
22027 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

510 ノーブルソニック 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474± 01：46．3 14．5�
816 デストリアー 牝3鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444± 01：46．62 3．3�
713 バイオレットフィズ 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 432－121：46．81� 55．2�
612 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 456－ 2 〃 ハナ 24．3�
48 バイナリーコード 牝3栗 54 浜中 俊 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 480＋ 61：47．01� 3．5�
611 シークレットオース 牝3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 ハナ 13．0	
59 プ リ ー メ ル 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496－ 41：47．1クビ 54．3

11 クレスコエルザ 牝3鹿 54 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 418± 01：47．31� 17．9�
35 キ ト ラ 牝3鹿 54 �島 良太林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：47．4� 79．5�
47 サントノーレ 牝3栗 54

51 ▲義 英真吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 482－ 81：47．5� 6．3
24 レッドシャローム 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �東京ホースレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋101：48．35 93．8�

36 マ ウ ロ ア 牝3栗 54
53 ☆松若 風馬�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 416－141：49．04 13．5�

23 メイショウコーラル 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 406＋ 2 〃 クビ 200．5�
815 サッチイズライフ 牝3青鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－141：49．42� 9．9�
714 ノアズアーク 牝3栗 54 小牧 太早野 誠氏 松永 幹夫 洞	湖 レイクヴィラファーム 432＋ 4 〃 クビ 28．1�
12 マーブルシャルルー 牝3鹿 54 熊沢 重文下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 橋本牧場 396＋ 81：53．1大差 324．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，427，900円 複勝： 30，907，900円 枠連： 12，118，200円
馬連： 39，131，400円 馬単： 21，690，200円 ワイド： 25，184，800円
3連複： 56，774，100円 3連単： 76，468，900円 計： 282，703，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 410円 � 160円 � 1，140円 枠 連（5－8） 2，150円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 930円 �� 9，210円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 34，420円 3 連 単 ��� 160，690円

票 数

単勝票数 計 204279 的中 � 11224（7番人気）
複勝票数 計 309079 的中 � 17128（6番人気）� 69545（1番人気）� 5453（12番人気）
枠連票数 計 121182 的中 （5－8） 4351（12番人気）
馬連票数 計 391314 的中 �� 10476（9番人気）
馬単票数 計 216902 的中 �� 2513（24番人気）
ワイド票数 計 251848 的中 �� 7295（7番人気）�� 683（63番人気）�� 2355（26番人気）
3連複票数 計 567741 的中 ��� 1237（98番人気）
3連単票数 計 764689 的中 ��� 345（487番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．1―12．8―12．1―12．3―12．6―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．8―54．9―1：07．2―1：19．8―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルソニック �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．20 中京8着

2012．2．5生 牝3黒鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 4戦1勝 賞金 5，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーブルシャルルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月8日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンレイミヤビ号・ブリーズヴェール号
（非抽選馬） 2頭 ブレイジング号・ベルディーヴァ号

22028 8月8日 晴 良 （27小倉2）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

36 ブロードキャスト 牡3芦 56 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ B514＋ 81：48．2 21．5�

714 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 Z．パートン吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 490± 0 〃 クビ 3．2�
（香港）

713 ミスズダンディー 牡3鹿 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 454－161：48．3� 23．4�
612 ヒメキヨヒダカ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 474＋181：48．4� 28．5�
47 サンチェロキー 牡3栗 56 藤岡 佑介加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 B458＋ 61：48．5� 9．3�
816 グランソルティス 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 474＋ 41：49．13� 12．8	
23 エイシンサブウェイ 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 508＋ 21：49．31� 2．6

611	 アワードジャック 牡3鹿 56

53 ▲
島 克駿安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi
Nakajima B456＋ 21：49．4� 22．4�

48 ユヴェーレン 牝3鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：49．5クビ 30．3�

11 キラメキオトメ 牝3青鹿54 国分 優作イクタ 作田 誠二 日高 長谷川 一男 404－12 〃 クビ 193．5�
59 メイショウワカアユ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 452－ 81：49．92� 8．7�
35 デスティーノトップ 牡3鹿 56 熊沢 重文名古屋友豊� 宮本 博 日高 下河辺牧場 540－141：50．0クビ 285．4�
12 ウォーターライラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 456－ 61：50．21� 202．5�
510 メイショウハシダテ �3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B490＋10 〃 ハナ 190．0�
24 	 シウダニーニャ 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬一村 哲也氏 森 秀行 米 Diamond A
Racing Corp. 454 ―1：50．3� 59．0�

815 フェイマスワーズ 牡3黒鹿56 北村 友一 サンデーレーシング 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 444 ―1：50．4� 55．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，554，600円 複勝： 21，801，300円 枠連： 12，553，000円
馬連： 33，976，700円 馬単： 19，747，700円 ワイド： 20，978，500円
3連複： 47，445，200円 3連単： 68，705，700円 計： 243，762，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 550円 � 160円 � 490円 枠 連（3－7） 3，890円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 11，740円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 4，640円 �� 930円

3 連 複 ��� 18，390円 3 連 単 ��� 84，420円

票 数

単勝票数 計 185546 的中 � 6875（6番人気）
複勝票数 計 218013 的中 � 8563（7番人気）� 47985（2番人気）� 9753（6番人気）
枠連票数 計 125530 的中 （3－7） 2497（14番人気）
馬連票数 計 339767 的中 �� 5926（14番人気）
馬単票数 計 197477 的中 �� 1261（36番人気）
ワイド票数 計 209785 的中 �� 3552（15番人気）�� 1126（43番人気）�� 5990（8番人気）
3連複票数 計 474452 的中 ��� 1934（59番人気）
3連単票数 計 687057 的中 ��� 590（272番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―11．8―12．0―12．2―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．1―46．9―58．9―1：11．1―1：23．2―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブロードキャスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2014．11．9 京都5着

2012．4．9生 牡3芦 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song 7戦1勝 賞金 6，050，000円
〔発走状況〕 エイシンサブウェイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔調教再審査〕 エイシンサブウェイ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グラマシーパーク号・サウンドギャツビー号・シーザーバローズ号
※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。


