ハナ 12．6
36 ライラックワイン 牝3栗 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 412± 02：40．8� 58．0�
611 サ エ ル 牝3鹿 54 藤岡 康太�イクタ 野中 賢二 新冠 村本牧場 488＋ 42：41．11� 93．5�
713 エバーフレッシュ 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：41．52� 157．0�
12 ク ラ ト ス �3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 高橋 義忠 日高 藤本 直弘 418－ 62：42．88 312．3�
11 フォアランナー 牡3栗 56 北村 友一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520＋ 82：44．07 19．4�
35 	 ブンダクリフス 牡3鹿 56 国分 恭介ゴドルフィン 寺島 良 愛 Dunrowan

Consultancy 478－ 62：44．95 231．1�
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612 ナリタイチモンジ 牡3鹿 56 富田 暁�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 482± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，422，000円 複勝： 54，429，200円 枠連： 11，888，500円
馬連： 50，702，100円 馬単： 23，329，200円 ワイド： 55，279，700円
3連複： 82，312，300円 3連単： 78，962，600円 計： 395，325，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 700円 � 150円 枠 連（2－2） 5，530円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 9，330円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 360円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 7，910円 3 連 単 ��� 49，300円

票 数

単勝票数 差引計 384220（返還計 16341） 的中 � 82799（2番人気）
複勝票数 差引計 544292（返還計 23972） 的中 � 106346（3番人気）� 13456（9番人気）� 111432（2番人気）
枠連票数 差引計 118885（返還計 141） 的中 （2－2） 1666（20番人気）
馬連票数 差引計 507021（返還計 60625） 的中 �� 7892（18番人気）
馬単票数 差引計 233292（返還計 27792） 的中 �� 1874（27番人気）
ワイド票数 差引計 552797（返還計 78794） 的中 �� 8344（19番人気）�� 43624（3番人気）�� 7196（23番人気）
3連複票数 差引計 823123（返還計184629） 的中 ��� 7803（24番人気）
3連単票数 差引計 789626（返還計166583） 的中 ��� 1161（142番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．4―12．2―11．6―12．7―13．2―13．0―12．4―11．8―11．7―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．4―36．8―49．0―1：00．6―1：13．3―1：26．5―1：39．5―1：51．9―2：03．7―2：15．4―2：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F47．0―3F35．2
1
�

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

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

メイショウブレゲ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2022．1．15 中京16着

2019．4．30生 牡3栗 母 メイショウスイヅキ 母母 ヴィトンクイーン 13戦1勝 賞金 15，920，000円
〔競走除外〕 ナリタイチモンジ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ロックバウンド号の調教師松永昌博は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金50，000円。
〔その他〕 ストライクファイア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォアランナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28日まで平地競走

に出走できない。
ブンダクリフス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月28日まで平地競
走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ストライクファイア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月28日まで出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 小倉競馬 第６日



23063 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

12 サトノリーベ 牝3鹿 54 幸 英明 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 442＋ 22：00．2 3．8�
816 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 424－ 2 〃 クビ 4．6�
36 ルージュラジョア 牝3黒鹿54 �島 克駿 �東京ホースレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：00．41� 1．7�
612 プラウドリネージュ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈フィールドレーシング 四位 洋文 日高 日高大洋牧場 426＋ 42：00．61� 23．8�
815 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 432＋ 82：00．92 29．0	
24 レディコートアスク 牝3黒鹿54 富田 暁廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 430＋142：01．1� 36．4

35 クレエンシア 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 20．8�
714 ホウオウフラッシュ 牝3鹿 54 荻野 極小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 82：01．73� 399．2�
611 チュウワシルバー 牝3鹿 54 加藤 祥太中西 忍氏 庄野 靖志 日高 若林 順一 480－ 42：01．8クビ 532．1
510 キ ル ス テ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲川端 海翼橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 450－ 62：01．9� 167．4�
713 スナークルーヴル 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 446＋ 62：03．28 203．7�
48 ブリリアントギフト 牝3黒鹿54 松若 風馬山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 388± 02：03．83� 150．4�
47 スズカアーム 牝3鹿 54 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B480－ 62：05．18 344．0�
11 シンハプーラ 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474 ― （競走中止） 29．3�
23 キ ン プ ウ 牝3鹿 54 長岡 禎仁阿部東亜子氏 高橋 康之 新ひだか 今 牧場 460－ 4 （競走中止） 514．8�
59 ティンタルレ 牝3鹿 54 高倉 稜�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 430＋ 8 （競走中止） 146．9�
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売 得 金
単勝： 37，584，100円 複勝： 111，416，200円 枠連： 10，522，000円
馬連： 48，683，000円 馬単： 28，165，500円 ワイド： 43，341，100円
3連複： 81，325，500円 3連単： 109，641，900円 計： 470，679，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－8） 720円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 280円 �� 180円 �� 160円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 375841 的中 � 78072（2番人気）
複勝票数 計1114162 的中 � 106454（2番人気）� 87488（3番人気）� 766525（1番人気）
枠連票数 計 105220 的中 （1－8） 11305（3番人気）
馬連票数 計 486830 的中 �� 39278（3番人気）
馬単票数 計 281655 的中 �� 11958（5番人気）
ワイド票数 計 433411 的中 �� 32792（3番人気）�� 60842（2番人気）�� 79730（1番人気）
3連複票数 計 813255 的中 ��� 144946（1番人気）
3連単票数 計1096419 的中 ��� 20748（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．4―12．3―12．4―12．4―12．7―12．3―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―22．8―34．2―46．5―58．9―1：11．3―1：24．0―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．2
1
3
7（8，12）－10（13，2）14，9，16（4，6）（5，3，11）－（1，15）
7－8，12（10，2）（13，16）（14，6，15）9（4，11）（5，3）1

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

勝馬の
紹 介

サトノリーベ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Star Dabbler デビュー 2022．1．23 中京10着

2019．2．23生 牝3鹿 母 スウィーティーガール 母母 Santiaga 7戦1勝 賞金 12，524，000円
〔競走中止〕 ティンタルレ号は，最後の直線コースで，内側に斜行した「レディコートアスク」号の影響を受けた「クレエンシア」号に触

れ，転倒したため競走中止。
キンプウ号・シンハプーラ号は，最後の直線コースで，転倒した「ティンタルレ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したた

め競走中止。
〔制裁〕 レディコートアスク号の騎手富田暁は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和4年9月10日から令和4年9月

11日まで騎乗停止。（被害馬：5番・9番・3番・1番）
レディコートアスク号の騎手富田暁は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

〔その他〕 ティンタルレ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ティンタルレ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月28日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 チュウワシルバー号・スナークルーヴル号・スズカアーム号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年10月28日まで平地競走に出走できない。

23064 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

815 テイエムシップ 牡3黒鹿56 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 512－ 21：47．1 4．0�
36 ドンシャーク 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 B490－ 21：47．2クビ 3．6�
713 サ ハ ラ 牡3鹿 56 西村 淳也草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B484－ 41：47．73 5．6�
35 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56 松若 風馬�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B494－ 41：47．91 4．7�
816 グローレジェンド 牡3鹿 56 藤岡 康太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 524＋ 4 〃 クビ 19．2	
12 テーオーパルフェ 牡3栗 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 21：48．21� 84．1

611 サダムパッション 牡3黒鹿56 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 498－ 41：48．3� 571．3�
510 オーウェンバローズ 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈猪熊 広次氏 辻野 泰之 洞�湖 レイクヴィラファーム B460＋121：48．5� 17．2�
23 スマートキングダム 牡3鹿 56 荻野 極大川 徹氏 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 500－ 4 〃 クビ 9．2
612 リリーアロー 牡3鹿 56 富田 暁土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム B494＋ 2 〃 アタマ 21．7�
47 ニホンピロペリー 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 486＋101：48．71� 39．9�
59 マルトドラゴン �3鹿 56

55 ☆亀田 温心大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 466－ 41：48．91� 74．4�
48 ワンダートリガー 牡3鹿 56 中井 裕二山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 高昭牧場 488＋121：49．21� 321．2�
11 フ タ イ テ ン 牡3青鹿56 川須 栄彦江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 556＋ 41：49．52 90．8�
714 ブレットアーチ 牡3栗 56 �島 克駿吉田 勝己氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B468＋ 81：49．6クビ 262．4�
24 シゲルカーフレイズ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 494－ 41：51．8大差 469．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，923，400円 複勝： 63，853，600円 枠連： 13，590，900円
馬連： 62，141，300円 馬単： 28，449，100円 ワイド： 61，234，100円
3連複： 105，832，700円 3連単： 106，359，300円 計： 483，384，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 340円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 290円 �� 360円 �� 340円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，950円

票 数

単勝票数 計 419234 的中 � 83331（2番人気）
複勝票数 計 638536 的中 � 122419（2番人気）� 130404（1番人気）� 98203（4番人気）
枠連票数 計 135909 的中 （3－8） 30625（1番人気）
馬連票数 計 621413 的中 �� 69403（1番人気）
馬単票数 計 284491 的中 �� 15343（1番人気）
ワイド票数 計 612341 的中 �� 56041（1番人気）�� 42214（4番人気）�� 45110（3番人気）
3連複票数 計1058327 的中 ��� 82965（1番人気）
3連単票数 計1063593 的中 ��� 15566（1番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．5―13．0―12．9―12．4―12．5―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．5―43．5―56．4―1：08．8―1：21．3―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムシップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2022．2．19 阪神5着

2019．4．8生 牡3黒鹿 母 ビッグスマイル 母母 メイケイシラオキ 4戦1勝 賞金 7，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
〔騎手変更〕 フタイテン号の騎手長岡禎仁は，第3競走での落馬による検査のため川須栄彦に変更。

ニホンピロペリー号の騎手高倉稜は，第3競走での落馬による検査のため永島まなみに変更。
〔制裁〕 オーウェンバローズ号の騎手今村聖奈は，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：16番・13番）
〔3走成績による出走制限〕 ニホンピロペリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月28日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テーオーインパクト号



23065 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

牝；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

33 コナコースト 牝2青鹿54 �島 克駿 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 472 ―1：49．1 2．2�
55 メテオリート 牝2鹿 54 西村 淳也 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 484 ―1：49．2クビ 6．2�
89 エールミネルヴァ 牝2黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―1：49．41� 17．5�
810 メ ア リ ー 牝2鹿 54 団野 大成平井 裕氏 浜田多実雄 新ひだか 静内山田牧場 468 ―1：50．04 90．9�
22 アンジェリカル 牝2青鹿54 富田 暁 �ローレルレーシング 武 英智 浦河 杵臼牧場 440 ―1：50．1クビ 4．0	
78 サトノラピス 牝2鹿 54 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 456 ―1：50．52� 13．1

77 リリーバローズ 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 446 ― 〃 アタマ 6．2�
11 エレガントジェシー 牝2鹿 54

52 △松本 大輝鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 オリエント牧場 B446 ―1：51．24 125．9�
66 ダンザンレーヴ 牝2青鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 392 ―1：51．83� 48．6
44 キャリアウーマン 牝2鹿 54 幸 英明寺田 秀樹氏 鈴木 孝志 洞�湖 レイクヴィラファーム 444 ―1：53．07 56．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，586，900円 複勝： 46，104，000円 枠連： 7，772，800円
馬連： 48，424，200円 馬単： 27，607，400円 ワイド： 39，637，000円
3連複： 66，375，200円 3連単： 106，558，500円 計： 391，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 260円 枠 連（3－5） 660円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 270円 �� 500円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 485869 的中 � 177022（1番人気）
複勝票数 計 461040 的中 � 153961（1番人気）� 63216（3番人気）� 31059（6番人気）
枠連票数 計 77728 的中 （3－5） 9049（3番人気）
馬連票数 計 484242 的中 �� 62335（2番人気）
馬単票数 計 276074 的中 �� 23404（2番人気）
ワイド票数 計 396370 的中 �� 42846（2番人気）�� 19521（6番人気）�� 10068（13番人気）
3連複票数 計 663752 的中 ��� 21996（7番人気）
3連単票数 計1065585 的中 ��� 11865（18番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―12．6―12．2―11．8―12．2―11．8―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―38．0―50．2―1：02．0―1：14．2―1：26．0―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
10，3（5，9）－4（2，7）（1，6，8）・（10，9）5（3，7）（2，8）－6（4，1）

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

勝馬の
紹 介

コナコースト �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．3．15生 牝2青鹿 母 コナブリュワーズ 母母 アンブロワーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23066 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

11 バ レ リ ー ナ 牝2栗 54 西村 淳也石川 達絵氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 454 ―1：08．9 2．1�
22 トーホウビエント 牝2鹿 54 藤岡 康太東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 444 ―1：09．53� 3．2�
89 スリーブリランテ 牡2鹿 54 �島 克駿永井商事� 長谷川浩大 平取 稲原牧場 472 ―1：09．81� 6．4�
77 テ ィ リ ア 牝2鹿 54 中井 裕二德永 博氏 村山 明 新冠 村上 進治 458 ―1：10．22� 15．5�
88 クリノアグレッシブ 牡2青鹿54 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 安平 ゼットステーブル 496 ― 〃 アタマ 82．9�
44 ド ラ イ グ 牡2鹿 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 白井牧場 468 ―1：10．52 9．1	
33 デ ィ オ ー ネ 牝2青鹿54 城戸 義政 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 438 ―1：10．6� 40．2

66 ポーラーサンダー 牡2黒鹿54 富田 暁谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 450 ―1：10．81� 22．3�
55 ロイヤルホープ 牝2青鹿54 �島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 大滝 康晴 424 ―1：12．18 102．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，090，100円 複勝： 25，903，900円 枠連： 5，560，600円
馬連： 37，806，900円 馬単： 23，113，800円 ワイド： 28，868，500円
3連複： 51，142，400円 3連単： 93，799，500円 計： 301，285，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－2） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，520円

票 数

単勝票数 計 350901 的中 � 137903（1番人気）
複勝票数 計 259039 的中 � 78070（1番人気）� 59521（2番人気）� 41710（3番人気）
枠連票数 計 55606 的中 （1－2） 14171（1番人気）
馬連票数 計 378069 的中 �� 97697（1番人気）
馬単票数 計 231138 的中 �� 36667（1番人気）
ワイド票数 計 288685 的中 �� 59483（1番人気）�� 28323（2番人気）�� 19855（4番人気）
3連複票数 計 511424 的中 ��� 71643（1番人気）
3連単票数 計 937995 的中 ��� 44516（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．5―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 1，3（2，9）－7，8－（4，6）＝5 4 ・（1，3）2，9－7（4，8）6＝5

勝馬の
紹 介

バ レ リ ー ナ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Manduro 初出走

2020．3．18生 牝2栗 母 マ ニ ヤ ラ 母母 Genovefa 1戦1勝 賞金 7，000，000円



23067 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第7競走 1，700�3歳未勝利
発走13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
1：40．9
1：40．9

重
重

510 ハギノロックオン 牡3黒鹿56 西村 淳也日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 500± 01：45．7 9．2�
713 ワンダーブレット �3鹿 56 小牧 太山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 492－ 51：45．8� 13．0�
36 ヒノデテイオー 牡3栗 56 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 444＋ 21：46．75 9．4�
612 タイセイストラーダ 牡3黒鹿56 国分 恭介田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 カロッテファーム 478－ 61：46．8クビ 20．4�
611 コンジャンクション 牡3黒鹿56 �島 克駿 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B488＋ 2 〃 ハナ 2．9�
815 ベイパーコーン 牡3栗 56

54 △松本 大輝前田 晋二氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B462－ 81：47．22� 17．7	
12 メイショウヨウホウ 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 438－ 81：47．73 328．7

24 ワンダークエーサー 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 426－ 2 〃 クビ 237．2�
816 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± 01：48．12� 3．2�

11 タイキモンストル 牡3栗 56 酒井 学�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 488＋ 41：48．2クビ 9．3

48 ワンダークレイモア 牡3黒鹿56 藤懸 貴志山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 464－ 81：48．3� 34．7�
23 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 536＋ 81：48．72 90．6�
59 ツヴァイシュテルネ 牡3黒鹿56 秋山真一郎ライオンレースホース� 武 幸四郎 安平 追分ファーム 486－ 81：48．91� 101．0�
35 コスモパサージュ 牡3青鹿56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 宮 徹 安平 ノーザンファーム 498－ 91：49．96 43．8�
47 レ ー ヴ ェ ン 牡3栗 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482 ―1：50．64 233．4�
714 オータムソング 牡3鹿 56 団野 大成ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：55．3大差 69．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，005，800円 複勝： 62，731，000円 枠連： 13，171，300円
馬連： 69，062，300円 馬単： 30，204，200円 ワイド： 68，499，600円
3連複： 112，145，700円 3連単： 123，271，500円 計： 526，091，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 340円 � 400円 � 260円 枠 連（5－7） 5，070円

馬 連 �� 6，630円 馬 単 �� 10，930円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，390円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 13，210円 3 連 単 ��� 74，780円

票 数

単勝票数 計 470058 的中 � 40514（3番人気）
複勝票数 計 627310 的中 � 47180（5番人気）� 39347（6番人気）� 67170（3番人気）
枠連票数 計 131713 的中 （5－7） 2012（18番人気）
馬連票数 計 690623 的中 �� 8064（22番人気）
馬単票数 計 302042 的中 �� 2071（36番人気）
ワイド票数 計 684996 的中 �� 8153（26番人気）�� 12809（15番人気）�� 11839（18番人気）
3連複票数 計1121457 的中 ��� 6367（45番人気）
3連単票数 計1232715 的中 ��� 1195（236番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―11．2―13．0―12．6―12．4―12．7―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―29．4―42．4―55．0―1：07．4―1：20．1―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノロックオン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2022．1．10 中京4着

2019．3．20生 牡3黒鹿 母 エアティアーモ 母母 エアコゼット 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 ワンダークレイモア号の騎手長岡禎仁は，第3競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔制裁〕 コンジャンクション号の騎手�島克駿は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オータムソング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月28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〕 ツヴァイシュテルネ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月28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 ワンダージュノ号

23068 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

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

33 オーロベルディ 牝3鹿 52
51 ☆亀田 温心ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 480＋ 8 58．0 5．9�

710 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 496＋ 2 58．85 2．8�
812� タガノトランキーロ 牡5鹿 57

56 ☆小沢 大仁八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 496－ 2 59．43� 6．9�

57 グッドウッドガイ 牡3栗 54 中井 裕二栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 496－ 6 〃 クビ 17．0�
44 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55 富田 暁松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 B504－ 6 59．61 97．0�
69 � ゴールドレッグス �4黒鹿 57

53 ★今村 聖奈西村 健氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム B516± 0 59．7クビ 8．2	
711 ジョーフェイス 牡3青鹿54 藤懸 貴志 STレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 484± 0 〃 ハナ 116．0

45 ヤマタカフェイス 牡3青鹿54 国分 優作 STレーシング 辻野 泰之 新ひだか チャンピオンズファーム 488－ 4 〃 ハナ 3．3�
22 	 アドバンスドリーム 牡3栗 54

52 △松本 大輝久保田典秀氏 森 秀行 米 Mountmellick
Farm, LLC 512＋10 〃 クビ 42．2�

11 アルムブラーヴ 牡3青鹿54 
島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474－ 2 59．91� 25．6

813	� ローズファラオ 牝4鹿 55
51 ★永島まなみ �ニッシンホール

ディングス 坂口 智康 豪 Go Blood-
stock 398－ 21：00．0� 79．5�

68 � ベッサラビア �5鹿 57 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458＋ 61：00．53 321．2�
56 カネトシバレンシア 牝4栗 55 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 442－ 8 〃 ハナ 97．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，244，400円 複勝： 57，345，000円 枠連： 11，801，400円
馬連： 72，401，900円 馬単： 31，646，900円 ワイド： 62，293，200円
3連複： 102，726，100円 3連単： 128，040，400円 計： 519，499，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 110円 � 180円 枠 連（3－7） 990円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 320円 �� 530円 �� 250円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 532444 的中 � 71456（3番人気）
複勝票数 計 573450 的中 � 67241（3番人気）� 176287（1番人気）� 66873（4番人気）
枠連票数 計 118014 的中 （3－7） 9179（3番人気）
馬連票数 計 724019 的中 �� 78487（3番人気）
馬単票数 計 316469 的中 �� 13626（6番人気）
ワイド票数 計 622932 的中 �� 50729（3番人気）�� 26995（6番人気）�� 68347（2番人気）
3連複票数 計1027261 的中 ��� 77294（1番人気）
3連単票数 計1280404 的中 ��� 16531（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．1―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロベルディ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．21 小倉8着

2019．4．30生 牝3鹿 母 ヒラボクミラクル 母母 ロイヤルペルラ 12戦2勝 賞金 16，670，000円
〔その他〕 カネトシバレンシア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カネトシバレンシア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月28日まで出走できない。



23069 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第9競走 2，000�
ひ こ さ ん

英 彦 山 特 別
発走14時15分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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

44 アップデート 牡3鹿 54 西村 淳也石川 達絵氏 杉山 晴紀 日高 白井牧場 504－ 22：01．2 3．4�
22 シンシアウィッシュ 牝3青鹿52 幸 英明前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋162：01．3� 1．4�
66 サトノヴィーナス 牝5鹿 55 亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．51� 18．4�
55 サツキハピネス 牝4黒鹿55 今村 聖奈小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 454＋ 42：01．6� 7．2�
77 ケンハービンジャー 牡4鹿 57 荻野 極中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 430－ 22：01．8� 29．1�
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 438－ 42：02．86 78．4	
33 ソ リ ト ン 牡3鹿 54 加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 436－ 6 （競走中止） 144．5


（7頭）

売 得 金
単勝： 37，455，000円 複勝： 50，542，700円 枠連： 発売なし
馬連： 42，955，500円 馬単： 33，177，500円 ワイド： 25，859，800円
3連複： 54，735，200円 3連単： 203，608，900円 計： 448，334，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 110円 �� 310円 �� 220円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，150円

票 数

単勝票数 計 374550 的中 � 88087（2番人気）
複勝票数 計 505427 的中 � 70857（2番人気）� 360842（1番人気）
馬連票数 計 429555 的中 �� 193995（1番人気）
馬単票数 計 331775 的中 �� 46839（2番人気）
ワイド票数 計 258598 的中 �� 83849（1番人気）�� 15065（6番人気）�� 23746（4番人気）
3連複票数 計 547352 的中 ��� 76959（2番人気）
3連単票数 計2036089 的中 ��� 68481（6番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．9―13．4―12．5―11．6―11．0―11．3―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．4―38．3―51．7―1：04．2―1：15．8―1：26．8―1：38．1―1：49．6

コーナー
通過順位

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

2
4
7，2（1，4）5（3，6）・（2，5）4（7，6）＝1

勝馬の
紹 介

アップデート �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．10．30 阪神12着

2019．4．5生 牡3鹿 母 ラヴィアンフルール 母母 フィジーガール 6戦2勝 賞金 18，729，000円
〔競走中止〕 ソリトン号は，競走中に疾病〔左第3中足骨複骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。

23070 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第10競走 ��1，700�R K B 賞
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．8．28以降R4．8．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

RKB賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

612 リアンクール 牝4鹿 53 北村 友一村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B490± 01：45．7 3．1�
11 カラレーション 牝4黒鹿52 西村 淳也 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 420－ 2 〃 クビ 21．0�
35 イチネンエーグミ 牡3鹿 52 国分 恭介藤本 彰氏 茶木 太樹 新ひだか 前田牧場 542－ 41：46．01� 7．0�
611 アーテルアストレア 牝3青鹿51 酒井 学フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 4 〃 アタマ 5．9�
59 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿52 団野 大成幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B448＋ 81：46．21� 39．2�
36 メイショウミズモ 牝4黒鹿53 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 410－ 61：46．41� 8．1	
816� ピンクダイヤ 牡3芦 51 松本 大輝木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 474＋101：46．5クビ 40．1

23 ルドンカズマ 牡5鹿 54 亀田 温心合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 B496－ 21：46．6� 12．0�
12 ラグラスドシエル 牝4黒鹿52 松若 風馬 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 454＋ 81：46．7� 14．2
714 フェアレストアイル 牝5鹿 53 	島 克駿 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 458－ 41：47．01� 19．1�
47 イ グ ナ ー ツ 牡6鹿 54 富田 暁前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 4 〃 クビ 73．0�
815 ハイパーノヴァ 
8栃栗55 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490－ 6 〃 ハナ 51．6�
510 パ ラ ノ イ ド 牝4鹿 52 荻野 極池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 484＋141：47．32 46．4�
713� ボルカンバル 
4鹿 53 中井 裕二 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 464＋ 51：47．4� 73．5�
24 � ラ ヤ ス 牡3鹿 53 今村 聖奈藤田 晋氏 森 秀行 米 Cove

Springs, LLC 514－ 21：47．5クビ 8．0�
48 ド ゥ リ ト ル 牡7黒鹿52 小沢 大仁大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 492＋ 41：47．81� 352．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，085，200円 複勝： 84，391，700円 枠連： 28，014，500円
馬連： 111，493，100円 馬単： 45，667，500円 ワイド： 98，521，700円
3連複： 190，762，600円 3連単： 186，980，100円 計： 802，916，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 480円 � 270円 枠 連（1－6） 890円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 880円 �� 650円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 7，870円 3 連 単 ��� 33，820円

票 数

単勝票数 計 570852 的中 � 145626（1番人気）
複勝票数 計 843917 的中 � 218029（1番人気）� 34412（9番人気）� 71039（5番人気）
枠連票数 計 280145 的中 （1－6） 24252（3番人気）
馬連票数 計1114931 的中 �� 32249（8番人気）
馬単票数 計 456675 的中 �� 9331（11番人気）
ワイド票数 計 985217 的中 �� 28986（6番人気）�� 40532（3番人気）�� 10137（30番人気）
3連複票数 計1907626 的中 ��� 18160（23番人気）
3連単票数 計1869801 的中 ��� 4008（78番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．0―30．0―43．3―55．8―1：08．0―1：20．5―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．7
1
3
5，16，7，1，12，14，13，2（6，9）（3，10）11（4，15）8
5，16（1，7）（12，9）14（13，11）（6，2）（3，15）8，10，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リアンクール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．11 中京1着

2018．2．15生 牝4鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 11戦3勝 賞金 50，229，000円
※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） 1頭 ダイヤレイジング号
（非抽選馬） 6頭 クリノナイスガイ号・ジロー号・スズカマクフィ号・ゼンノミチザネ号・テーオーポシブル号・フェブタイズ号



23071 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第11競走 ��
��1，800�小倉日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

811 レッドベルオーブ 牡4青鹿56 幸 英明 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 21：45．5 3．9�
79 シュヴァリエローズ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：46．03 4．5�
66 ヴァリアメンテ 牡4青鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：46．1	 3．7�
67 
 ナ イ マ マ 牡6鹿 56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 日高 道見牧場 484－101：46．2	 50．3�
11 アーデントリー 牡6鹿 56 中井 裕二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 444＋ 21：46．31 24．2	
22 コスモカレンドゥラ 牡6栗 56 団野 大成 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 466± 0 〃 アタマ 42．5

78 ソ リ タ リ オ 牡3栗 53 �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 492＋ 6 〃 クビ 5．3�
33 レッドフラヴィア 牝5栗 54 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 514－ 41：46．4クビ 19．2�
810 エヴァーガーデン 牝5黒鹿54 西村 淳也 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 21：46．5	 7．4
55 アドマイヤポラリス 牡6鹿 56 今村 聖奈近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 482－ 61：46．71	 25．0�
44 エターナルヴィテス 牡6鹿 56 富田 暁永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 476－ 41：47．02 106．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 86，748，400円 複勝： 97，800，600円 枠連： 39，038，400円
馬連： 228，302，400円 馬単： 86，049，900円 ワイド： 135，050，000円
3連複： 353，162，800円 3連単： 481，542，300円 計： 1，507，694，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 130円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 400円 �� 310円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，020円

票 数

単勝票数 計 867484 的中 � 176045（2番人気）
複勝票数 計 978006 的中 � 154891（3番人気）� 185676（2番人気）� 203592（1番人気）
枠連票数 計 390384 的中 （7－8） 75340（2番人気）
馬連票数 計2283024 的中 �� 164601（3番人気）
馬単票数 計 860499 的中 �� 38542（5番人気）
ワイド票数 計1350500 的中 �� 81020（4番人気）�� 113047（2番人気）�� 128384（1番人気）
3連複票数 計3531628 的中 ��� 245917（1番人気）
3連単票数 計4815423 的中 ��� 69452（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．4―11．5―11．8―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―34．7―46．1―57．6―1：09．4―1：21．3―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドベルオーブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．8．8 新潟2着

2018．4．5生 牡4青鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 9戦3勝 賞金 88，624，000円

23072 8月28日 晴 良 （4小倉4） 第6日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （芝・右）

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

33 ワンダーカタリナ 牡5鹿 57 松若 風馬山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 514＋ 41：07．9 11．2�
66 フィルムスコア 牝4黒鹿55 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 458＋ 4 〃 ハナ 7．6�
78 ソルトキャピタル 牡5鹿 57 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 526＋ 21：08．0� 5．0�
811 デルマヤクシ 牡4栗 57 酒井 学浅沼 廣幸氏 田中 克典 日高 白井牧場 462＋ 61：08．1クビ 9．9�
67 シーズザデイ 牡3鹿 54 富田 暁荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 502＋ 41：08．2クビ 5．7�
55 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 452＋ 61：08．3� 80．0�
11 サイモンカーチス 牡3鹿 54

50 ★永島まなみ澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B472± 01：08．51� 40．2	
810 インペリアス 牝3鹿 52

50 △松本 大輝杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 444－ 21：08．82 25．4

44 ロードラスター 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム B516＋201：08．9� 4．6�
22 	 パ ー 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈サンデーヒルズ 松浦 聡志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 468－ 91：11．3大差 4．2

（兵庫）

79 サンライズシューズ 牝4栗 55
54 ☆小沢 大仁呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 41：12．25 35．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 74，186，600円 複勝： 75，506，100円 枠連： 19，892，900円
馬連： 123，695，100円 馬単： 50，279，300円 ワイド： 94，619，100円
3連複： 188，659，600円 3連単： 241，949，000円 計： 868，787，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 240円 � 250円 � 160円 枠 連（3－6） 1，820円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 980円 �� 490円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 36，300円

票 数

単勝票数 計 741866 的中 � 52940（7番人気）
複勝票数 計 755061 的中 � 74813（5番人気）� 71440（6番人気）� 141048（1番人気）
枠連票数 計 198929 的中 （3－6） 8446（12番人気）
馬連票数 計1236951 的中 �� 26282（18番人気）
馬単票数 計 502793 的中 �� 4861（39番人気）
ワイド票数 計 946191 的中 �� 23868（13番人気）�� 51761（3番人気）�� 32137（9番人気）
3連複票数 計1886596 的中 ��� 28775（18番人気）
3連単票数 計2419490 的中 ��� 4831（145番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．0―44．4―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーカタリナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2019．11．3 京都1着

2017．1．23生 牡5鹿 母 ルスナイクリスティ 母母 タカノオーヒメ 15戦2勝 賞金 25，921，000円
〔騎手変更〕 デルマヤクシ号の騎手高倉稜は，第3競走での落馬負傷のため酒井学に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パー号・サンライズシューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28日

まで平地競走に出走できない。

３レース目



（4小倉4）第6日 8月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

200，320，000円
5，790，000円
28，480，000円
1，140，000円
23，830，000円
66，435，000円
4，152，500円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
587，229，600円
766，525，800円
167，867，800円
941，069，800円
430，331，900円
752，938，500円
1，461，624，200円
1，946，026，400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 7，053，614，000円

総入場人員 6，905名 （有料入場人員 6，319名）
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