
22049 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5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

77 ダンツブライト 牝2栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム
コーポレーション 452－241：10．1 5．4�

11 テイエムフガエゾ 牡2黒鹿 54
52 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 422－ 2 〃 クビ 2．2�

33 テイエムウンマカ 牝2黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 424＋ 61：10．31� 2．7�
66 カシノウィング 牡2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 474＋ 21：10．4� 23．0�
89 コウザンハリマオ 牡2黒鹿 54

53 ☆義 英真山下 良子氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 B480＋ 21：10．82� 20．8�
22 カシノメルシー 牝2鹿 54 太宰 啓介柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 本田 土寿 478－ 41：11．22� 188．1�
78 スカートフワリ 牝2黒鹿54 �島 良太 	アフロin El Paso 岡田 稲男 熊本 ストームファーム

コーポレーション 408－ 21：12．05 34．7

55 カラクニチャーリー 牡2栗 54 柴田 未崎杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 420＋ 41：12．1クビ 104．8�
810 カシノエルサ 牝2栗 54

51 ▲西村 淳也柏木 務氏 藤沢 則雄 鹿児島 柏木 務 464 ―1：22．3大差 58．5�
44 テイエムヨカンゲナ 牡2栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 446＋10 （競走中止） 19．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，112，100円 複勝： 23，692，900円 枠連： 5，673，500円
馬連： 27，334，200円 馬単： 16，762，800円 ワイド： 18，077，100円
3連複： 41，667，100円 3連単： 75，528，200円 計： 226，847，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 610円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 210円 �� 210円 �� 120円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 181121 的中 � 28186（3番人気）
複勝票数 計 236929 的中 � 26743（3番人気）� 63023（2番人気）� 100758（1番人気）
枠連票数 計 56735 的中 （1－7） 7127（3番人気）
馬連票数 計 273342 的中 �� 31206（3番人気）
馬単票数 計 167628 的中 �� 9138（6番人気）
ワイド票数 計 180771 的中 �� 17618（3番人気）�� 18302（2番人気）�� 50846（1番人気）
3連複票数 計 416671 的中 ��� 107676（1番人気）
3連単票数 計 755282 的中 ��� 20340（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．8―11．8―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツブライト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．7．14 中京10着

2016．3．13生 牝2栗 母 ヒラボクハッピー 母母 ジューンブライド 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 テイエムヨカンゲナ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノエルサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月11日まで平地競走

に出走できない。

22050 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5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
1：46．9
1：45．6

良
良

88 オーシャンスケイプ 牝2黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 402－ 61：48．2 3．0�
77 トップウイナー 牡2栗 54 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 444＋ 21：48．62� 2．7�
44 エレヴァルアスール 牡2黒鹿54 秋山真一郎�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 482± 01：48．92 5．7�
11 エイシンボールディ 牡2栗 54 松山 弘平�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 426－ 21：49．0� 68．0�
89 プティットフィーユ 牝2芦 54

52 △川又 賢治飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：49．1クビ 10．0	
55 タイセイセイヴァー 牡2鹿 54 B．アヴドゥラ 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 41：49．95 6．4


（豪）

66 ハイオソラール 牡2鹿 54 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 498－ 81：50．53� 43．8�
22 ヒルノベルゲン 牡2青鹿54 �島 克駿�ヒルノ 北出 成人 新冠 中地 義次 470－ 21：50．71� 79．3�
33 ユンゲンハフト 牝2鹿 54 松若 風馬藤田 好紀氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 460－ 8 〃 クビ 34．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，209，100円 複勝： 25，944，300円 枠連： 6，188，800円
馬連： 34，388，000円 馬単： 19，556，700円 ワイド： 21，115，100円
3連複： 41，565，900円 3連単： 71，634，100円 計： 242，602，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 230円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 222091 的中 � 60233（2番人気）
複勝票数 計 259443 的中 � 59138（2番人気）� 66402（1番人気）� 45675（3番人気）
枠連票数 計 61888 的中 （7－8） 17300（1番人気）
馬連票数 計 343880 的中 �� 76190（1番人気）
馬単票数 計 195567 的中 �� 18645（2番人気）
ワイド票数 計 211151 的中 �� 31663（1番人気）�� 19075（3番人気）�� 22915（2番人気）
3連複票数 計 415659 的中 ��� 58539（1番人気）
3連単票数 計 716341 的中 ��� 24653（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―11．8―12．0―12．2―12．2―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．1―47．9―59．9―1：12．1―1：24．3―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3
3，8（2，7，9）－（1，5）（4，6）
3，8，9（2，7，5）（1，4，6）

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

勝馬の
紹 介

オーシャンスケイプ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．7．1 中京3着

2016．3．7生 牝2黒鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 タイセイセイヴァー号の騎手B．アヴドゥラは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4

番）
〔その他〕 タイセイセイヴァー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タイセイセイヴァー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年9月11日まで出走できない。
※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。

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５日



22051 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5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 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
56．9
56．9

重
重

814 ナンクルナイサー 牝3栗 54 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 450－ 4 59．0 5．4�
11 マ リ エ ッ ト 牝3黒鹿54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 59．31� 13．1�
45 � ジャスパーエイト 牡3栗 56 B．アヴドゥラ 加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

486± 0 59．61� 2．8�
（豪）

34 タマモカプチーノ 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 488± 0 〃 クビ 6．0�
711 カノウムスビ 牡3栗 56

54 △川又 賢治吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 482± 01：00．02	 23．9�
57 タマモカトルズ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也タマモ� 高橋 亮 新冠 守矢牧場 458± 01：00．1� 22．7	
610 ロードクオーレ 牡3鹿 56 
島 克駿 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 502 ―1：00．31� 6．4

33 タムロムーン 牡3栗 56 松若 風馬谷口 屯氏 西園 正都 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 510＋301：00．4� 7．0�
46 ベルウッドホーク 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 チェスナット
ファーム 460＋ 41：00．6� 295．4�

712 ジューンナイト 牡3青鹿56 北村 友一吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 414－ 2 〃 クビ 19．6
22 シセイケナゲ 牝3鹿 54 和田 竜二猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 438＋ 41：01．34 76．6�
813 メイショウヴァルス 牝3鹿 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 408－101：01．72	 380．2�
58 アートコンプリート 牝3鹿 54 
島 良太 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 442＋ 41：02．12	 150．8�
69 ユアファイアード 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 奥山 博 492 ―1：02．52	 60．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，006，700円 複勝： 31，879，800円 枠連： 10，376，500円
馬連： 41，760，000円 馬単： 21，881，400円 ワイド： 28，641，700円
3連複： 57，878，100円 3連単： 74，814，900円 計： 290，239，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 260円 � 130円 枠 連（1－8） 4，440円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 400円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 28，880円

票 数

単勝票数 計 230067 的中 � 33832（2番人気）
複勝票数 計 318798 的中 � 39150（3番人気）� 25757（6番人気）� 78313（1番人気）
枠連票数 計 103765 的中 （1－8） 1809（15番人気）
馬連票数 計 417600 的中 �� 8080（16番人気）
馬単票数 計 218814 的中 �� 2184（32番人気）
ワイド票数 計 286417 的中 �� 6201（18番人気）�� 19191（2番人気）�� 14388（5番人気）
3連複票数 計 578781 的中 ��� 15398（8番人気）
3連単票数 計 748149 的中 ��� 1878（98番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．3―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．1
3 ・（14，3）（1，4）5，2－（10，7）6，11－12（8，13）＝9 4 14－3（1，4）5－2（10，7）－11，6－12－13，8，9

勝馬の
紹 介

ナンクルナイサー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．3．4 阪神9着

2015．5．29生 牝3栗 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ナンクルナイサー号の騎手川須栄彦は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・2番・

1番）
※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 メイショウシンバ号
※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。

22052 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5日 第4競走 ��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

68 レッドアルジーヌ 牝3芦 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 446± 01：59．7 2．0�
67 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 北村 友一近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 406＋ 41：59．91� 3．5�
79 ウインドピトレスク 牝3栗 54 酒井 学福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 432－ 42：00．22 52．8�
812 ディープエクセル 牝3黒鹿54 和田 竜二前原 敏行氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 412± 0 〃 ハナ 21．4�
22 ヒ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54 川須 栄彦西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 404± 02：00．41� 41．7�
11 マーティンルナ 牝3鹿 54 藤懸 貴志大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 456＋ 22：00．61� 38．6	
33 ボルティモア 牝3鹿 54

52 △川又 賢治�G1レーシング 宮 徹 千歳 社台ファーム B470＋10 〃 クビ 14．2

811 ウインドエトワール 牝3鹿 54 幸 英明福原 正博氏 谷 潔 平取 川向高橋育

成牧場 450－ 82：00．7クビ 65．8�
55 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 404＋ 2 〃 ハナ 7．0�
44 サンマルベラータ 牝3鹿 54 B．アヴドゥラ 相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 424－ 2 〃 クビ 7．6

（豪）

56 トーアプリンセス 牝3栗 54
52 △富田 暁高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 458＋302：00．8� 114．5�

710 チャーミングテイル 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 B458－ 82：01．33 247．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，759，700円 複勝： 28，292，200円 枠連： 9，613，100円
馬連： 37，008，000円 馬単： 22，557，500円 ワイド： 26，588，200円
3連複： 53，610，000円 3連単： 81，900，200円 計： 282，328，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 660円 枠 連（6－6） 400円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，510円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 13，550円

票 数

単勝票数 計 227597 的中 � 87822（1番人気）
複勝票数 計 282922 的中 � 80955（1番人気）� 52165（2番人気）� 6573（10番人気）
枠連票数 計 96131 的中 （6－6） 18205（1番人気）
馬連票数 計 370080 的中 �� 69374（1番人気）
馬単票数 計 225575 的中 �� 27403（1番人気）
ワイド票数 計 265882 的中 �� 46997（1番人気）�� 3796（18番人気）�� 3364（21番人気）
3連複票数 計 536100 的中 ��� 9020（16番人気）
3連単票数 計 819002 的中 ��� 4382（39番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．2―12．2―11．9―12．0―12．1―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．0―47．2―59．1―1：11．1―1：23．2―1：35．4―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3
12（3，8）（1，2）（4，5）（6，7，9）－10－11
12，8（3，5）2（1，4，9）（6，7）11，10

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

勝馬の
紹 介

レッドアルジーヌ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Darshaan デビュー 2018．3．24 中京10着

2015．2．21生 牝3芦 母 ショウダウン 母母 Last Second 5戦1勝 賞金 7，550，000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。



22053 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
57．7
57．7

重
重

44 エイシンノホシ 牝2鹿 54 松山 弘平�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 464 ―1：00．0 4．0�
11 スマートレグルス 牝2黒鹿54 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 466 ―1：00．21� 2．2�
22 ア カ マ 牝2黒鹿54 川須 栄彦安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 418 ―1：00．62	 134．4�
68 ゴ ル ヴ ァ 牡2黒鹿54 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 日高 日高大洋牧場 464 ― 〃 クビ 9．5�
56 ミヤジアルフィー 牡2鹿 54

52 △川又 賢治曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 456 ―1：00．7クビ 27．6�
812 テイエムフェスタ 牡2栗 54 中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 426 ―1：01．12	 18．3	
33 イズジョークラウン 牡2鹿 54 和田 竜二泉 一郎氏 松元 茂樹 新ひだか へいはた牧場 458 ― 〃 アタマ 17．3

67 ア サ ミ ン 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希永野 雄介氏 崎山 博樹 新冠 カミイスタット 434 ―1：01．63 39．3�
55 ス ト レ ル カ 牡2鹿 54 酒井 学前田 幸治氏 森田 直行 新冠 村田牧場 480 ―1：01．81� 5．9�
79 マイネルジェンマ 牡2黒鹿54 B．アヴドゥラ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中村 均 浦河 ヒダカフアーム 454 ―1：02．12 93．2

（豪）

811 タイセイレオーネ 牡2栗 54 太宰 啓介田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 470 ― 〃 ハナ 71．5�
710 ド ナ ホ ー ク 牝2青鹿54 北村 友一山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 474 ―1：07．6大差 52．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，399，000円 複勝： 25，145，500円 枠連： 8，787，600円
馬連： 36，246，500円 馬単： 21，197，100円 ワイド： 25，060，600円
3連複： 48，253，700円 3連単： 71，582，400円 計： 264，672，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 1，410円 枠 連（1－4） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 200円 �� 4，180円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 9，340円 3 連 単 ��� 37，250円

票 数

単勝票数 計 283990 的中 � 58434（2番人気）
複勝票数 計 251455 的中 � 52302（2番人気）� 64524（1番人気）� 2639（12番人気）
枠連票数 計 87876 的中 （1－4） 17741（1番人気）
馬連票数 計 362465 的中 �� 74315（1番人気）
馬単票数 計 211971 的中 �� 15683（3番人気）
ワイド票数 計 250606 的中 �� 41932（1番人気）�� 1295（39番人気）�� 1499（35番人気）
3連複票数 計 482537 的中 ��� 3871（28番人気）
3連単票数 計 715824 的中 ��� 1393（112番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．0―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンノホシ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．3．13生 牝2鹿 母 エーシンスピカ 母母 バーモントガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドナホーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月11日まで平地競走に

出走できない。
※ゴルヴァ号・マイネルジェンマ号は，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。

22054 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5日 第6競走 ��1，200�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 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

510 レジーナファースト 牝3鹿 54 北村 友一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 458－ 41：07．4 29．7�
11 ウインドショコラ 牝3栗 54 B．アヴドゥラ 福原 正博氏 森田 直行 平取 川向高橋育

成牧場 460－ 41：08．03� 39．3�
（豪）

818 ジョーマキアート 牝3芦 54 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 468－121：08．1� 8．6�
713 ラペールノアール 牝3青 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 390－ 2 〃 アタマ 7．6�
48 クラウンチャンプ 牡3鹿 56 幸 英明矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 468－ 61：08．3� 3．2�
35 ス コ ー タ イ 牝3栗 54 高倉 稜西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 442＋ 2 〃 ハナ 146．6	
612 テイエムボンバー 牡3黒鹿56 小坂 忠士竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476－ 6 〃 ハナ 241．5

59 グランドフサイチ 牡3青鹿 56

54 △川又 賢治田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 456± 01：08．51 37．3�
47 リュウノシャツ 牡3黒鹿56 酒井 学岡 浩二氏 石橋 守 日高 ノースガーデン 470± 0 〃 クビ 23．7�
714 ブルベアサンショウ 牡3鹿 56

54 △富田 暁 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 466＋ 41：08．6� 49．5
36 ルールダーマ 牡3栗 56 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 468－ 21：08．7� 8．0�
611 ロンドンシーズン 牝3鹿 54 �島 克駿下河辺隆行氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 442＋ 6 〃 アタマ 3．4�
816 ブルベアアスパラ 牝3栗 54 藤懸 貴志 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新冠 大林ファーム 418－ 31：08．8� 303．2�
23 ゴルトキルシェ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 444－ 21：08．9� 69．1�
24 クリノルーベンス 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 422－ 8 〃 ハナ 17．4�
12 ヒロノカチドキ 牡3青 56 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 454－101：09．11� 109．1�
715 カネトシピュール 牝3鹿 54 松若 風馬兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 440＋ 21：09．2� 31．6�
817 メイショウパルサー 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 454－101：10．69 236．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，981，600円 複勝： 39，018，800円 枠連： 13，287，900円
馬連： 51，982，800円 馬単： 22，172，300円 ワイド： 36，412，800円
3連複： 69，798，000円 3連単： 81，728，100円 計： 344，382，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，970円 複 勝 � 650円 � 1，070円 � 330円 枠 連（1－5） 13，760円

馬 連 �� 24，590円 馬 単 �� 61，130円

ワ イ ド �� 7，860円 �� 2，950円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 52，660円 3 連 単 ��� 564，310円

票 数

単勝票数 計 299816 的中 � 8064（8番人気）
複勝票数 計 390188 的中 � 15414（7番人気）� 8896（11番人気）� 34917（5番人気）
枠連票数 計 132879 的中 （1－5） 748（30番人気）
馬連票数 計 519828 的中 �� 1638（54番人気）
馬単票数 計 221723 的中 �� 272（125番人気）
ワイド票数 計 364128 的中 �� 1184（62番人気）�� 3204（31番人気）�� 2945（36番人気）
3連複票数 計 697980 的中 ��� 994（142番人気）
3連単票数 計 817281 的中 ��� 105（1239番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．8―11．3―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．8―44．1―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レジーナファースト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．3．10 阪神8着

2015．4．30生 牝3鹿 母 バーミスキャット 母母 Timely Broad 6戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウパルサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月11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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ネイビーフラッグ号
（非抽選馬） 3頭 サツマノクロジョカ号・マイティスピリット号・モナーキズム号
※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。



22055 8月11日 晴 良 （30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 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

59 ウインイノベーター 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 448＋ 21：48．0 2．4�
（豪）

35 リリーマイスター 牡3黒鹿56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492－141：48．21� 38．3�
816 フォロミーバゴ 牝3黒鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462＋10 〃 ハナ 12．4�
510 ポジティブスタンド �3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 466－ 2 〃 ハナ 10．0�
713 ソルフェージュ 牡3鹿 56

54 △川又 賢治ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 430－ 2 〃 アタマ 5．6	
48 ゴールドパドル 牡3鹿 56 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482－ 41：48．41� 70．2

47 ストームユニバンス 牡3栗 56

54 △富田 暁亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 10．4�
612 ハートランドシチー 牡3青鹿56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 B418－ 61：48．5クビ 21．1�
12 テイケイドルチェ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 414＋ 41：48．82 59．0
36 キングポセイドン 牡3栗 56 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 450－ 81：49．11	 5．5�

24 ナリタリュウ 牡3鹿 56 酒井 学�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 496＋101：49．31� 94．0�
23 ダイチョウセブン 牡3青鹿56 幸 英明長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 472－ 2 〃 クビ 103．6�
815 ヘヴンリーブライド 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 466± 01：50．25 32．9�
611 ヴェスティージ 牝3鹿 54 川須 栄彦ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 21：50．94 143．9�
11 キラーチューン 牡3栗 56 
島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 436＋ 4 （競走中止） 23．5�

（15頭）
714 ナリノレッドスター 牡3鹿 56 国分 優作成塚 清志氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，664，800円 複勝： 34，326，200円 枠連： 15，032，500円
馬連： 47，727，500円 馬単： 22，494，800円 ワイド： 33，835，600円
3連複： 65，320，300円 3連単： 79，234，100円 計： 325，635，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 660円 � 340円 枠 連（3－5） 640円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 630円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 14，720円 3 連 単 ��� 66，870円

票 数

単勝票数 差引計 276648（返還計 11） 的中 � 91198（1番人気）
複勝票数 差引計 343262（返還計 31） 的中 � 95013（1番人気）� 9945（9番人気）� 21602（6番人気）
枠連票数 差引計 150325（返還計 2 ） 的中 （3－5） 18043（2番人気）
馬連票数 差引計 477275（返還計 68） 的中 �� 7629（17番人気）
馬単票数 差引計 224948（返還計 32） 的中 �� 2390（26番人気）
ワイド票数 差引計 338356（返還計 54） 的中 �� 5204（18番人気）�� 14772（5番人気）�� 1686（46番人気）
3連複票数 差引計 653203（返還計 218） 的中 ��� 3328（44番人気）
3連単票数 差引計 792341（返還計 146） 的中 ��� 859（206番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．2―11．9―11．9―11．6―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．2―48．4―1：00．3―1：12．2―1：23．8―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインイノベーター �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．8．27 小倉4着

2015．4．27生 牡3鹿 母 ロ ッ タ 母母 タイランツフェイム 13戦1勝 賞金 13，950，000円
〔出走取消〕 ナリノレッドスター号は，疾病〔左前腕部挫創〕のため出走取消。
〔競走中止〕 キラーチューン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 フォルシュナイト号
※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。

22056 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5日 第8競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

33 シングルアップ 牡2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 532＋141：08．4 1．5�
11 チュウワフライヤー 牝2栗 54 北村 友一中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：08．61	 5．8�
44 アーデントリー 牡2鹿 54 
島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 436± 01：08．81� 8．6�
55 ハクサンウェーブ 牡2青鹿54 幸 英明河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 
川 啓一 452± 01：09．01	 39．8�
22 リ ゲ イ ン 牝2鹿 54 和田 竜二 �コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440＋121：09．1クビ 4．3�
77 ビクトリーゴールド 牝2鹿 54 畑端 省吾田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 398＋ 61：10．710 132．7	
66 コパノサンデー �2青鹿54 西村 淳也小林 照弘氏 村山 明 新ひだか 沖田 忠幸 B436＋ 61：13．4大差 139．1


（7頭）

売 得 金
単勝： 39，437，700円 複勝： 44，007，300円 枠連： 発売なし
馬連： 38，580，300円 馬単： 34，530，000円 ワイド： 18，904，200円
3連複： 39，538，800円 3連単： 171，155，900円 計： 386，154，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 210円 �� 240円 �� 400円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 394377 的中 � 208624（1番人気）
複勝票数 計 440073 的中 � 278355（1番人気）� 42226（3番人気）
馬連票数 計 385803 的中 �� 61599（2番人気）
馬単票数 計 345300 的中 �� 41246（2番人気）
ワイド票数 計 189042 的中 �� 25278（2番人気）�� 20104（4番人気）�� 10545（6番人気）
3連複票数 計 395388 的中 ��� 30656（3番人気）
3連単票数 計1711559 的中 ��� 53203（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―44．7―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 3（4，5）（1，2）－7，6 4 ・（3，4）（1，5）2＝7－6

勝馬の
紹 介

シングルアップ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．3 阪神1着

2016．1．27生 牡2鹿 母 ラ フ ア ッ プ 母母 フレンドレイ 2戦2勝 賞金 23，154，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コパノサンデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月11日まで平地競

走に出走できない。



22057 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （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
1：41．8
1：40．9

不良
重

510 スズカフロンティア 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426＋ 41：44．8 18．5�
（豪）

24 メイショウマトイ 牡4鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 476± 01：44．9� 20．7�
816 ダノンスパーク 牡5鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：45．22 5．0�
611� メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 476－10 〃 クビ 6．7�
612 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 54 和田 竜二宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 468－ 41：45．3クビ 3．9�
12 セヴィルロアー 牡4鹿 57

55 △川又 賢治北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 474－ 81：45．83 20．4	
713 アミスターミノル 牝3栗 52 �島 克駿吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：46．01	 91．6

23 プエルタデルソル 牡4栗 57 幸 英明前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 41：46．1クビ 6．5�
815� バイオレットフィズ 牝6黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 456＋ 21：46．2
 143．2�
714 サンライズフォルテ 牡4黒鹿57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 498＋181：46．51
 53．6
47 アドマイヤロマン 牡5栗 57 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－121：46．6� 10．8�
59 クリノアントニヌス 牡4栗 57 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 520－101：46．7� 10．0�
35 ハトマークエース 牡6黒鹿 57

56 ☆荻野 極山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 478－ 21：46．8
 38．3�
11 サンライズナイト 牡3黒鹿54 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 476± 01：47．22� 25．9�
48 レゲンダアウレア 牡3栗 54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 21：47．4
 21．6�
36 � コ エ レ 牡4黒鹿57 森 一馬守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 478＋ 31：47．82� 276．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，015，100円 複勝： 47，460，500円 枠連： 22，058，800円
馬連： 79，854，200円 馬単： 31，312，300円 ワイド： 51，135，900円
3連複： 114，333，000円 3連単： 131，136，200円 計： 510，306，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 850円 � 550円 � 230円 枠 連（2－5） 1，630円

馬 連 �� 23，810円 馬 単 �� 47，440円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 4，600円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 97，550円 3 連 単 ��� 872，230円

票 数

単勝票数 計 330151 的中 � 14257（7番人気）
複勝票数 計 474605 的中 � 12978（11番人気）� 20938（9番人気）� 64831（2番人気）
枠連票数 計 220588 的中 （2－5） 10464（7番人気）
馬連票数 計 798542 的中 �� 2599（61番人気）
馬単票数 計 313123 的中 �� 495（127番人気）
ワイド票数 計 511359 的中 �� 2811（51番人気）�� 2862（50番人気）�� 3568（43番人気）
3連複票数 計1143330 的中 ��� 879（229番人気）
3連単票数 計1311362 的中 ��� 109（1688番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―12．3―12．2―11．9―12．2―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．2―54．4―1：06．3―1：18．5―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．5
1
3
11（2，9）－（7，10）（5，12）13，3（6，16）15（1，4）8，14・（11，9，10）2－（7，12）（3，13，16）6，4（5，15）（1，8）14

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

勝馬の
紹 介

スズカフロンティア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．27生 牡4鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 12戦2勝 賞金 14，220，000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 キングレイスター号・ワンダープレジール号
※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。

22058 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5日 第10競走 ��
��2，000�

み や ざ き

宮 崎 特 別
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

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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

55 ドミナートゥス 牡3黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：00．1 1．9�
66 レッドカイザー �7黒鹿57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 476－ 22：00．2	 32．1�
77 ロードアクシス 牡3黒鹿54 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 448± 02：00．41 8．6�
22 ヴェルテアシャフト 牡3鹿 54 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：00．5	 2．6�

（豪）

44 ロードアルバータ 牡4青鹿57 幸 英明 �ロードホースクラブ 中竹 和也 新ひだか ケイアイファーム B454－ 22：00．71
 13．6	
33 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 534－ 62：00．91
 8．5

11 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 57 松若 風馬近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 22：01．0� 115．4�
88 メイショウオオゼキ �8鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B482－ 62：01．31� 211．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，680，400円 複勝： 79，498，100円 枠連： 発売なし
馬連： 78，418，700円 馬単： 48，464，700円 ワイド： 34，215，900円
3連複： 83，145，100円 3連単： 229，663，700円 計： 597，086，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 340円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 720円 �� 250円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 17，240円

票 数

単勝票数 計 436804 的中 � 183889（1番人気）
複勝票数 計 794981 的中 � 553253（1番人気）� 17262（6番人気）� 51708（3番人気）
馬連票数 計 784187 的中 �� 19919（8番人気）
馬単票数 計 484647 的中 �� 9025（13番人気）
ワイド票数 計 342159 的中 �� 11291（10番人気）�� 40910（2番人気）�� 6323（14番人気）
3連複票数 計 831451 的中 ��� 16037（12番人気）
3連単票数 計2296637 的中 ��� 9657（46番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．3―12．7―12．0―11．9―11．9―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．0―37．3―50．0―1：02．0―1：13．9―1：25．8―1：37．2―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3
1
3
3，5，2（6，7）4，1，8・（3，5，2）（6，4，7）－1－8

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

勝馬の
紹 介

ドミナートゥス 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．8 京都2着

2015．2．2生 牡3黒鹿 母 デグラーティア 母母 デフィニット 6戦3勝 賞金 38，594，000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。



22059 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ そ

阿蘇ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，29．8．12以降30．8．5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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

88 コパノチャーリー 牡6栗 55 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 520＋ 41：43．1 2．2�
66 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿54 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 506－ 4 〃 クビ 14．0�
44 ジュンヴァルカン 牡5鹿 55 和田 竜二河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526± 01：43．42 3．4�
11 タムロミラクル 牡6青鹿55 松山 弘平谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472－ 41：43．82� 8．2�
77 メイプルブラザー 牡4栗 54 B．アヴドゥラ 節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 478－ 41：44．01� 5．0�

（豪）

33 ドラゴンバローズ 牡6栗 54 松若 風馬猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 496－ 21：44．42� 46．5�
55 マインシャッツ 牡5栗 55 幸 英明吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 482－ 21：44．5クビ 14．8	
22 クリノリーソクツモ 牝6鹿 49 藤懸 貴志栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444± 01：45．77 29．2


（8頭）

売 得 金
単勝： 64，346，500円 複勝： 55，723，200円 枠連： 発売なし
馬連： 167，137，400円 馬単： 79，055，700円 ワイド： 72，886，900円
3連複： 183，570，800円 3連単： 428，915，800円 計： 1，051，636，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 260円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 540円 �� 210円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 643465 的中 � 229654（1番人気）
複勝票数 計 557232 的中 � 182290（1番人気）� 34562（6番人気）� 103103（2番人気）
馬連票数 計1671374 的中 �� 78577（7番人気）
馬単票数 計 790557 的中 �� 25519（10番人気）
ワイド票数 計 728869 的中 �� 31368（8番人気）�� 106042（1番人気）�� 25741（10番人気）
3連複票数 計1835708 的中 ��� 80196（7番人気）
3連単票数 計4289158 的中 ��� 37343（28番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．6―42．9―54．8―1：06．7―1：18．7―1：30．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．4
1
3
8，6（2，3）（4，7）－1－5・（8，6）1（4，3，7）2－5

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

勝馬の
紹 介

コパノチャーリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．12．6 中山5着

2012．3．2生 牡6栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 37戦7勝 賞金 149，994，000円
［他本会外：3戦0勝］

※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。

22060 8月11日 晴 良 （30小倉2）第5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 7，500，000円 3，000，000円 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 ミトノアミーゴ 牡3栗 54 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト
クラブ 452＋ 21：07．7 6．6�

47 ニシノエアレス 牝4栗 55 北村 友一西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 466＋ 81：07．8� 34．2�
48 トモジャクアルト 牡3芦 54

51 ▲西村 淳也吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 496＋ 8 〃 クビ 5．6�
611� コ ス モ ス 牡4栗 57 高倉 稜 �コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 B474－10 〃 同着 19．0�
713 ピュアコンチェルト 牝5鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 436－ 81：07．9クビ 4．0�
12 ヒマワリノヤクソク 牝4栗 55 B．アヴドゥラ 山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 460－ 21：08．11� 10．6	

（豪）

59 タガノフレイア 牝4鹿 55 酒井 学八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 418＋ 8 〃 クビ 6．0


816 スノーガーデン 牝3鹿 52 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 462＋ 21：08．2� 47．9�
818 クロスアミュレット 牝4鹿 55

53 △川又 賢治 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 ハナ 117．8�
36 ショーウェイ 牝4鹿 55 森 一馬吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 486＋ 6 〃 アタマ 13．5
23 � ミツルファミリー 牡4鹿 57 田中 健泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 494＋ 4 〃 アタマ 19．6�
715� サンマルペンダント 牝4栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 446＋161：08．3クビ 178．4�
714 アルパーシャン 牡6栗 57 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460＋ 41：08．4� 67．9�
612 ウォーターダンテ 牡4栗 57

54 ▲服部 寿希山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 506＋ 21：08．5� 176．4�
24 ヤエノグラフ 牝3鹿 52 	島 克駿増田 和啓氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424－141：08．71� 29．1�
510 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿54 幸 英明栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 468－ 41：08．91� 114．5�
817 メイショウシャチ 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 480＋121：09．0� 27．0�
35 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿 55

53 △富田 暁佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 456－ 41：09．21� 14．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，311，500円 複勝： 60，824，700円 枠連： 31，223，700円
馬連： 122，243，900円 馬単： 46，565，700円 ワイド： 74，763，100円
3連複： 189，119，000円 3連単： 223，058，100円 計： 791，109，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 500円 �
�

180円
420円 枠 連（1－4） 1，430円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 14，700円

ワ イ ド �� 1，320円 ��
��

810円
1，140円

��
��

2，140円
2，490円

3 連 複 ���
���

16，730円
25，910円 3 連 単 ���

���
89，450円
103，390円

票 数

単勝票数 計 433115 的中 � 52439（4番人気）
複勝票数 計 608247 的中 �

�
65141
24604

（4番人気）
（9番人気）

� 19607（11番人気）� 77662（3番人気）

枠連票数 計 312237 的中 （1－4） 16889（5番人気）
馬連票数 計1222439 的中 �� 10553（35番人気）
馬単票数 計 465657 的中 �� 2375（59番人気）
ワイド票数 計 747631 的中 ��

��
8765
5268
（24番人気）
（49番人気）

��
��

14754
4523
（10番人気）
（55番人気）

�� 10269（18番人気）

3連複票数 計1891190 的中 ��� 4242（119番人気） ��� 2734（175番人気）
3連単票数 計2230581 的中 ��� 904（600番人気） ��� 782（708番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．9―11．4―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．9―44．3―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミトノアミーゴ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．7．8 函館6着

2015．4．6生 牡3栗 母 シリウストウショウ 母母 シスタートウショウ 15戦2勝 賞金 19，700，000円
※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 アオアラシ号
※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。



（30小倉2）第5日 8月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 147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

200，000，000円
5，060，000円
22，580，000円
750，000円

21，100，000円
60，488，500円
3，822，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
395，924，200円
495，813，500円
122，242，400円
762，681，500円
386，551，000円
441，637，100円
987，799，800円
1，720，351，700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 5，313，001，200円

総入場人員 8，819名 （有料入場人員 7，768名）
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