
22061 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

33 ミルトドリーム 牡2鹿 54 D．バルジュー 永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 480＋ 41：10．3 2．7�
（伊）

66 テイエムチェロキー 牡2鹿 54 藤岡 康太竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 カミイスタット 454＋ 2 〃 アタマ 4．4�
89 ムテキングス 牡2鹿 54 川田 将雅大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか 飛野牧場 456＋ 21：10．51� 2．9�
44 シゲルシャチ 牡2栗 54 D．ホワイト 森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 石田牧場 484＋ 21：11．03 15．3�

（香港）

11 ゲイムフリー 牝2鹿 54 国分 優作山上 和良氏 大根田裕之 平取 スガタ牧場 470－ 81：11．21� 31．7�
78 シゲルカモシカ 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 444－ 21：11．62� 8．2�
810 カシノタイム 	2栗 54 大下 智柏木 務氏 谷 潔 浦河 近藤牧場 B418－ 21：12．13 121．5	
77 ジ ュ ー ン 牝2栗 54 川須 栄彦
和田牧場 和田 正道 新ひだか 桑嶋 峰雄 404－ 41：12．41
 58．9�
22 ハナハタチバナ 牝2鹿 54 太宰 啓介山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 438＋ 8 〃 ハナ 66．5�
55 シゲルクーガー 	2鹿 54

53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 466＋ 21：12．71
 84．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 13，404，000円 複勝： 14，080，400円 枠連： 5，356，400円
馬連： 25，929，800円 馬単： 16，383，800円 ワイド： 14，295，000円
3連複： 38，228，500円 3連単： 71，378，600円 計： 199，056，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（3－6） 520円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 230円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 134040 的中 � 41202（1番人気）
複勝票数 計 140804 的中 � 37724（1番人気）� 27877（3番人気）� 29317（2番人気）
枠連票数 計 53564 的中 （3－6） 7925（2番人気）
馬連票数 計 259298 的中 �� 39316（2番人気）
馬単票数 計 163838 的中 �� 13824（3番人気）
ワイド票数 計 142950 的中 �� 19305（2番人気）�� 24636（1番人気）�� 14003（3番人気）
3連複票数 計 382285 的中 ��� 77417（1番人気）
3連単票数 計 713786 的中 ��� 29495（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．6―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―45．8―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（6，9，8）（3，4，5）－（1，7）－10－2 4 ・（6，9）3，8，4，1（7，5）－10－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミルトドリーム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．9 中京10着

2014．5．23生 牡2鹿 母 ドリームドリーマー 母母 ダンジグダンザグ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※ジューン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

22062 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

510 デイジーフローラ 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：47．6 4．4�
612 アマルティア 牝3黒鹿54 浜中 俊�ターフ・スポート安達 昭夫 日高 幾千世牧場 446－ 41：47．81� 2．9�
12 ヒデノホープ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 416＋ 21：48．01� 10．8�

47 スラップスティック 牝3黒鹿54 D．バルジュー 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 444＋ 81：48．21� 83．4�
（伊）

24 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 422＋ 2 〃 クビ 5．1	
36 グ ラ ウ ス 牝3栗 54 秋山真一郎�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466－ 21：48．62� 9．6

816 メイショウサイジン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 466－ 21：48．81 18．9�
59 リ ー ズ 牝3芦 54 太宰 啓介阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 456＋ 21：49．01� 19．9�
713 モーヴァンヒル 牝3栗 54 D．ホワイト 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 436＋ 41：49．85 85．1
（香港）

35 シュヴァルボヌール 牝3栗 54
52 △義 英真 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：50．11� 87．5�
815 エイシンディクティ 牝3鹿 54 藤岡 佑介平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 464＋ 61：50．52� 17．6�
23 ザマーチャン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 428－141：51．24 44．1�
714 ハクサンインパクト 牝3鹿 54 藤岡 康太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 406－ 21：51．3� 53．8�
611 ナンゴクハルネット 牝3黒鹿54 川須 栄彦渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 426＋ 41：52．79 192．8�
48 ウォーターバステト 牝3黒鹿54 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 430＋ 41：53．65 150．8�
11 ゴールデンローズ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 484 ―1：55．19 18．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，744，000円 複勝： 21，848，600円 枠連： 9，645，200円
馬連： 31，392，100円 馬単： 16，568，200円 ワイド： 18，759，900円
3連複： 47，973，600円 3連単： 58，978，700円 計： 220，910，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 140円 � 280円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 330円 �� 790円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 157440 的中 � 28057（2番人気）
複勝票数 計 218486 的中 � 50171（1番人気）� 45141（2番人気）� 14213（5番人気）
枠連票数 計 96452 的中 （5－6） 11583（1番人気）
馬連票数 計 313921 的中 �� 30069（2番人気）
馬単票数 計 165682 的中 �� 6746（4番人気）
ワイド票数 計 187599 的中 �� 15628（2番人気）�� 5734（10番人気）�� 7954（4番人気）
3連複票数 計 479736 的中 ��� 15063（5番人気）
3連単票数 計 589787 的中 ��� 3998（18番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．1―13．2―12．6―12．2―12．6―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―43．6―56．2―1：08．4―1：21．0―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デイジーフローラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．2．6 京都3着

2013．5．1生 牝3鹿 母 ブラボーデイジー 母母 ブラボーサンライズ 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔制裁〕 デイジーフローラ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンゴクハルネット号・ウォーターバステト号・ゴールデンローズ号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成28年9月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アークマイニング号・ラファータ号・ロマンチックドラマ号
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第６日



22063 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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
56．9
56．9

重
重

58 ウインフェルベール 牡3青鹿56 D．ホワイト �ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 490＋10 59．0 14．6�
（香港）

712 ハトマークレディ 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 396± 0 59．31� 2．0�

11 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 クビ 14．3�
610 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 474＋ 6 59．4クビ 5．5�
33 オ ク タ ゴ ン 牡3栗 56 国分 優作山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 B526± 0 59．61� 7．4	
22 シ ー オ ー ク 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 466＋ 2 59．92 14．9

34 メイショウクノイチ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 440＋ 61：00．0クビ 17．4�
814 サウンドダンサー 牝3鹿 54 D．バルジュー 増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 41：00．1� 28．0�

（伊）

46 アレルキナーダ 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 498＋111：00．41� 237．3

57 アーリードライヴ 牝3芦 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B478＋ 61：00．82� 10．1�
69 シゲルアカメバル 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 462＋ 21：01．12 103．3�
711 ゼ ラ ル ダ 牝3栗 54 浜中 俊幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 坪田 信作 476＋ 2 〃 ハナ 34．8�
813 ニホンピロリープ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 494＋ 61：01．31� 284．5�
45 イチザビーナス 牝3鹿 54

52 △義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 442－181：01．5� 293．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，261，300円 複勝： 33，521，800円 枠連： 10，367，600円
馬連： 42，325，700円 馬単： 24，330，600円 ワイド： 27，082，500円
3連複： 57，715，700円 3連単： 85，199，100円 計： 303，804，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 370円 � 130円 � 350円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，460円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 39，820円

票 数

単勝票数 計 232613 的中 � 12713（6番人気）
複勝票数 計 335218 的中 � 17649（7番人気）� 100557（1番人気）� 18988（6番人気）
枠連票数 計 103676 的中 （5－7） 14701（2番人気）
馬連票数 計 423257 的中 �� 20797（6番人気）
馬単票数 計 243306 的中 �� 5027（12番人気）
ワイド票数 計 270825 的中 �� 9867（6番人気）�� 2689（29番人気）�� 9821（7番人気）
3連複票数 計 577157 的中 ��� 7580（21番人気）
3連単票数 計 851991 的中 ��� 1551（129番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―34．8―46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．8
3 12（8，14）（1，10）（3，7）－6，4，9（2，11）13，5 4 ・（12，8）（1，14，10）3（4，6，7）2，9（5，11，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインフェルベール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．4 福島5着

2013．4．27生 牡3青鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 12戦1勝 賞金 15，980，000円
〔制裁〕 ヴィクトリアマンボ号の騎手松田大作は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・3番・4番・5番）
※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 トウカイペアーナ号
（非抽選馬） 1頭 ファルセータ号
※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。

22064 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，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� 基準タイム3：09．4良

78 スズカチャンプ 牡7鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 502－ 83：12．1 7．7�
22 マジックダイオウ 牡3栗 58 林 満明�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 448－ 63：12．63 51．3�
11 オールブラックス 牡7鹿 60 白浜 雄造近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 494± 03：12．7� 2．9�
810 メイショウメイザン 牡4鹿 60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496＋103：12．91� 5．5�
66 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 西谷 誠 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 450± 0 〃 ハナ 15．6	
33 テイエムオドロキ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 460－ 4 〃 アタマ 54．6

67 ウインスプラッシュ 牡5鹿 60 北沢 伸也�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 508＋ 43：13．11� 20．7�
55 タマモトッププレイ 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 500± 03：14．05 3．1�
44 ステイバーニング 牡4黒鹿60 中村 将之岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 B464－ 23：15．59 65．1
79 ピースメーカー 牡5鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－143：16．35 18．3�
811 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 480＋ 2 （競走中止） 15．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，316，900円 複勝： 16，191，500円 枠連： 9，269，800円
馬連： 28，726，100円 馬単： 17，401，200円 ワイド： 17，090，900円
3連複： 46，340，000円 3連単： 73，140，300円 計： 223，476，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 1，020円 � 210円 枠 連（2－7） 9，370円

馬 連 �� 16，170円 馬 単 �� 28，430円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 710円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 22，300円 3 連 単 ��� 144，090円

票 数

単勝票数 計 153169 的中 � 15899（4番人気）
複勝票数 計 161915 的中 � 19438（4番人気）� 3307（10番人気）� 22415（3番人気）
枠連票数 計 92698 的中 （2－7） 766（23番人気）
馬連票数 計 287261 的中 �� 1376（40番人気）
馬単票数 計 174012 的中 �� 459（71番人気）
ワイド票数 計 170909 的中 �� 1050（40番人気）�� 6541（7番人気）�� 1504（32番人気）
3連複票数 計 463400 的中 ��� 1558（68番人気）
3連単票数 計 731403 的中 ��� 368（408番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．9－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
7，6＝8－3（2，4，5）－10－1＝9
6，7－（3，8，1，10）5－2＝4＝9

�
�
7，6＝8－（3，5）（2，4）（10，1）＝9
6－7（3，8，1）－（2，10）5＝4＝9

勝馬の
紹 介

スズカチャンプ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．11．6 京都6着

2009．2．17生 牡7鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer 障害：4戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走中止〕 シゲルロウニンアジ号は，1周目1号障害〔いけ垣〕飛越の際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔制裁〕 マジックダイオウ号の騎手林満明は，2周目2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・5番）

スズカチャンプ号の騎手田村太雅は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
テイエムオドロキ号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



22065 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時20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

24 メイソンジュニア 牡2鹿 54 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492 ―1：10．1 2．9�

59 デザートストーム 牡2黒鹿54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440 ―1：10．52� 3．5�

12 デスティニーソング 牝2鹿 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 426 ―1：10．92� 25．1�

36 アイファーショコラ 牝2栗 54
51 ▲荻野 極中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 428 ―1：11．0� 132．2�

35 テイエムイキオイ 牡2青鹿54 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 438 ―1：11．1� 17．0�
713 エイシンムー 牝2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 480 ― 〃 クビ 46．1	
11 カシノロマンス 牝2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 422 ―1：11．2クビ 107．2

47 ディグアップセンス 牡2鹿 54 浜中 俊広尾レース� 清水 久詞 新冠 富本 茂喜 422 ―1：11．3� 5．8�
817 メイショウテンセイ 牡2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 490 ―1：11．72� 10．0�
714 アハデコノヨヲ 牝2黒鹿 54

52 △義 英真内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 448 ―1：12．02 115．8
612 ピエナムーン 牡2栗 54 松田 大作本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 438 ―1：12．53 119．3�
611 ル パ ル ク �2鹿 54 国分 恭介 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 500 ―1：12．6クビ 31．5�
23 ブライトクォーツ 牡2鹿 54 D．バルジュー �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 アタマ 21．1�

（伊）

48 タガノアルーア 牡2鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424 ―1：12．81� 32．8�

815 コウエイバラノマチ 牡2鹿 54 高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 金舛 幸夫 486 ―1：13．22� 37．6�
816 アイファーイチオー 牡2栗 54 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 492 ―1：13．83� 110．0�
510 アイファータレント 牡2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 498 ―1：16．8大差 292．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，329，600円 複勝： 24，529，100円 枠連： 11，827，700円
馬連： 39，228，900円 馬単： 21，331，900円 ワイド： 23，854，400円
3連複： 54，016，600円 3連単： 66，509，300円 計： 267，627，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 130円 � 390円 枠 連（2－5） 570円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，580円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 14，960円

票 数

単勝票数 計 263296 的中 � 72819（1番人気）
複勝票数 計 245291 的中 � 49639（2番人気）� 59729（1番人気）� 10473（7番人気）
枠連票数 計 118277 的中 （2－5） 15839（1番人気）
馬連票数 計 392289 的中 �� 57379（1番人気）
馬単票数 計 213319 的中 �� 14046（2番人気）
ワイド票数 計 238544 的中 �� 28424（1番人気）�� 3486（18番人気）�� 3776（12番人気）
3連複票数 計 540166 的中 ��� 8937（10番人気）
3連単票数 計 665093 的中 ��� 3222（27番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―11．8―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．4―46．2―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．7
3 ・（4，9）（12，17）（7，16）（2，6）（1，13）11，14（3，5）－15，8＝10 4 ・（4，9，17）（7，12）（2，6）（1，13）（5，16，11）（3，14）＝（15，8）＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイソンジュニア �
�
父 Mayson �

�
母父 American Post 初出走

2014．4．25生 牡2鹿 母 アナアメリカーナ 母母 Ana Marie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アイファーイチオー号の騎手川田将雅は，出馬投票における誤記のため川須栄彦に変更。
〔制裁〕 アイファーイチオー号の調教師坪憲章は，出馬投票に際し，騎手への騎乗依頼に関する注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファータレント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月14日まで平地

競走に出走できない。
※アイファーイチオー号・コウエイバラノマチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

22066 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・右）

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
1：44．1
1：43．9

良
良

24 アッフィラート 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422± 01：48．9 1．8�

48 ショウナンラテール 牡3鹿 56 松田 大作国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 448＋ 41：49．0� 12．5�
23 ニシノリンド 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 424－ 61：49．21� 17．4�
59 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 424± 01：49．3� 12．5�
815 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 藤岡 康太加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋101：49．4� 9．9�
35 ラトーヌワイズ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：49．61� 32．9	
714 シンボリダルク 牝3青鹿54 秋山真一郎シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 460－ 41：49．92 27．4

11 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 61：50．22 4．6�
816 ラ ー ダ ー 牝3黒鹿54 D．ホワイト �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋161：50．41� 21．7�
（香港）

713 ア プ ロ ム 牡3黒鹿56 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 500＋ 21：50．61� 417．6
36 メイショウサトヤマ �3栗 56

55 ☆	島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 492＋121：51．98 45．8�
612 ル ミ ノ ー ル 牡3黒鹿56 太宰 啓介薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 456± 01：52．43 71．6�
12 ハギノセレーノ 牝3黒鹿54 松山 弘平安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 466 ― 〃 クビ 161．4�
47 フラムルージュ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 448＋ 81：52．5� 342．8�
611 エイシンジンセイ 牡3栗 56 藤岡 佑介�栄進堂 坂口 正則 様似 清水 誠一 484＋ 61：53．03 189．7�
510 パープルウィッシュ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 412± 02：00．0大差 390．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，374，400円 複勝： 32，534，900円 枠連： 12，557，700円
馬連： 51，959，100円 馬単： 29，386，500円 ワイド： 31，431，900円
3連複： 73，058，200円 3連単： 110，462，200円 計： 366，764，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 240円 � 360円 枠 連（2－4） 920円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 400円 �� 680円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 12，870円

票 数

単勝票数 計 253744 的中 � 111438（1番人気）
複勝票数 計 325349 的中 � 110558（1番人気）� 27580（5番人気）� 16223（6番人気）
枠連票数 計 125577 的中 （2－4） 10500（4番人気）
馬連票数 計 519591 的中 �� 36872（3番人気）
馬単票数 計 293865 的中 �� 16597（4番人気）
ワイド票数 計 314319 的中 �� 21658（3番人気）�� 11826（6番人気）�� 3643（23番人気）
3連複票数 計 730582 的中 ��� 12124（14番人気）
3連単票数 計1104622 的中 ��� 6218（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．2―11．9―12．2―12．4―12．5―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．9―47．8―1：00．0―1：12．4―1：24．9―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アッフィラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2016．4．30 京都3着

2013．3．28生 牝3鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンジンセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月14日まで平地

競走に出走できない。
パープルウィッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月14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。
（非抽選馬） 1頭 ファントムカフェ号
※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。



22067 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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 7，500，000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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

711 トレジャートローヴ 牡3芦 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444－ 42：01．6 5．2�
57 サマーローズ 牝4栗 55 藤岡 佑介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 482± 0 〃 ハナ 7．3�
56 � スリーマキシマム 牡5鹿 57

55 △義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 496－ 62：01．81� 117．5�
813 メリーモナーク �4鹿 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－ 22：02．01	 19．1�
33 マイネルフレスコ 牡5栗 57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 482－ 6 〃 クビ 6．3	

（伊）

44 ハイドロフォイル 牡3鹿 54 D．ホワイト �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486＋ 6 〃 ハナ 3．8

（香港）

710 クリノサンスーシ 牝3鹿 52 太宰 啓介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 430± 02：02．21� 40．9�
11 ウォーターシャウト 牡3青鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 496± 0 〃 クビ 6．2�
69 ヤマニンシルフ 牡3栗 54 松山 弘平土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 444＋122：02．41	 8．1
22 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 B480－122：03．46 11．6�
68 ラガーギアチェンジ 牡5青鹿57 黒岩 悠奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 490＋ 42：03．71
 88．2�
812 ローザズカレッジ 牡6黒鹿 57

56 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：03．91 58．2�
45 � レオロフティー 牡4鹿 57 岡田 祥嗣�レオ 千田 輝彦 新冠 川島牧場 482＋ 22：05．38 55．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，745，800円 複勝： 32，439，300円 枠連： 10，447，100円
馬連： 51，537，000円 馬単： 23，996，700円 ワイド： 28，899，900円
3連複： 68，855，500円 3連単： 85，880，200円 計： 323，801，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 200円 � 2，190円 枠 連（5－7） 1，360円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 620円 �� 10，200円 �� 7，860円

3 連 複 ��� 58，950円 3 連 単 ��� 270，700円

票 数

単勝票数 計 217458 的中 � 33439（2番人気）
複勝票数 計 324393 的中 � 49693（2番人気）� 46309（3番人気）� 2844（13番人気）
枠連票数 計 104471 的中 （5－7） 5929（6番人気）
馬連票数 計 515370 的中 �� 25884（5番人気）
馬単票数 計 239967 的中 �� 5241（11番人気）
ワイド票数 計 288999 的中 �� 13012（6番人気）�� 700（60番人気）�� 910（56番人気）
3連複票数 計 688555 的中 ��� 876（127番人気）
3連単票数 計 858802 的中 ��� 230（625番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―12．5―12．1―12．0―12．7―13．0―12．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．0―46．5―58．6―1：10．6―1：23．3―1：36．3―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
2＝（6，12）4（3，10）－（9，13）11，1（5，7）8
2＝6－（12，4，11）（3，10）（13，7，1）9，8－5

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

勝馬の
紹 介

トレジャートローヴ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．21 京都3着

2013．2．22生 牡3芦 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 8戦2勝 賞金 21，200，000円
※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。

22068 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6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

610 クリノシャンボール 牡3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 494－ 2 58．9 3．4�

46 タマモスズラン 牝3鹿 52 国分 恭介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 446± 0 59．22 20．3�
57 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 D．バルジュー 森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 422－ 6 59．41	 4．4�

（伊）

814 アイファーサラオー 牡4鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 494± 0 59．61
 8．5�
45 ウェディングラン 牝4鹿 55

53 △義 英真小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 430－ 4 59．8� 150．0�
712 メイショウボノム 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474＋ 6 〃 ハナ 4．2	
58 ワンダーヴィーヴァ 牡6青鹿57 川須 栄彦山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 582＋ 81：00．01	 9．7

33 � ワンダフルラスター 牡4鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift

Farm LLC 518＋ 4 〃 クビ 30．6�
813 ヒロノフェロー 牡3鹿 54 中谷 雄太サンエイ開発� 庄野 靖志 浦河 川越ファーム 514＋ 41：00．1
 134．2
11 � メンカウラー 5黒鹿57 太宰 啓介前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B486－ 4 〃 ハナ 15．2�
34 ハルマッタン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 494＋121：00．2クビ 13．2�
22 � ライブリヘイロー 牝6鹿 55

52 ▲三津谷隼人加藤 哲郎氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 486－ 6 〃 クビ 112．7�
69 � ティーエスナイン 牡4栗 57 高倉 稜田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452＋ 81：01．68 46．6�
711 シゲルハナガサ 牝4栗 55 松田 大作森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 440－ 61：02．98 105．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，782，400円 複勝： 29，959，200円 枠連： 14，528，900円
馬連： 59，308，200円 馬単： 28，699，600円 ワイド： 31，979，000円
3連複： 78，632，700円 3連単： 105，603，500円 計： 373，493，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 500円 � 170円 枠 連（4－6） 3，310円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 410円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 31，370円

票 数

単勝票数 計 247824 的中 � 58037（1番人気）
複勝票数 計 299592 的中 � 67890（1番人気）� 10798（8番人気）� 47686（3番人気）
枠連票数 計 145289 的中 （4－6） 3393（13番人気）
馬連票数 計 593082 的中 �� 10378（15番人気）
馬単票数 計 286996 的中 �� 2780（31番人気）
ワイド票数 計 319790 的中 �� 4894（21番人気）�� 22124（2番人気）�� 5134（19番人気）
3連複票数 計 786327 的中 ��� 8927（23番人気）
3連単票数 計1056035 的中 ��� 2440（104番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．5―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．9
3 ・（6，10）（7，12）4，11（3，13）（5，8）9（1，2）－14 4 ・（6，10）（7，12）4，3－13，5－（11，8）（1，2）（14，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノシャンボール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．6．13 阪神1着

2013．4．1生 牡3黒鹿 母 ゲ ッ コ ウ 母母 ミシシッピーミス 14戦2勝 賞金 22，250，000円
※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 サントノーレ号・サンライズシーズン号
※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。



22069 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第9競走 ��
��1，800�

ち く ご が わ

筑 後 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

66 � リッチーリッチー 牡3栗 54 D．ホワイト �ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 512＋ 81：48．8 2．3�
（香港）

55 ショウボート 牡4栗 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋101：49．01	 2．2�
810 アグネススターダム 牡3栗 54 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 452＋ 21：49．31
 10．8�
11 グリーンラヴ 牡6栗 57 川田 将雅 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 474＋ 8 〃 クビ 7．2�
77 ウインハートビート 牡3栗 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 61：49．83 21．2	
22 ノーブルソニック 牝4黒鹿55 �島 克駿 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474＋121：49．9� 24．7�
33 � ネオアトラクション 牡4鹿 57 D．バルジュー 林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 492＋ 21：50．32� 27．1�
（伊）

89 オカホンコー 牡5鹿 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 484－ 61：50．51	 96．5
78  サンライズフレンチ 牡5栗 57 義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 518－ 41：50．92� 108．6�
44 � アンシャックルド �6栗 57 荻野 極
大樹ファーム 音無 秀孝 愛 S. F. Blood-

stock LLC 484＋ 21：51．22 136．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，831，100円 複勝： 36，686，000円 枠連： 11，892，200円
馬連： 62，452，500円 馬単： 37，983，700円 ワイド： 28，652，300円
3連複： 91，551，200円 3連単： 203，344，100円 計： 500，393，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（5－6） 210円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 130円 �� 280円 �� 320円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，610円

票 数

単勝票数 計 278311 的中 � 95340（2番人気）
複勝票数 計 366860 的中 � 139799（1番人気）� 107501（2番人気）� 31507（4番人気）
枠連票数 計 118922 的中 （5－6） 41955（1番人気）
馬連票数 計 624525 的中 �� 236404（1番人気）
馬単票数 計 379837 的中 �� 66871（1番人気）
ワイド票数 計 286523 的中 �� 75335（1番人気）�� 21320（4番人気）�� 17938（5番人気）
3連複票数 計 915512 的中 ��� 126113（2番人気）
3連単票数 計2033441 的中 ��� 91143（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．6―12．5―12．0―12．7―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．4―48．9―1：00．9―1：13．6―1：25．5―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リッチーリッチー �
�
父 Teofilo �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．8．30 小倉2着

2013．2．8生 牡3栗 母 Nick’s Nikita 母母 Elaine’s Honor 9戦2勝 賞金 35，079，000円
※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。

22070 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第10競走 ��
��1，200�西部日刊スポーツ杯

発走15時00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

西部日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 レーヴムーン 牡3黒鹿54 松山 弘平ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476＋ 21：08．4 4．8�
713 キングハート 牡3鹿 54 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 478＋101：08．5� 18．9�
818 アレスバローズ 牡4黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 61：08．6	 5．1�
59 スマートカルロス 牡4鹿 57 
島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 468－ 2 〃 クビ 19．5�
817 ニシノラッシュ 牡4鹿 57 D．バルジュー 西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 488＋ 81：08．7クビ 6．2�

（伊）

24 キタサンラブコール 牡5鹿 57 太宰 啓介	大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 470－ 2 〃 クビ 22．2

612 アルティマブラッド 牝4青鹿55 D．ホワイト 	社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484－ 41：08．8クビ 14．4�

（香港）

35 ヴィクタープライム 牡4青鹿57 松田 大作村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 464＋ 41：08．9� 23．7�
816 オーミアリス 牝4黒鹿55 国分 優作岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 472－ 41：09．0	 66．6
11 グレイトチャーター 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 6 〃 クビ 8．2�
611 アドマイヤナイト 牝4栗 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 426＋ 4 〃 アタマ 4．5�
715� ハイマウンテン 牝6鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 460－ 41：09．42	 75．4�
714� ジョディーズロマン 牝6栗 55 川須 栄彦 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 8 〃 クビ 231．8�
47 メイショウシャチ 牡3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 476＋161：09．82	 72．3�
36 ブラッククローバー 牡4黒鹿57 田中 健呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 486＋ 2 〃 アタマ 79．1�
23 カ オ ー ル 牝5青 55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 81：09．9クビ 51．8�
48 クラウンカイザー 牡7黒鹿57 義 英真�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 490－ 4 〃 クビ 190．2�
12 ダンツカナリー 牝6青鹿55 高倉 稜山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 472± 01：10．64 266．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，478，600円 複勝： 70，876，800円 枠連： 34，582，100円
馬連： 130，576，400円 馬単： 52，952，200円 ワイド： 64，930，300円
3連複： 178，338，700円 3連単： 224，631，100円 計： 799，366，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 530円 � 170円 枠 連（5－7） 3，670円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 10，650円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 690円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 11，220円 3 連 単 ��� 66，600円

票 数

単勝票数 計 424786 的中 � 70704（2番人気）
複勝票数 計 708768 的中 � 88851（3番人気）� 27371（9番人気）� 129390（1番人気）
枠連票数 計 345821 的中 （5－7） 7298（17番人気）
馬連票数 計1305764 的中 �� 14857（30番人気）
馬単票数 計 529522 的中 �� 3728（41番人気）
ワイド票数 計 649303 的中 �� 7034（32番人気）�� 25474（5番人気）�� 9710（20番人気）
3連複票数 計1783387 的中 ��� 11917（41番人気）
3連単票数 計2246311 的中 ��� 2445（218番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．2―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．4―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 1（3，6）（5，8）（2，10）（11，13）（7，12）（9，15）（18，17）4，14－16 4 1（3，6）（5，8，10）13（2，11）（7，12，15）（9，18，17）（4，16）14

勝馬の
紹 介

レーヴムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2016．2．14 小倉4着

2013．3．24生 牡3黒鹿 母 ウメノダンサー 母母 ウメノアスコット 6戦3勝 賞金 30，085，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



22071 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第11競走 ��
��2，000�

は か た

博多ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．8．15以降28．8．7まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

78 アスカビレン 牝4鹿 54 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470＋102：00．4 5．9�
79 ア カ ネ イ ロ 牝5栗 53 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 494－ 82：00．5� 6．2�
811 レッドルーラー 牡6鹿 55 D．バルジュー �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498± 02：00．81� 33．4�

（伊）

33 サンマルホーム 牡6栗 54 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 B442－ 8 〃 クビ 57．5�

44 サンライズタイセイ 牡6鹿 55 D．ホワイト 松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 2 〃 ハナ 15．3	
（香港）

55 ショウナンバーキン 牝6青 51 高倉 稜国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 476± 02：01．22� 103．5

66 バンドワゴン 牡5黒鹿57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 542－ 22：01．3クビ 1．6�
67 ベ ル ラ ッ プ 牡4鹿 57．5 中谷 雄太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512＋102：01．72� 26．6�
22 メイショウコルノ 牡5黒鹿55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 530－20 〃 クビ 17．3
810	 メイショウインロウ 牡7栗 53 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 520－ 22：02．65 172．0�
11 キングストーン 牡5鹿 55 藤岡 康太寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502＋ 42：05．0大差 12．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 64，007，300円 複勝： 77，902，000円 枠連： 39，419，000円
馬連： 168，096，400円 馬単： 97，322，800円 ワイド： 68，326，000円
3連複： 226，945，800円 3連単： 501，483，400円 計： 1，243，502，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 260円 � 250円 � 730円 枠 連（7－7） 1，580円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，630円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 32，930円

票 数

単勝票数 計 640073 的中 � 86696（2番人気）
複勝票数 計 779020 的中 � 84091（3番人気）� 90357（2番人気）� 23696（7番人気）
枠連票数 計 394190 的中 （7－7） 19281（5番人気）
馬連票数 計1680964 的中 �� 81705（6番人気）
馬単票数 計 973228 的中 �� 23601（10番人気）
ワイド票数 計 683260 的中 �� 38647（4番人気）�� 10348（19番人気）�� 10611（18番人気）
3連複票数 計2269458 的中 ��� 22551（25番人気）
3連単票数 計5014834 的中 ��� 11040（97番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．6―12．1―12．0―12．5―12．5―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―34．7―47．3―59．4―1：11．4―1：23．9―1：36．4―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
・（1，2）10（6，5）（8，9）7，4－11－3・（1，2，10）（6，9）5（7，4）（8，11）3

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

勝馬の
紹 介

アスカビレン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2014．9．20 阪神1着

2012．2．7生 牝4鹿 母 スウェプトレジーナ 母母 ヴィヴァットレジーナ 14戦5勝 賞金 72，262，000円
※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。

22072 8月14日 晴 良 （28小倉2）第6日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

23 コスモピーコック 牝4鹿 55 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：46．1 3．7�
59 トップノート 牝3栗 52 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478＋ 61：46．52� 4．6�
11 ノーブルスノー 牝3芦 52

49 ▲荻野 極吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 478± 0 〃 アタマ 12．2�
47 ガ ロ フ ァ ノ 牝4栗 55 松山 弘平前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋12 〃 クビ 10．7�
35 ジャーマンアイリス 牝3芦 52 中谷 雄太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452± 01：46．6クビ 8．3	
611 ダンツチェック 牝3鹿 52 田中 健山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 506± 0 〃 クビ 23．4

612 ベ ル ク リ ア 牝3芦 52 秋山真一郎水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 468＋ 81：46．91� 12．0�
24 � バイオレットフィズ 牝4黒鹿 55

53 △義 英真中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 440＋ 61：47．0� 22．4�
815 ボクノナオミ 牝4鹿 55 藤岡 康太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478－ 41：47．1� 5．7
510 マッカナバラ 牝4芦 55 松田 大作�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 462＋141：47．41� 134．7�
48 オーミパドドゥ 牝3栗 52 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 464＋12 〃 クビ 92．8�
714 ヴ ァ ロ ー ア 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 470＋ 41：47．5クビ 220．9�
816 サンマルアリュール 牝4栗 55 D．バルジュー 相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 528＋341：47．6� 19．0�

（伊）

36 タガノミルキー 牝3芦 52 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436＋ 2 〃 アタマ 152．0�

713 ウエスタンビジュー 牝3鹿 52 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 466＋ 41：48．02� 83．3�
12 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 藤岡 佑介竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B482＋101：48．74 28．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，397，300円 複勝： 53，252，300円 枠連： 32，053，700円
馬連： 129，524，000円 馬単： 52，782，600円 ワイド： 63，678，000円
3連複： 180，822，200円 3連単： 254，790，100円 計： 810，300，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 290円 枠 連（2－5） 1，060円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 430円 �� 810円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 16，840円

票 数

単勝票数 計 433973 的中 � 93082（1番人気）
複勝票数 計 532523 的中 � 90501（1番人気）� 85335（2番人気）� 39457（6番人気）
枠連票数 計 320537 的中 （2－5） 23259（2番人気）
馬連票数 計1295240 的中 �� 102005（1番人気）
馬単票数 計 527826 的中 �� 19487（1番人気）
ワイド票数 計 636780 的中 �� 40820（1番人気）�� 19752（7番人気）�� 14705（11番人気）
3連複票数 計1808222 的中 ��� 35893（6番人気）
3連単票数 計2547901 的中 ��� 10967（18番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．4―12．7―12．5―12．7―12．8―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．2―41．9―54．4―1：07．1―1：19．9―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
・（2，14）15（3，16）（4，10）（9，11）1（7，12）5，8（6，13）・（2，3）15（10，16）14（11，12）4（1，9）8（5，7）6－13

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

勝馬の
紹 介

コスモピーコック �
�
父 Medicean �

�
母父 Montjeu デビュー 2014．7．13 中京1着

2012．5．4生 牝4鹿 母 レッドピオニー 母母 Red Azalea 16戦2勝 賞金 22，891，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 セングウ号
※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。

２レース目
４レース目



（28小倉2）第6日 8月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

190，420，000円
3，800，000円
7，340，000円
1，310，000円
19，390，000円
63，690，000円
4，956，200円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
343，672，700円
443，821，900円
201，947，400円
821，056，200円
419，139，800円
418，980，100円
1，142，478，700円
1，841，400，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，632，497，400円

総入場人員 11，194名 （有料入場人員 9，790名）
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