
22055 8月15日 晴 良 （27小倉2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時20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 アングライフェン 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 81：48．5 8．9�

12 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 B490± 01：48．71� 2．6�
815 シャイニングスター 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 B488＋ 41：48．91� 9．1�
713 シーザーバローズ 牡3青鹿56 秋山真一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 448＋ 6 〃 クビ 11．8�
612 トワイライトキッス 牝3黒鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：49．0クビ 5．9�
714 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 492＋ 41：49．21� 38．3	
816 ナイトディグニティ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼 
サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 406＋101：49．41� 146．9�
59 エアマニング 牡3青鹿56 太宰 啓介 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 416－ 61：49．5� 13．0�
24 アドマイヤホーク 牡3栗 56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：49．71 6．5
23 リッシンハレルヤ 牡3栗 56 熊沢 重文小原 該一氏 作田 誠二 日高 幾千世牧場 474－101：49．8� 381．7�
11 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± 01：49．9� 13．5�
35 ブレスオブファイア 牝3青鹿 54

53 ☆松若 風馬市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 440－ 8 〃 クビ 58．6�
510 メイショウカンベエ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B430＋ 41：50．0� 55．2�
47 サワヤカショウ 牡3栗 56 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 岡本牧場 508 ―1：50．42� 260．6�
611 ホッコーペリノア 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470± 01：51．99 176．2�
48 スズカディープ 牡3青鹿56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 41：54．6大差 47．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，669，600円 複勝： 36，834，600円 枠連： 15，323，700円
馬連： 59，033，900円 馬単： 30，997，700円 ワイド： 33，232，100円
3連複： 81，742，400円 3連単： 108，121，600円 計： 390，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 150円 � 250円 枠 連（1－3） 940円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，060円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 256696 的中 � 22899（4番人気）
複勝票数 計 368346 的中 � 35028（4番人気）� 80435（1番人気）� 33764（5番人気）
枠連票数 計 153237 的中 （1－3） 12574（3番人気）
馬連票数 計 590339 的中 �� 33469（3番人気）
馬単票数 計 309977 的中 �� 6848（9番人気）
ワイド票数 計 332321 的中 �� 15496（3番人気）�� 7711（14番人気）�� 13411（5番人気）
3連複票数 計 817424 的中 ��� 17037（11番人気）
3連単票数 計1081216 的中 ��� 3411（68番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．7―12．4―11．6―12．3―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．0―49．4―1：01．0―1：13．3―1：25．1―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アングライフェン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．7．26 中京4着

2012．4．13生 牡3鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 8戦1勝 賞金 8，090，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカディープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月15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 アグネスエンジェル号・サダムジャポン号

22056 8月15日 晴 稍重 （27小倉2）第5日 第8競走 ��
��1，000�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 ア レ ッ ト �4青 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－16 58．0 2．5�

610 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57
56 ☆松若 風馬�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 506＋ 2 58．53 2．4�

58 ブリンディス 牡3青鹿54 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B502－14 58．6	 9．2�
11 ホッコーマグマ 牡5鹿 57 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B488－ 2 58．7	 11．1�
57 レモンティー 牝4黒鹿55 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466－ 4 58．91
 24．4�
69 アサクサプライド 牡4栗 57 和田 竜二田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 6 59．11 29．0	
46 � カメヤマシャチュウ 牡4鹿 57 �島 良太岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 480＋ 7 59．31
 88．9

711 カシノヒカル 牡4鹿 57 小坂 忠士柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 470＋ 6 〃 アタマ 279．9�
33 � ランドスター 牡4栗 57 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508＋10 59．51
 127．8�
813 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 488－ 8 〃 クビ 97．6
712 レ デ ィ ー 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 458＋18 〃 アタマ 13．3�
45 テイエムヒーロー 牡5鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 B480＋ 2 59．6 59．9�
814 アグネスリュシアン 牝3鹿 52 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 458＋ 2 59．91 21．2�
34 デンコウリョウ �7芦 57 幸 英明田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 468－ 4 〃 クビ 99．3�
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売 得 金
単勝： 23，897，200円 複勝： 29，021，300円 枠連： 16，166，700円
馬連： 57，231，200円 馬単： 33，265，600円 ワイド： 29，190，400円
3連複： 74，094，200円 3連単： 118，711，400円 計： 381，578，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 170円 �� 400円 �� 340円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 238972 的中 � 73980（2番人気）
複勝票数 計 290213 的中 � 69947（2番人気）� 73042（1番人気）� 31800（3番人気）
枠連票数 計 161667 的中 （2－6） 45138（1番人気）
馬連票数 計 572312 的中 �� 149925（1番人気）
馬単票数 計 332656 的中 �� 40517（2番人気）
ワイド票数 計 291904 的中 �� 55857（1番人気）�� 15687（3番人気）�� 19400（2番人気）
3連複票数 計 740942 的中 ��� 70624（1番人気）
3連単票数 計1187114 的中 ��� 32410（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．1―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．3
3 ・（2，14）8，1，10，6（9，12）（11，13）（7，5）3－4 4 2，14（1，8）10，6（11，9）－12，7，5，3，13，4

勝馬の
紹 介

ア レ ッ ト �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都13着

2011．5．1生 �4青 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 14戦3勝 賞金 30，601，000円
〔発走状況〕 テイエムヒーロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ギャラクシーエクス号・トリックデック号


