
２２０３５ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�西部スポニチ賞

発走１５時３５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
スポーツニッポン新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：５７．２
１：５６．１

良

良

６６ オーシャンブルー 牡４鹿 ５７ 小牧 太青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４４０＋１４１：５９．１ １．９�

７８ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４７８＋ ４１：５９．４２ ４．１�
１１ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５５ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４６８－ ２１：５９．５� ８．３�
３３ スーパーオービット 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４８± ０１：５９．６� ３０．６�
４４ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 武 豊セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９０－ ２１：５９．７� ２５．１�
６７ ハードダダンダン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６６± ０ 〃 クビ ３４．３�
８１０ リ ベ ル タ ス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８４－１２１：５９．８� ８．９	
７９ グッドバニヤン 牡７栃栗５７ 川須 栄彦津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４８＋ ４２：００．０１� １２．９

５５ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 太宰 啓介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５２－ ４２：００．１� １７４．１�
８１１ エクセリオン 牡５芦 ５７ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ２２：００．４１	 １４．２�
２２ 
 ピシーズクイーン 牝５鹿 ５５ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４７０－２２２：０１．９９ １９７．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，９６８，９００円 複勝： ６０，９７８，４００円 枠連： ３３，１３５，１００円

馬連： １４８，２３４，７００円 馬単： ９４，０５９，４００円 ワイド： ５１，３９１，６００円

３連複： ２０１，１６９，７００円 ３連単： ４６０，７７２，７００円 計： １，０９０，７１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（６－７） ２７０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ２，９００円

票 数

単勝票数 計 ４０９６８９ 的中 � １７１０６９（１番人気）
複勝票数 計 ６０９７８４ 的中 � １９５６０２（１番人気）� １２２６２４（２番人気）� ６６０９１（３番人気）
枠連票数 計 ３３１３５１ 的中 （６－７） ９２０６０（１番人気）
馬連票数 計１４８２３４７ 的中 �� ２４１２３５（１番人気）
馬単票数 計 ９４０５９４ 的中 �� １０６９０７（１番人気）
ワイド票数 計 ５１３９１６ 的中 �� ８４６８６（１番人気）�� ４２０９３（２番人気）�� １９８５９（７番人気）
３連複票数 計２０１１６９７ 的中 ��� １４８３５０（１番人気）
３連単票数 計４６０７７２７ 的中 ��� １１７４７０（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．１―１２．８―１２．３―１２．０―１１．９―１１．６―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．４―１：００．７―１：１２．７―１：２４．６―１：３６．２―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２０１１．２．５ 小倉６着

２００８．３．２６生 牡４鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian ９戦４勝 賞金 ５７，０７５，０００円

２２０３６ ８月４日 晴 良 （２４小倉２）第３日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５分 （芝・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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１４ キタサンエピソード 牡３栗 ５４ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４８４± ０１：０７．４ ８．３�

８１７ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：０７．７１� ５．３�
２４ ファーマクリーム 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 ４６６＋２６１：０７．８� １６．１�
２３ ハッシュドトーン 牝３青鹿５２ 太宰 啓介 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２ 〃 クビ ７３．６�
５１０ ロ ン ド 牝４青鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６８＋１８１：０７．９クビ １９．６�
３５ ホットサマーデイ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ３．０	
６１１ ピュアソウル 牡３鹿 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４０８－ ２ 〃 アタマ １５．２

１１ オウケンハナミズキ 牝３青 ５２ 川田 将雅福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９８－ ６１：０８．０クビ １８．４�
１２ マッシヴヒーロー 牡３鹿 ５４ 武 豊小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４４４－ ４ 〃 アタマ ７．３�
７１３ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１０＋ ８１：０８．１� ８．４
５９ � アイアンセラヴィ 牡４鹿 ５７ 幸 英明池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 クビ １０２．８�
４７ メジロソフィア 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４１６－ ２ 〃 ハナ ６３．２�
４８ アグネスアンジュ 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８＋ ８１：０８．４１� １１８．８�
８１８ サンマルリジイ 牝３黒鹿５２ 国分 恭介相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ２４４．１�
６１２ リバーロイヤル 牡４栗 ５７ 浜中 俊河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４６４－ ２１：０９．０３� ３２．０�
７１５� トウショウドライヴ 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士野島 春男氏 田島 良保 新ひだか 片岡 博 ４３８－ ２ 〃 アタマ ３９０．２�
３６ オリエンタルコール 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４０－ ８ 〃 アタマ ８５．４�
８１６ ナムラメイビ 牝３鹿 ５２ 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４２６－ ３１：１１．０大差 ３２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，３６１，８００円 複勝： ４９，０７８，３００円 枠連： ２７，７４３，７００円

馬連： ９３，３２０，１００円 馬単： ５３，６８６，２００円 ワイド： ３９，０１５，７００円

３連複： １３４，６６８，５００円 ３連単： ２４１，０９０，５００円 計： ６６７，９６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � ５５０円 枠 連（７－８） ８００円

馬 連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ２，３５０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� １１，１８０円 ３ 連 単 ��� ５５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２９３６１８ 的中 � ２７９７１（４番人気）
複勝票数 計 ４９０７８３ 的中 � ４５２００（５番人気）� ７０４８７（２番人気）� ２０２３９（７番人気）
枠連票数 計 ２７７４３７ 的中 （７－８） ２５６３８（３番人気）
馬連票数 計 ９３３２０１ 的中 �� ３２８７４（５番人気）
馬単票数 計 ５３６８６２ 的中 �� ８９８５（１３番人気）
ワイド票数 計 ３９０１５７ 的中 �� １２２７１（５番人気）�� ４００１（３１番人気）�� ５１８８（２１番人気）
３連複票数 計１３４６６８５ 的中 ��� ８８９０（３３番人気）
３連単票数 計２４１０９０５ 的中 ��� ３１９９（１５８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．０―１０．８―１１．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．８―３２．６―４３．９―５５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．８
３ ・（１６，１７）（１，３，５）（２，１４）（４，８）（９，１８，１３）（７，１２）（１０，１５）－１１，６ ４ １７，５（３，１４）１６（１，２）４（９，８，１３）（７，１２，１８，１０）１５，１１－６

勝馬の
紹 介

キタサンエピソード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１２．２．１９ 京都３着

２００９．４．５生 牡３栗 母 キタサンメッセージ 母母 グリーンベリー ６戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔発走状況〕 オウケンハナミズキ号は，枠入り不良。
〔その他〕 ナムラメイビ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ナムラメイビ号は，平成２４年９月４日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） １頭 ミスコクラ号
（非抽選馬） １頭 カシノアクセル号


