
22005 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

新馬；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
1：07．8
1：07．8

良
良

710 アグネスヒーロー 牡2鹿 54 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 528 ―1：11．4 4．4�
55 カシノクロエ 牝2鹿 54 花田 大昂柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 430 ―1：11．82� 38．8�
56 スリープレッピー 牡2黒鹿54 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 460 ―1：11．9� 12．3�
811 メイショウルルド 牡2鹿 54 松山 弘平松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 514 ―1：12．0� 21．0�
11 カガフルスロットル 牡2鹿 54 藤岡 佑介香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 444 ―1：12．21� 3．8	
68 カシノナイト 牡2鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 458 ―1：12．3� 66．9

22 ア ミ ー ラ 牝2鹿 54 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 410 ―1：12．4� 2．6�
812 カノヤハンター 牡2栗 54

51 ▲�島 克駿神田 薫氏 坂口 正則 鹿児島 田原牧場 388 ― 〃 クビ 41．9�
79 ナムラホビット 牡2黒鹿54 川須 栄彦奈村 信重氏 福島 信晴 様似 林 時春 408 ―1：12．93 8．9
33 カシノマオウ 牡2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 452 ―1：13．21� 79．6�
44 テイエムチュラデイ 牡2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 436 ―1：27．5大差 63．5�

（11頭）
67 アルーリングハート 牝2栗 54 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，383，900円 複勝： 19，917，400円 枠連： 8，970，400円
馬連： 24，494，000円 馬単： 16，006，800円 ワイド： 12，864，700円
3連複： 24，832，700円 3連単： 41，171，000円 計： 166，640，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 640円 � 320円 枠 連（5－7） 2，130円

馬 連 �� 8，730円 馬 単 �� 15，130円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 1，230円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 33，610円 3 連 単 ��� 167，690円

票 数

単勝票数 差引計 183839（返還計 34282） 的中 � 34313（3番人気）
複勝票数 差引計 199174（返還計 36710） 的中 � 33434（3番人気）� 6758（7番人気）� 15345（5番人気）
枠連票数 差引計 89704（返還計 398） 的中 （5－7） 3250（9番人気）
馬連票数 差引計 244940（返還計 91351） 的中 �� 2172（23番人気）
馬単票数 差引計 160068（返還計 57903） 的中 �� 793（38番人気）
ワイド票数 差引計 128647（返還計 47547） 的中 �� 1573（21番人気）�� 2755（11番人気）�� 735（33番人気）
3連複票数 差引計 248327（返還計169389） 的中 ��� 554（67番人気）
3連単票数 差引計 411710（返還計262714） 的中 ��� 178（342番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―46．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスヒーロー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2013．5．9生 牡2鹿 母 アグネスピュア 母母 アグネスパレード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アルーリングハート号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 テイエムチュラデイ号は，向正面で内側に逃避したことについて平地調教注意。

カシノクロエ号は，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〕 テイエムチュラデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノクロエ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月1日まで出走できない。
※カノヤハンター号・テイエムチュラデイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22006 8月1日 晴 良 （27小倉2）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

818 イルミリオーネ 牡3鹿 56 Z．パートン �キャロットファーム 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542± 02：00．0 4．1�

（香港）

612 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 468－ 42：00．1� 7．7�
36 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 幸 英明飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 436－ 22：00．52� 28．8�
713 インペカブル 牝3栗 54 小牧 太 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 440－ 42：00．6� 23．6�
47 サダムエルドラド 牡3青鹿56 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 洞	湖 レイクヴィラファーム 508＋ 82：00．81� 13．5�
48 カリテスグレース 牝3黒鹿54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 466－ 62：00．9� 4．2	
24 デルマフウライマツ 
3鹿 56 北村 友一浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 496－ 22：01．11� 97．9

11 サトノダイレンサ 牡3青鹿56 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 アタマ 3．4�
816 シゲルヒキヤマ 牡3栗 56

53 ▲義 英真森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 500＋ 22：01．52 355．2�
611 エイシンアルマイト 牡3黒鹿56 国分 優作栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 502＋ 22：01．71� 141．3�
714 アイキャンベット 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 468－ 62：01．91� 525．9�
817 エスケイアタック 牝3栗 54 国分 恭介服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 418－ 4 〃 クビ 487．8�
23 スマートサイファ 牡3黒鹿56 川須 栄彦トニー倶楽部 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 474－ 82：02．0� 90．4�
715 ア ゲ ハ 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 428－ 62：02．42 43．4�
12 マイネルリコルド 牡3鹿 56 高倉 稜 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 496－102：02．5� 9．9�
59 � ヌーヴェルレーヌ 牝3栗 54 武 豊青山 洋一氏 笹田 和秀 愛 Sunderland

Holdings Inc 434 ―2：02．71� 25．2�
510 レッドシェダル 牝3黒鹿54 酒井 学 東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 436－ 82：02．8� 140．9�
35 タガノパシフィカス 
3鹿 56 柴田 未崎八木 良司氏 島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B436－ 22：09．2大差 197．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，536，800円 複勝： 34，807，500円 枠連： 13，700，100円
馬連： 47，447，300円 馬単： 25，049，700円 ワイド： 26，735，700円
3連複： 61，945，800円 3連単： 79，553，200円 計： 312，776，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 260円 � 650円 枠 連（6－8） 1，430円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，230円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 14，690円 3 連 単 ��� 50，150円

票 数

単勝票数 計 235368 的中 � 45036（2番人気）
複勝票数 計 348075 的中 � 55215（3番人気）� 36147（4番人気）� 11458（9番人気）
枠連票数 計 137001 的中 （6－8） 7401（6番人気）
馬連票数 計 474473 的中 �� 19265（6番人気）
馬単票数 計 250497 的中 �� 6331（8番人気）
ワイド票数 計 267357 的中 �� 9727（7番人気）�� 3021（25番人気）�� 2085（31番人気）
3連複票数 計 619458 的中 ��� 3161（43番人気）
3連単票数 計 795532 的中 ��� 1150（151番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―12．3―12．1―12．3―12．5―12．3―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―34．5―46．8―58．9―1：11．2―1：23．7―1：36．0―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

イルミリオーネ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．15 京都2着

2012．3．13生 牡3鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 5戦1勝 賞金 10，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノパシフィカス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1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 チェイスザチャンス号
※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。


