
22025 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬，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

22 ショウナンタクト 牡2黒鹿54 武 豊�湘南 梅田 智之 熊本 本田 土寿 466－101：10．2 2．4�
56 プリンセスブーケ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 428－10 〃 クビ 38．4�
11 ヒトモジノグルグル 牝2栗 54 D．ホワイト 内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 414 ―1：10．41� 6．0�

（香港）

44 マ エ ム キ 牡2鹿 54 松若 風馬山下 良子氏 作田 誠二 熊本 本田 土寿 416－ 81：10．93 11．6�
710 テイエムオオアマミ 牝2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 422－ 81：11．22 188．5�
69 ペニテンテス 牝2芦 54 �島 良太松田 整二氏 杉山 晴紀 熊本 ストームファーム

コーポレーション 432＋ 6 〃 アタマ 4．0	
68 カシノランペイジ 牡2黒鹿54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 500± 01：11．3クビ 17．6

57 ヤエノプリーマ 牝2鹿 54 川島 信二柳田 英子氏 天間 昭一 鹿児島 柳田 英子 474－ 81：11．72� 44．7�
812 テイエムオジャッタ 牡2鹿 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 440 ―1：11．8� 9．0�
711 カシノパンプアップ 牡2栗 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 ストームファーム
コーポレーション 456－ 21：12．65 205．2

33 カラシレンコン 牝2栗 54 和田 竜二内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 ストームファーム
コーポレーション 460 ―1：13．13 33．0�

813 カチコサプライズ 牝2鹿 54 水口 優也竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 本田 土寿 424＋ 21：13．84 265．6�
45 ヤエノラピッド 牡2鹿 54

51 ▲川又 賢治柳田 英子氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 454－ 81：13．9クビ 78．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，785，100円 複勝： 19，128，600円 枠連： 8，649，500円
馬連： 30，587，400円 馬単： 17，080，900円 ワイド： 18，621，400円
3連複： 44，080，700円 3連単： 61，185，100円 計： 214，118，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 560円 � 220円 枠 連（2－5） 2，520円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 380円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 34，790円

票 数

単勝票数 計 147851 的中 � 51342（1番人気）
複勝票数 計 191286 的中 � 63959（1番人気）� 5715（7番人気）� 18482（3番人気）
枠連票数 計 86495 的中 （2－5） 2656（8番人気）
馬連票数 計 305874 的中 �� 6104（13番人気）
馬単票数 計 170809 的中 �� 2702（19番人気）
ワイド票数 計 186214 的中 �� 4251（11番人気）�� 13791（2番人気）�� 1441（27番人気）
3連複票数 計 440807 的中 ��� 4750（21番人気）
3連単票数 計 611851 的中 ��� 1275（108番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（7，2）8（1，6）9－（5，4）－10，13（3，11）－12 4 ・（7，2）（1，6，8）9，4，5－10（13，11）（3，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンタクト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．7．30 小倉5着

2015．3．31生 牡2黒鹿 母 クイックジャイヴ 母母 Fabulously Fast 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 カチコサプライズ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 プリンセスブーケ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カチコサプライズ号・ヤエノラピッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

9月5日まで平地競走に出走できない。
※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。

22026 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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
1：47．9
1：45．9

良
良

22 タガノスカイハイ 牡2鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464－ 41：49．0 5．3�

44 シゲルホウレンソウ 牡2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 492＋ 2 〃 クビ 37．7�
810 タガノバルバドス 牡2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 81：49．1� 5．6�
33 ミーティアトレイル 牡2芦 54

52 △荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 クビ 4．8�
66 キタサンタイドー 牡2黒鹿54 D．ホワイト �大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 490－ 21：49．2クビ 6．9�
（香港）

55 テイエムディラン 牡2黒鹿 54
51 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 454－101：49．83� 386．5	

811 キープシークレット 牝2黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 38．1

67 キングブラック 牡2鹿 54 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 492＋ 41：50．01 106．8�
78 ス ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 498－ 21：50．21 2．5�
79 ベイブリッジ 牡2青鹿54 武 豊KTレーシング 橋口 慎介 浦河 三嶋牧場 430－ 61：50．41� 62．4�
11 ダイキリシマ 牡2黒鹿54 幸 英明西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 460＋ 61：51．67 176．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，697，800円 複勝： 31，641，400円 枠連： 7，200，700円
馬連： 39，637，600円 馬単： 20，296，800円 ワイド： 23，509，500円
3連複： 52，468，900円 3連単： 72，003，500円 計： 272，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 490円 � 170円 枠 連（2－4） 4，650円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 360円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 28，790円

票 数

単勝票数 計 256978 的中 � 40436（3番人気）
複勝票数 計 316414 的中 � 51120（3番人気）� 12590（6番人気）� 56609（2番人気）
枠連票数 計 72007 的中 （2－4） 1199（13番人気）
馬連票数 計 396376 的中 �� 6500（12番人気）
馬単票数 計 202968 的中 �� 2173（24番人気）
ワイド票数 計 235095 的中 �� 4081（13番人気）�� 18940（5番人気）�� 4635（12番人気）
3連複票数 計 524689 的中 ��� 6742（17番人気）
3連単票数 計 720035 的中 ��� 1813（91番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―12．1―11．9―12．3―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．8―47．9―59．8―1：12．1―1：24．3―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノスカイハイ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エアジハード デビュー 2017．6．4 阪神2着

2015．3．4生 牡2鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

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３日



22027 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第3競走 ��1，700�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 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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 ア ヴ ァ ン ト 牡3栗 56 幸 英明佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 476－ 21：47．6 4．6�
11 エスポワールパレス 牡3鹿 56

54 △荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 484－101：47．81 5．7�
611 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 和田 竜二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 484－ 21：48．01� 9．2�
35 ブルベアバイソン 牡3栗 56 松山 弘平 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 456－ 81：48．21� 55．6�
36 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 488－ 41：48．3クビ 120．5�
47 ローレルヴィクター 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 460＋ 2 〃 アタマ 62．9	
713 ビッグアイランド 牡3鹿 56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 514－ 21：48．83 11．0

816 ロードバリスタ �3黒鹿56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 482－ 81：49．01� 18．2�
12 チュウワフォース 牡3鹿 56 松若 風馬中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 492－101：49．31� 29．7�
23 アリストレジェンド 牡3栗 56 北村 友一 社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 512＋161：50．36 3．6�
815 アラノイケアリイ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B442－ 21：50．72� 183．4�
24 ラインゼウス 牡3栗 56 田村 太雅大澤 繁昌氏 沖 芳夫 日高 シンボリ牧場 480－141：51．44 444．8�
714 ナッシングエルス 牡3黒鹿56 川須 栄彦名古屋友豊� 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 454－101：51．61� 180．0�
59 アデュラレッセンス 牡3栗 56 藤懸 貴志ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム B470－201：51．92 18．6�
510 マイアフェクション 牡3鹿 56 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム B464＋ 61：52．21� 7．9�
612 アラハバード 牡3黒鹿56 D．ホワイト �G1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 432－101：53．15 14．5�
（香港）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，300，700円 複勝： 35，252，500円 枠連： 11，119，200円
馬連： 45，892，600円 馬単： 20，479，000円 ワイド： 31，008，700円
3連複： 65，193，500円 3連単： 73，937，700円 計： 307，183，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 160円 � 190円 枠 連（1－4） 1，190円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 470円 �� 560円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 13，720円

票 数

単勝票数 計 243007 的中 � 41728（2番人気）
複勝票数 計 352525 的中 � 51080（2番人気）� 61990（1番人気）� 44777（4番人気）
枠連票数 計 111192 的中 （1－4） 7206（4番人気）
馬連票数 計 458926 的中 �� 25615（2番人気）
馬単票数 計 204790 的中 �� 5922（3番人気）
ワイド票数 計 310087 的中 �� 17371（2番人気）�� 14035（3番人気）�� 12645（5番人気）
3連複票数 計 651935 的中 ��� 17901（3番人気）
3連単票数 計 739377 的中 ��� 3905（11番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．4―12．5―12．7―12．8―13．1―13．3―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．3―41．8―54．5―1：07．3―1：20．4―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．3
1
3

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

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

ア ヴ ァ ン ト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．10．10 京都4着

2014．2．9生 牡3栗 母 グレイスファミリー 母母 ラトラヴィアータ 7戦1勝 賞金 7，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラハバード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月5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 ポポチカ号
※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。

22028 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・右）

牝，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
1：44．1
1：43．9

良
良

714 シャンティローザ 牝3青鹿54 川田 将雅星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454－ 81：47．2 3．1�
24 アオイスカーレット 牝3鹿 54 和田 竜二新谷 正子氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 454± 01：47．41� 3．5�
611 フ ィ ッ プ ル 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：47．5クビ 8．4�
36 サンレイサワヤカ 牝3栗 54 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 424－121：47．6� 23．4�
510 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 01：47．81� 4．9	
47 ジェルファルレイ 牝3鹿 54 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 464＋ 21：48．01� 17．4

612 アクロバットラン 牝3鹿 54 浜中 俊吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか タイヘイ牧場 406－ 2 〃 クビ 17．6�
23 ラ ナ イ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424＋101：48．1クビ 86．2�

48 ゴッドパイレーツ 牝3黒鹿 54
51 ▲川又 賢治中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 462＋181：48．31� 108．5

35 マ ン デ ィ 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 400＋ 21：48．51 78．0�
816 レーヴルシード 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 414－ 61：48．71� 68．4�
713 プラムステッド 牝3栗 54 北村 友一合同会社東堂 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋121：48．8� 237．2�
59 レッドスイング 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 432＋ 61：48．9� 313．4�
815 フォルトラオム 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410－ 2 〃 クビ 179．7�

12 ダンツストーク 牝3青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 426－ 21：49．43 11．0�
11 アイファーヒロイン 牝3栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 412－ 21：50．46 49．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，389，900円 複勝： 36，526，500円 枠連： 10，420，500円
馬連： 45，848，900円 馬単： 22，493，100円 ワイド： 32，620，300円
3連複： 67，032，100円 3連単： 79，960，500円 計： 320，291，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 200円 枠 連（2－7） 560円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 270円 �� 560円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 253899 的中 � 64921（1番人気）
複勝票数 計 365265 的中 � 76739（1番人気）� 73037（2番人気）� 38893（4番人気）
枠連票数 計 104205 的中 （2－7） 14246（1番人気）
馬連票数 計 458489 的中 �� 62533（1番人気）
馬単票数 計 224931 的中 �� 14382（2番人気）
ワイド票数 計 326203 的中 �� 34651（1番人気）�� 13972（5番人気）�� 15425（4番人気）
3連複票数 計 670321 的中 ��� 33695（2番人気）
3連単票数 計 799605 的中 ��� 8212（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．3―12．0―11．5―11．6―11．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．8―47．8―59．3―1：10．9―1：22．8―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．3
1
3
・（2，8）10（7，11）9，3（1，15）12（4，13）（5，14）6－16・（2，8，10）11（7，4，9）1（3，12）（6，14，15）13（5，16）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャンティローザ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．10．8 東京4着

2014．3．26生 牝3青鹿 母 エポカローザ 母母 Marlene Kelly 9戦1勝 賞金 15，950，000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 ゼロメリディアン号・ミラクルツリー号



22029 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3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

69 バーニングペスカ 牡2鹿 54 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 444 ―1：08．7 3．7�
56 ラブカンプー 牝2黒鹿54 浜中 俊増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 428 ― 〃 クビ 8．8�
45 カフジバンガード 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 468 ―1：09．33� 3．5�
813 トウカイオルデン 牡2鹿 54 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 474 ―1：09．51� 5．6�
68 テイエムオスカー 牡2黒鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 470 ― 〃 アタマ 5．5�
711 メイショウドウドウ 牡2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 472 ―1：10．24 14．4�
44 カシノバイタル 牡2黒鹿 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 428 ―1：11．15 148．3	
11 クリノヒビキ 牡2栗 54 高田 潤栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 474 ―1：11．84 39．9

33 ダイイチリュウ 牡2栗 54 松若 風馬華山 龍一氏 作田 誠二 日高 松平牧場 478 ―1：11．9� 42．6�
22 シゲルカボチャ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 406 ―1：12．32� 182．4�
710 アイファージュリア 牝2黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 静内山田牧場 410 ―1：13．36 270．9
57 スーパーゴリラ 牡2鹿 54 和田 竜二 Him Rock Racing 荒川 義之 新冠 中地 義次 448 ―1：16．4大差 41．6�
812 カシノエフォート 牡2黒鹿 54

53 ☆	島 克駿柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 田中 春美 478 ―1：17．67 200．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，222，200円 複勝： 25，341，700円 枠連： 9，749，300円
馬連： 37，030，100円 馬単： 20，211，200円 ワイド： 22，141，600円
3連複： 46，148，900円 3連単： 64，972，100円 計： 247，817，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 190円 � 140円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 550円 �� 300円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 計 222222 的中 � 49480（2番人気）
複勝票数 計 253417 的中 � 49346（2番人気）� 28489（5番人気）� 52366（1番人気）
枠連票数 計 97493 的中 （5－6） 10410（3番人気）
馬連票数 計 370301 的中 �� 17699（8番人気）
馬単票数 計 202112 的中 �� 5559（13番人気）
ワイド票数 計 221416 的中 �� 9793（7番人気）�� 20941（1番人気）�� 9686（8番人気）
3連複票数 計 461489 的中 ��� 19597（5番人気）
3連単票数 計 649721 的中 ��� 3919（37番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーニングペスカ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2015．5．5生 牡2鹿 母 メイショウガンツ 母母 ステイトリースター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファージュリア号・スーパーゴリラ号・カシノエフォート号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年9月5日まで平地競走に出走できない。

22030 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （ダート・右）

牝，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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 サイレントアスカ 牝3鹿 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470－161：47．0 4．8�
611 スズカスマート 牝3鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 476＋ 41：47．21� 8．3�
510 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 490＋121：47．62� 4．4�
11 エイシンムジカ 牝3栗 54 武 豊平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 474－ 21：47．7� 4．6�
12 シュクルダール 牝3黒鹿54 松若 風馬 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム B486－101：48．02 7．4�
36 マクトゥーブ 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治杉山 一穂氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：48．21� 80．8	
24 ウインプルミエ 牝3鹿 54 松山 弘平
ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B430－141：48．3� 9．2�
47 リュウシンローズ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 452－ 6 〃 クビ 20．6
48 サンマルガイア 牝3芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 484＋101：49．15 18．8�
35 メイショウアキヅキ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 432－ 41：49．2� 323．6�
23 ワンダープトゥリ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか フクダファーム 454－ 81：49．3� 134．5�
815 ダノンキラメキ 牝3黒鹿54 D．ホワイト 
ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B446＋ 61：50．36 12．6�

（香港）

816 アザブジュウバン 牝3鹿 54 藤懸 貴志市川義美ホール
ディングス
 石橋 守 平取 坂東牧場 460＋ 61：50．51� 52．1�

612 ノーブルエンジェル 牝3鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 浦河 駿河牧場 430－ 41：51．03 265．5�
713 オウケンヴィクトリ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真福井 明氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 424－121：51．21� 61．1�
714 リブランディニー 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁 
ローレルレーシング 浜田多実雄 新冠 川島牧場 500＋ 2 （競走中止） 322．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，869，000円 複勝： 35，709，100円 枠連： 15，125，100円
馬連： 47，953，000円 馬単： 21，228，800円 ワイド： 31，206，400円
3連複： 66，324，100円 3連単： 77，204，600円 計： 318，620，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 220円 � 170円 枠 連（5－6） 1，140円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 670円 �� 370円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 238690 的中 � 38977（3番人気）
複勝票数 計 357091 的中 � 55258（2番人気）� 36822（5番人気）� 59759（1番人気）
枠連票数 計 151251 的中 （5－6） 10232（3番人気）
馬連票数 計 479530 的中 �� 19220（6番人気）
馬単票数 計 212288 的中 �� 5182（8番人気）
ワイド票数 計 312064 的中 �� 11459（7番人気）�� 22872（1番人気）�� 14658（3番人気）
3連複票数 計 663241 的中 ��� 19201（3番人気）
3連単票数 計 772046 的中 ��� 4230（14番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．8―12．5―12．4―12．5―12．7―13．1―14．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．6―42．1―54．5―1：07．0―1：19．7―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．0
1
3
2－8，11，6（10，13，16）（9，15）4，7，3，12（5，1）－14
2（9，11）8，10（4，6）（3，15）（7，1）13，16－（5，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サイレントアスカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Freud デビュー 2016．11．5 京都2着

2014．4．25生 牝3鹿 母 クイックリトルミス 母母 Swift Girl 8戦1勝 賞金 15，100，000円
〔競走中止〕 リブランディニー号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 リブランディニー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。
（非当選馬） 1頭 ジュンハーツ号
（非抽選馬） 2頭 シゲルエゾシカ号・メイショウモーント号
※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。



22031 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第7競走 ��
��1，200�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 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
1：06．5
1：06．5

良
良

23 ホープフルスター 牡3栗 56 川田 将雅前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－121：08．2 5．5�

612 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 松若 風馬山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 432＋ 2 〃 アタマ 10．2�
818 サンブリリアント 牝3栗 54 幸 英明西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 488＋ 4 〃 クビ 20．1�
715 ケアリイカイ 牝3鹿 54 和田 竜二守内 満氏 高橋 義忠 新冠 高瀬牧場 440＋ 41：08．3� 11．8�
48 シャイニーホーム 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 426－ 21：08．4クビ 33．1�

24 イェーガーオレンジ 牝3栗 54 武 豊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－ 61：08．71� 2．0�
510 メイショウチロル 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 414＋ 41：08．8� 171．7	
817 エンゲージスマイル 牝3鹿 54 北村 友一 
社台レースホース北出 成人 千歳 社台ファーム 442－101：08．9クビ 6．3�
36 クレアチェイス 牝3鹿 54 秋山真一郎 
フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 422－12 〃 アタマ 78．1�
12 エターナルライフ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁 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 448－ 4 〃 クビ 21．3

714 マサノハヤテ 牡3黒鹿 56
54 △荻野 極猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 496－ 21：09．11	 23．0�

816 ワンパーパス 牝3黒鹿54 太宰 啓介橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 428－ 21：09．31	 59．8�
611 ビップディオス 牡3栗 56 D．ホワイト 鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 500± 01：09．51	 65．1�

（香港）

59 ス オ ウ 牝3鹿 54 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 平取 稲原牧場 434＋261：09．6
 175．1�
47 アダージェット 牡3鹿 56 小牧 太名古屋友豊� 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 506＋121：09．81	 140．8�
713 タマノオータム 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治玉腰 勇吉氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 396± 0 〃 アタマ 92．2�
35 ロゼットブルー 牝3鹿 54 高倉 稜 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 432－ 21：09．9� 241．3�
11 キーメンバー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 406－ 41：10．22 184．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，123，600円 複勝： 40，319，600円 枠連： 19，301，700円
馬連： 54，816，300円 馬単： 28，411，700円 ワイド： 35，343，300円
3連複： 74，324，900円 3連単： 104，504，200円 計： 383，145，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 250円 � 460円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，390円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 12，670円 3 連 単 ��� 52，320円

票 数

単勝票数 計 261236 的中 � 37446（2番人気）
複勝票数 計 403196 的中 � 60184（2番人気）� 43306（4番人気）� 19489（7番人気）
枠連票数 計 193017 的中 （2－6） 19647（4番人気）
馬連票数 計 548163 的中 �� 17898（8番人気）
馬単票数 計 284117 的中 �� 4617（15番人気）
ワイド票数 計 353433 的中 �� 10907（8番人気）�� 6508（13番人気）�� 4040（19番人気）
3連複票数 計 743249 的中 ��� 4399（36番人気）
3連単票数 計1045042 的中 ��� 1448（139番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．0―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．0―44．6―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホープフルスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 東京3着

2014．2．24生 牡3栗 母 ストラテジー 母母 クイーンリザーブ 9戦1勝 賞金 11，400，000円
〔制裁〕 エターナルライフ号の騎手富田暁は，3コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：3

番・7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キラーコンテンツ号・スーパーヒーロ号・ハービーラヴド号
（非抽選馬） 4頭 ヴァージャー号・シゲルポインター号・テイエムイキオイ号・ユキエファルコン号
※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。

22032 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：44．1
1：43．9

良
良

55 � スズカディープ �5青鹿 57
56 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B416± 01：47．8 3．2�

44 チカノワール 牝3鹿 52 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 448± 0 〃 クビ 3．3�
77 アサケハーツ 牡3栗 54 小牧 太大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 448＋ 61：48．01 21．7�
78 リ セ エ ン ヌ 牝4青鹿55 松若 風馬吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 412± 01：48．21� 8．7�
33 マイネルアトゥー 牡4青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 2 〃 ハナ 4．9�
89 グリーンラヴ 牡7栗 57 D．ホワイト �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 478＋ 6 〃 アタマ 20．7

（香港）

11 エリンソード 牡3青鹿54 浜中 俊 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 ハナ 8．6�
810 ジャジャウマガール 牝4鹿 55 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 460＋ 41：49．37 14．5
66 スリーミスヨハネス 牝3鹿 52 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 452＋201：49．4	 51．7�
22 レッドカイザー �6黒鹿57 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム B480－121：50．25 33．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，368，900円 複勝： 33，059，400円 枠連： 10，267，300円
馬連： 51，723，200円 馬単： 26，094，300円 ワイド： 30，944，300円
3連複： 65，563，500円 3連単： 107，819，300円 計： 352，840，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 380円 枠 連（4－5） 540円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，260円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 15，840円

票 数

単勝票数 計 273689 的中 � 67501（1番人気）
複勝票数 計 330594 的中 � 71390（1番人気）� 62202（2番人気）� 15749（8番人気）
枠連票数 計 102673 的中 （4－5） 14725（1番人気）
馬連票数 計 517232 的中 �� 72932（1番人気）
馬単票数 計 260943 的中 �� 19899（1番人気）
ワイド票数 計 309443 的中 �� 34144（1番人気）�� 5754（18番人気）�� 5952（17番人気）
3連複票数 計 655635 的中 ��� 11394（13番人気）
3連単票数 計1078193 的中 ��� 4933（42番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．7―12．1―11．6―11．8―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．8―48．9―1：00．5―1：12．3―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スズカディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seattle Slew

2012．3．22生 �5青鹿 母 ローマンスズカⅡ 母母 Rose of Suzuka 10戦1勝 賞金 13，500，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 エリンソード号の騎手浜中俊は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番）
※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。



22033 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第9競走 ��2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

33 エッジースタイル 牝4栗 55 荻野 極 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 468＋101：59．5 4．9�
813 ユイフィーユ 牝3青鹿52 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 460－ 41：59．82 4．5�
814 ザ ク イ ー ン 牝3黒鹿52 浜中 俊�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 4．6�
11 キャンディストーム 牝3鹿 52 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋101：59．9クビ 5．0�
34 サウンドパラダイス 牝4鹿 55 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 504＋ 6 〃 クビ 17．8	
45 ブライトムーン 牝3黒鹿52 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426＋122：00．0� 44．0

711 グランディフローラ 牝5鹿 55 D．ホワイト �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 464－ 42：00．1� 20．3�

（香港）

610 レッドストーリア 牝3鹿 52 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 420＋162：00．2クビ 16．5�
22 � ミスズメサイア 牝5鹿 55 高倉 稜永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 456－ 72：00．41 125．8
57 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿52 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 476－ 2 〃 クビ 98．3�
69 パステラリア 牝3鹿 52 松山 弘平 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 470± 02：00．93 14．5�
712 リネンロマン 牝3鹿 52 �島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 394＋ 22：01．0	 184．6�
58 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 494＋ 62：01．53 24．0�
46 アオイテソーロ 牝3黒鹿52 松若 風馬了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 82：03．4大差 10．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，836，800円 複勝： 44，549，500円 枠連： 21，132，100円
馬連： 80，266，300円 馬単： 36，227，700円 ワイド： 42，767，000円
3連複： 103，573，700円 3連単： 136，274，800円 計： 495，627，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 180円 � 180円 枠 連（3－8） 590円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 530円 �� 450円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 308368 的中 � 49983（3番人気）
複勝票数 計 445495 的中 � 78996（1番人気）� 60331（4番人気）� 64087（3番人気）
枠連票数 計 211321 的中 （3－8） 27457（2番人気）
馬連票数 計 802663 的中 �� 49834（4番人気）
馬単票数 計 362277 的中 �� 10007（9番人気）
ワイド票数 計 427670 的中 �� 20478（4番人気）�� 24823（2番人気）�� 23554（3番人気）
3連複票数 計1035737 的中 ��� 43654（2番人気）
3連単票数 計1362748 的中 ��� 10014（15番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．5―12．8―12．2―12．0―11．7―12．0―11．8―12．0

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エッジースタイル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．12．20 阪神3着

2013．1．31生 牝4栗 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 13戦3勝 賞金 30，822，000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。

22034 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第10競走 ��
��1，700�

い ぶ す き

指 宿 特 別
発走15時00分 （ダート・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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713 ナムラミラクル 牡4芦 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 474＋ 41：46．1 7．7�
36 ムイトオブリガード 牡3鹿 54 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476－ 41：46．52� 3．2�
24 サウスオブボーダー 牡4鹿 57 	島 克駿三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B466＋ 6 〃 クビ 27．3�
611 スズカフューラー 牡3栗 54 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418－ 21：46．81� 7．7�
612 ラインフィール 牡4栗 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 500＋ 21：47．01� 16．2�
11 タイセイパルサー 牡4黒鹿57 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488＋ 81：47．1� 132．8	
510 サウスザスナイパー 牡3黒鹿54 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 528＋ 2 〃 ハナ 2．2

816 ウォーターレスター 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 534＋ 21：47．2クビ 33．5�
48 ベディヴィア 牡3栗 54 松若 風馬 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 47．8
23 
 クワッドアーチ 牡4鹿 57 荻野 極 �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds B532± 01：47．41 103．0�
12 ロングベスト 牡3鹿 54 秋山真一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 504－ 41：47．61� 39．2�
815 ナムラヘラクレス 牡3鹿 54 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 482＋ 41：47．91� 97．6�
35 ワールドリースター 牡5鹿 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 0 〃 ハナ 131．2�
714
 フェイスインパクト 牡4栗 57 松山 弘平 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Momkids,

Inc. 498－13 〃 アタマ 128．8�
47 ミ ザ イ 牝3芦 52 	島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 478－ 21：48．11 38．0�
59 カタヨクノテンシ 牡4鹿 57 北村 友一�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 510＋ 2 〃 ハナ 172．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，175，600円 複勝： 58，600，100円 枠連： 23，908，700円
馬連： 111，041，400円 馬単： 51，905，400円 ワイド： 56，089，800円
3連複： 150，673，200円 3連単： 212，579，400円 計： 706，973，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 150円 � 460円 枠 連（3－7） 1，390円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，680円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 23，710円

票 数

単勝票数 計 421756 的中 � 43426（4番人気）
複勝票数 計 586001 的中 � 58130（4番人気）� 131793（2番人気）� 25380（6番人気）
枠連票数 計 239087 的中 （3－7） 13277（5番人気）
馬連票数 計1110414 的中 �� 72734（4番人気）
馬単票数 計 519054 的中 �� 13805（11番人気）
ワイド票数 計 560898 的中 �� 31607（4番人気）�� 8078（19番人気）�� 17277（8番人気）
3連複票数 計1506732 的中 ��� 25881（15番人気）
3連単票数 計2125794 的中 ��� 6499（69番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．2―13．0―12．4―12．2―12．4―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．6―43．6―56．0―1：08．2―1：20．6―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．9
1
3
12（13，14）3（4，10，15）（1，6，11）8，9，7（2，16）－5・（12，13）14（3，4，15）6（1，10）11（9，8）16，7－（5，2）

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

勝馬の
紹 介

ナムラミラクル �
�
父 スパイキュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．10．24 京都6着

2013．5．4生 牡4芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 16戦3勝 賞金 38，628，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 テイエムグッドマン号
（非抽選馬） 2頭 エネルワンダー号・エルメネジルド号



22035 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第11競走 ��
��1，200�九州スポーツ杯

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

東京スポーツ新聞社賞（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

66 スノーエンジェル 牝5芦 55 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 456± 01：07．3 74．1�
811 ポップオーヴァー 牝5鹿 55 D．ホワイト 橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－ 41：07．62 4．8�

（香港）

11 ブラッククローバー 牡5黒鹿57 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490± 01：07．7	 6．0�
67 ノーブルルージュ 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 458＋ 21：07．8
 36．9�
44 トシストロング 牡6鹿 57 武 豊上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 486＋ 81：07．9クビ 5．5�
810 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 4 〃 クビ 7．3�
33 グレイスミノル 牝5青鹿55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 478－ 61：08．0クビ 10．7	
78 デ ィ ア エ ナ 牝5黒鹿55 荻野 極桑畑 
信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B506－ 41：08．21
 8．4�
79 ゼンノコリオリ 牡7鹿 57 太宰 啓介大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 464－ 41：08．3	 91．0�
55 サトノフラム 牡5黒鹿57 北村 友一里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 486＋ 81：08．93
 3．4
22 � ウイングパラダイス 牝6鹿 55 幸 英明池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 472－101：10．17 67．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，720，700円 複勝： 79，785，300円 枠連： 30，781，600円
馬連： 195，589，400円 馬単： 81，320，200円 ワイド： 82，006，100円
3連複： 248，383，500円 3連単： 429，542，800円 計： 1，203，129，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，410円 複 勝 � 1，340円 � 220円 � 200円 枠 連（6－8） 3，830円

馬 連 �� 19，840円 馬 単 �� 48，900円

ワ イ ド �� 5，370円 �� 6，060円 �� 720円

3 連 複 ��� 36，060円 3 連 単 ��� 403，390円

票 数

単勝票数 計 557207 的中 � 6011（10番人気）
複勝票数 計 797853 的中 � 11809（10番人気）� 104521（4番人気）� 120726（3番人気）
枠連票数 計 307816 的中 （6－8） 6222（16番人気）
馬連票数 計1955894 的中 �� 7639（34番人気）
馬単票数 計 813202 的中 �� 1247（73番人気）
ワイド票数 計 820061 的中 �� 3810（36番人気）�� 3375（42番人気）�� 31275（8番人気）
3連複票数 計2483835 的中 ��� 5165（83番人気）
3連単票数 計4295428 的中 ��� 772（614番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．1―11．3―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．2―44．5―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．1
3 6，1（2，5，10）4（3，8，11）7－9 4 6，1（4，5，10）2（3，8，11）7－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スノーエンジェル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 小倉1着

2012．4．1生 牝5芦 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット 25戦4勝 賞金 57，578，000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。

22036 8月5日 晴 良 （29小倉2）第3日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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

58 ダノンチャンス 牡3鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 484－ 6 58．3 3．8�
711 ハーツジュニア 牡5鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504＋ 4 58．93� 7．3�
34 アグネスエーデル 牡5鹿 57 武 豊上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 516± 0 59．11� 5．8�
813 ボクノナオミ 牝5鹿 55

53 △荻野 極塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 7．1�
610� メイショウルナ 牝6鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 494＋ 8 59．2クビ 34．4�
712� ブレーヴブラッド 牡5鹿 57 和田 竜二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462－ 2 〃 ハナ 22．5	
33 タイキラメール 牡4栗 57

54 ▲川又 賢治
大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 472－ 4 〃 クビ 7．9�

45 スリーチアサウス 牝6鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 490＋18 59．3	 52．3�
46 スターズバース 牝3鹿 52 幸 英明吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 490＋12 59．4クビ 6．0
69 ゲンキチハヤブサ 
5栗 57 田中 健荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 448－ 2 〃 ハナ 22．0�
22 スナークライデン 牡3芦 54

53 ☆�島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470＋ 6 〃 クビ 56．1�
57 ライラムーン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼 
サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460－ 4 59．61 29．7�
11 ス ワ ニ ル ダ 牝4芦 55 岡田 祥嗣服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 2 〃 クビ 19．7�
814 メイショウアタカマ 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁松本 和子氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 470± 01：00．77 112．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，749，000円 複勝： 59，836，700円 枠連： 25，730，000円
馬連： 111，175，600円 馬単： 47，099，800円 ワイド： 59，553，300円
3連複： 149，613，800円 3連単： 199，407，100円 計： 694，165，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 200円 � 200円 枠 連（5－7） 1，040円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 730円 �� 500円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 11，200円

票 数

単勝票数 計 417490 的中 � 87702（1番人気）
複勝票数 計 598367 的中 � 94786（1番人気）� 77315（2番人気）� 75327（4番人気）
枠連票数 計 257300 的中 （5－7） 19027（4番人気）
馬連票数 計1111756 的中 �� 51567（3番人気）
馬単票数 計 470998 的中 �� 13443（5番人気）
ワイド票数 計 595533 的中 �� 20593（6番人気）�� 31360（1番人気）�� 21766（4番人気）
3連複票数 計1496138 的中 ��� 40187（2番人気）
3連単票数 計1994071 的中 ��� 12908（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―34．2―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンチャンス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．7．30 小倉5着

2014．2．4生 牡3鹿 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 6戦2勝 賞金 15，700，000円



（29小倉2）第3日 8月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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
厩務員出走奨励金

167，700，000円
2，530，000円
14，840，000円
1，440，000円
18，080，000円
66，464，000円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
360，239，300円
499，750，400円
193，385，700円
851，561，800円
392，848，900円
465，811，700円
1，133，380，800円
1，619，391，100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 5，516，369，700円

総入場人員 8，457名 （有料入場人員 7，342名）
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