
２３１１５ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

１１ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２２：００．４ ２．１�

８１６ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ 小牧 太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ３４．３�
４８ ブライトメッセージ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４２：００．５� １０．７�
７１４ レ イ テ ッ ド 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４２：００．７１� ４．９�
３５ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２２：０１．０１� ４．５�
８１８ バロンルージュ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋１８２：０１．４２� ４１６．４�

６１１ メイショウチルチェ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４６６＋ ４２：０１．６１� ３０５．１	
７１５ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４３４± ０２：０１．７クビ ２２．８�
５９ アドマイヤアロング 牝３黒鹿５４ 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ４２：０１．８� １６．９�
１２ ハッピーティア 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 B４５２＋ ４ 〃 ハナ ３０．０
２４ トウカイルミナス 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４７８＋ ８２：０１．９� ３９８．６�
７１３ エリモフロンティア 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜山本 慎一氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント ４６４± ０２：０２．０クビ ４６８．７�
６１２ ハナサクテーラー 牝３芦 ５４ 小坂 忠士中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４７２＋ ６２：０２．３２ ２７．３�
３６ フィールザヴォーグ 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム ５２６ ―２：０３．４７ ６６．７�
５１０ グラスキセキ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介半沢� 増本 豊 新ひだか 見上牧場 ４９４＋ ２２：０３．９３ ４００．５�
４７ フラワーキー 牝３青鹿５４ 安藤 光彰北前孔一郎氏 田所 秀孝 浦河 村下農場 ４８４－ ２２：０４．２２ ３９５．８�
８１７ ペプチドタカラブネ 牝３芦 ５４ 酒井 学沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４６８－ ４２：０６．０大差 ４５４．７�
２３ トウカイアンバー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ３７４ ―２：０６．９５ ４０．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２９１，５００円 複勝： ３９，３１７，２００円 枠連： １３，９５０，０００円

馬連： ５１，０９２，３００円 馬単： ３７，０７３，０００円 ワイド： ２２，２９９，７００円

３連複： ６９，５３３，８００円 ３連単： １２９，６０３，１００円 計： ３８４，１６０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ５３０円 � ２５０円 枠 連（１－８） １，７８０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ４６０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ６，２２０円 ３ 連 単 ��� ２９，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２１２９１５ 的中 � ８１９３９（１番人気）
複勝票数 計 ３９３１７２ 的中 � １６３０４０（１番人気）� １１６８３（７番人気）� ３１００５（４番人気）
枠連票数 計 １３９５００ 的中 （１－８） ５７８４（５番人気）
馬連票数 計 ５１０９２３ 的中 �� １３５２７（１０番人気）
馬単票数 計 ３７０７３０ 的中 �� ８０８１（１２番人気）
ワイド票数 計 ２２２９９７ 的中 �� ６６０５（８番人気）�� １３１２０（４番人気）�� ２４５６（２２番人気）
３連複票数 計 ６９５３３８ 的中 ��� ８２５２（１８番人気）
３連単票数 計１２９６０３１ 的中 ��� ３２１３（８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．９―１：００．２―１：１２．１―１：２４．１―１：３５．８―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オーシャンビーナス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．２．５ 京都２着

２００８．３．１生 牝３栗 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ８戦１勝 賞金 １５，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペプチドタカラブネ号・トウカイアンバー号は，平成２３年９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 ガルネリ号

２３１１６ ８月２８日 晴 良 （２３小倉４）第１０日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１２ エーシンジェネシス 牝３鹿 ５２
５１ ☆川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４７０－ ８１：４５．５ ４．４�

２３ シャイニングカラー 牡３黒鹿５４ 幸 英明 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４６２＋ ８１：４５．９２� １５．７�
１１ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９０－ ２ 〃 アタマ ５．３�
５９ アンコールワット 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦馬場 幸夫氏 吉田 直弘 浦河 山下 恭茂 ５２６＋１０１：４６．０クビ ６６．４�
５１０ ペガサスフラッシュ 牡３栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２４－ ４ 〃 アタマ １３．４�
７１４ テイエムエビスオー 牡３鹿 ５４ 鷹野 宏史竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８２－ ２１：４６．２１ ２０２．６	
３５ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：４６．４１� ３１．０

４８ ヴィクトリースター 牡３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４５０＋ ８ 〃 クビ ２．０�
８１５� トウケイトニー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲森 一馬木村 信彦氏 高橋 隆 浦河 細道牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ６７８．９�
８１６� プ ル プ ル 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４３６＋１０１：４６．５� ２９９．６
２４ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５５ 野元 昭嘉 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２１：４６．６クビ ２７．２�
６１２ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ １６．２�
３６ � プランテーション 牝４芦 ５５

５３ △国分 優作中西 功氏 牧田 和弥 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４４２± ０１：４７．１３ ３４７．８�

４７ サトノスパイダー 牡３青鹿５４ 北村 友一里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１２－ ６１：４７．２� ４１．９�
６１１ ベ リ ー フ 牝４栗 ５５ 和田 竜二岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４５２＋ ２１：４８．０５ ６６．５�
７１３� リバースターリング 牡３栗 ５４ 酒井 学河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４６２－ ６ （競走中止） １１７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２４０，０００円 複勝： ３１，０７４，５００円 枠連： １７，７４８，０００円

馬連： ５３，６４４，３００円 馬単： ３８，８１４，２００円 ワイド： ２３，５６８，９００円

３連複： ７１，２７５，１００円 ３連単： １２９，５２０，３００円 計： ３９０，８８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（１－２） １，２２０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ５，０７０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� ３９０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� ２０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２５２４００ 的中 � ４５３６６（２番人気）
複勝票数 計 ３１０７４５ 的中 � ４７１０４（３番人気）� ２０３８３（５番人気）� ７０１３５（２番人気）
枠連票数 計 １７７４８０ 的中 （１－２） １０７４５（４番人気）
馬連票数 計 ５３６４４３ 的中 �� １４１１７（９番人気）
馬単票数 計 ３８８１４２ 的中 �� ５６５２（１６番人気）
ワイド票数 計 ２３５６８９ 的中 �� ６００３（１０番人気）�� １６４８２（３番人気）�� ７０３１（７番人気）
３連複票数 計 ７１２７５１ 的中 ��� １３３５６（１０番人気）
３連単票数 計１２９５２０３ 的中 ��� ４６２６（５２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．４―４２．２―５４．７―１：０６．８―１：１９．３―１：３２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンジェネシス �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１着

２００８．２．１４生 牝３鹿 母 ミッションガール 母母 Triple Strike １１戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
〔競走中止〕 リバースターリング号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 クリスタルドア号


