
22061 8月12日 晴 良 （30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

56 � マイネルエイブ 牡2鹿 54 B．アヴドゥラ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 472＋ 61：09．0 11．0�

（豪）

68 メイショウオトワ 牝2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 432± 01：09．21� 11．6�
33 トウカイオラージュ 牡2栗 54 浜中 俊内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 458＋ 41：09．41� 1．2�
813 キタノシャンシャン 牝2鹿 54 	島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 462＋ 61：09．61� 27．0�
11 ビーチハピネス 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 450＋ 61：09．92 9．1�
45 カシノラウト 牡2鹿 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 480－101：10．0
 19．1	
22 タイガーティナ 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ハシモトフアーム 432＋ 4 〃 アタマ 280．7

57 ロ ズ 牝2鹿 54

52 △川又 賢治 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B442＋ 81：10．1� 203．4�
710 ドストエフスキー 牡2鹿 54

51 ▲服部 寿希三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ
ファーム 438－ 21：10．2� 257．1�

812 スナークスター 牡2鹿 54 	島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 450± 01：10．41� 62．1
711 シンボリサージュ 牝2栗 54

51 ▲西村 淳也シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 440± 0 〃 アタマ 169．3�
69 ハナノオンリーワン 牝2黒鹿54 酒井 学華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 小倉牧場 430＋ 41：10．82
 119．8�
44 アイファーサリーレ 牝2鹿 54 高倉 稜中島 稔氏 崎山 博樹 日高 Wing Farm 412＋ 61：17．4大差 136．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，289，400円 複勝： 86，635，200円 枠連： 7，938，500円
馬連： 34，824，200円 馬単： 27，952，500円 ワイド： 26，710，400円
3連複： 53，727，700円 3連単： 105，963，300円 計： 370，041，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 180円 � 170円 � 100円 枠 連（5－6） 2，760円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 8，970円

ワ イ ド �� 850円 �� 380円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 20，390円

票 数

単勝票数 計 262894 的中 � 20121（3番人気）
複勝票数 計 866352 的中 � 28434（4番人気）� 29359（3番人気）� 698690（1番人気）
枠連票数 計 79385 的中 （5－6） 2223（6番人気）
馬連票数 計 348242 的中 �� 7673（7番人気）
馬単票数 計 279525 的中 �� 2335（15番人気）
ワイド票数 計 267104 的中 �� 7000（9番人気）�� 17547（4番人気）�� 33070（2番人気）
3連複票数 計 537277 的中 ��� 31549（5番人気）
3連単票数 計1059633 的中 ��� 3766（59番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．2―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルエイブ �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Stravinsky デビュー 2018．7．7 中京4着

2016．5．7生 牡2鹿 母 Spring 母母 Spinnin Cannon 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 スナークスター号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーサリーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12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。

22062 8月12日 晴 良 （30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）

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
1：40．9

不良
重

47 ガッツィーソート 牡3栗 56 幸 英明小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 490－141：46．5 3．3�
24 ビッグウェーブ 牡3鹿 56

54 △富田 暁�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 470± 01：46．82 14．8�
713 ヴィンセント 牡3黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B428＋101：47．54 8．6�
510 サンライズブリッツ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 496＋28 〃 ハナ 5．3�
48 エクスパートラン 牡3青鹿56 北村 友一�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 460＋ 8 〃 クビ 51．0	
816 インノータイム 牡3栗 56 酒井 学了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 416＋ 21：47．71� 5．8

11 シュバルツブリッツ �3黒鹿56 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 井高牧場 424－ 61：48．02 27．2�
12 ステップアップ 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 奥村 豊 日高 豊郷牧場 456± 01：48．42� 58．5�
612 ア エ ラ ス 牡3鹿 56 中井 裕二久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474－ 21：48．5� 42．7
36 バトルチャンプ 牡3鹿 56 藤懸 貴志増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 井高牧場 440－ 21：48．6� 103．2�
714 マレインジェニイ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真 �社台レースホース岡田 稲男 安平 追分ファーム 474＋ 21：48．81� 191．1�
35 キョウワヴィラン 牡3青 56 太宰 啓介�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 470＋ 11：49．12 59．2�
59 ソ リ ロ キ ー 牡3黒鹿56 B．アヴドゥラゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 41：49．41	 10．7�
（豪）

815 レッドジョルト 牡3栗 56
53 ▲西村 淳也 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－ 41：49．5	 49．6�

611 ビストオブバーデン 牡3青鹿56 浜中 俊�グランド牧場 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 462－101：50．13� 6．0�
23 ジオパークミューズ 牝3鹿 54 国分 優作小関 勝紀氏 西村 真幸 様似 髙村 伸一 404－181：54．5大差 402．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，571，700円 複勝： 32，030，800円 枠連： 12，256，100円
馬連： 41，839，200円 馬単： 19，873，300円 ワイド： 28，777，000円
3連複： 62，676，100円 3連単： 73，783，000円 計： 292，807，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 330円 � 270円 枠 連（2－4） 2，060円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 770円 �� 540円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 22，050円

票 数

単勝票数 計 215717 的中 � 51184（1番人気）
複勝票数 計 320308 的中 � 68466（1番人気）� 21498（7番人気）� 27969（5番人気）
枠連票数 計 122561 的中 （2－4） 4589（8番人気）
馬連票数 計 418392 的中 �� 13894（9番人気）
馬単票数 計 198733 的中 �� 4062（14番人気）
ワイド票数 計 287770 的中 �� 9623（6番人気）�� 14352（5番人気）�� 4352（20番人気）
3連複票数 計 626761 的中 ��� 10400（15番人気）
3連単票数 計 737830 的中 ��� 2425（65番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．1―13．0―12．5―12．1―12．6―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．5―43．5―56．0―1：08．1―1：20．7―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ガッツィーソート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dixie Union デビュー 2017．9．18 阪神5着

2015．3．17生 牡3栗 母 レッドディクシー 母母 Like an Explosion 9戦1勝 賞金 13，550，000円
〔制裁〕 バトルチャンプ号の騎手藤懸貴志は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジオパークミューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12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） 3頭 サトノガバナー号・サーキュラーリング号・タマモストーム号
（非抽選馬） 1頭 トモジャオーサム号
※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。

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12日 晴 良 （30小倉2）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：06．5
1：06．5

良
良

612 エ ヴ ァ イ エ 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 472＋ 61：08．6 2．4�
12 リリカルドリーム 牝3黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 426＋ 41：08．7� 5．2�
815 フォルシュナイト 牝3青鹿 54

52 △富田 暁�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 416－ 41：08．8� 13．4�

816 ロケットクイーン 牝3鹿 54 太宰 啓介市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 10．2�

11 スズカノルナ 牝3鹿 54 �島 克駿永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 464＋141：09．01� 14．0�
47 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 428＋ 21：09．1� 252．5	
714 リネンスイープ 牝3芦 54 国分 優作戸山 光男氏 坂口 正則 日高 前川 義則 420－ 4 〃 クビ 87．3

48 プンタレオナ 牝3鹿 54

52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 416－10 〃 ハナ 4．7�
510 カ ル ナ 牝3黒鹿54 中井 裕二杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 530＋ 21：09．31� 71．4
23 クナップフラウ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 追分ファーム 426＋ 21：09．51 14．5�
59 ワンダームナリック 牝3青鹿54 酒井 学山本 能成氏 吉村 圭司 浦河 秋場牧場 438± 01：09．71� 47．7�
713 リベラメンテ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 478－101：10．44 164．4�
24 リリーマーキュリー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 428＋ 4 〃 クビ 452．7�
35 モ ー ラ 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 友田牧場 420± 01：10．5� 32．7�

611 ノッテステラータ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 406± 01：10．82 39．6�
36 テーオーアモーレ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476± 01：11．01� 200．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，053，700円 複勝： 36，844，800円 枠連： 12，819，800円
馬連： 52，916，700円 馬単： 26，817，600円 ワイド： 37，346，700円
3連複： 73，375，000円 3連単： 96，084，700円 計： 363，259，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 170円 � 330円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 320円 �� 640円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 9，000円

票 数

単勝票数 計 270537 的中 � 89656（1番人気）
複勝票数 計 368448 的中 � 96445（1番人気）� 57352（3番人気）� 20291（7番人気）
枠連票数 計 128198 的中 （1－6） 20330（1番人気）
馬連票数 計 529167 的中 �� 59681（2番人気）
馬単票数 計 268176 的中 �� 17575（2番人気）
ワイド票数 計 373467 的中 �� 33256（2番人気）�� 14346（7番人気）�� 9395（11番人気）
3連複票数 計 733750 的中 ��� 19832（7番人気）
3連単票数 計 960847 的中 ��� 7734（14番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―11．4―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―44．8―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ヴ ァ イ エ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2017．12．9 阪神6着

2015．3．21生 牝3鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
〔制裁〕 テーオーアモーレ号の騎手服部寿希は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※フォルシュナイト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22064 8月12日 晴 良 （30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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：08．5良

22 ファントムライト 牡9黒鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500－ 43：07．6レコード 1．9�
66 ハルキストン 牡3鹿 58 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 432＋ 2 〃 ハナ 5．4�
11 メイショウゴウキ �4黒鹿60 森 一馬松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 484－123：09．210 4．3�
33 アルマシャール 牡4鹿 60 白浜 雄造コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 510＋ 2 〃 クビ 20．3�
44 メメニシコリ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 468＋ 83：09．62� 19．3�
77 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 524－ 43：13．6大差 30．5	
55 リリーヴィクトリー 牡6黒鹿60 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506＋ 8 〃 クビ 5．3
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売 得 金
単勝： 17，634，000円 複勝： 15，603，500円 枠連： 発売なし
馬連： 27，290，700円 馬単： 18，396，200円 ワイド： 14，883，400円
3連複： 32，101，300円 3連単： 87，779，700円 計： 213，688，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 180円 �� 140円 �� 240円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 176340 的中 � 73236（1番人気）
複勝票数 計 156035 的中 � 56703（1番人気）� 29497（3番人気）
馬連票数 計 272907 的中 �� 49487（2番人気）
馬単票数 計 183962 的中 �� 18629（2番人気）
ワイド票数 計 148834 的中 �� 19673（2番人気）�� 32644（1番人気）�� 12577（4番人気）
3連複票数 計 321013 的中 ��� 55731（1番人気）
3連単票数 計 877797 的中 ��� 35422（2番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 50．9－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

�
�
6－4，1，2，3，5，7
6－2－（4，1）－3＝7，5

勝馬の
紹 介

ファントムライト �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．4 阪神3着

2009．2．7生 牡9黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 障害：5戦1勝 賞金 16，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。



22065 8月12日 晴 良 （30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

77 タムロドリーム 牝2鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 466 ―1：09．2 2．3�
55 タマモメイトウ 牡2黒鹿54 �島 克駿タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 470 ― 〃 クビ 8．5�
78 イ メ ル 牡2黒鹿54 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 468 ―1：09．3� 6．0�
33 モズリスペクト 牡2青鹿54 北村 友一 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 田中 春美 482 ―1：09．83 5．8�
810 ゼ ッ ケ イ 牡2青鹿54 B．アヴドゥラ�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 466 ―1：10．01� 4．9	

（豪）

66 デスティニープラン 牡2栗 54
52 △川又 賢治三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 438 ―1：10．1� 38．6


89 ウォーターベルバラ 牝2栗 54 浜中 俊山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 木村牧場 404 ―1：10．2� 14．0�
11 カシノアペックス 牡2黒鹿54 酒井 学柏木 務氏 谷 潔 浦河 富塚ファーム 472 ―1：11．15 162．8�
44 パープルカムカム 牡2栗 54 柴田 未崎中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 栄進牧場 408 ―1：11．52� 187．7
22 ヒロノトウリョウ 牡2鹿 54 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 新冠 新冠伊藤牧場 460 ―1：11．71� 94．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，600，400円 複勝： 26，942，600円 枠連： 7，801，500円
馬連： 36，675，600円 馬単： 21，385，700円 ワイド： 21，649，800円
3連複： 44，362，400円 3連単： 81，990，900円 計： 268，408，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 276004 的中 � 96190（1番人気）
複勝票数 計 269426 的中 � 86814（1番人気）� 27304（5番人気）� 41305（3番人気）
枠連票数 計 78015 的中 （5－7） 9171（4番人気）
馬連票数 計 366756 的中 �� 33014（4番人気）
馬単票数 計 213857 的中 �� 10979（5番人気）
ワイド票数 計 216498 的中 �� 19075（4番人気）�� 23025（1番人気）�� 9279（9番人気）
3連複票数 計 443624 的中 ��� 23290（6番人気）
3連単票数 計 819909 的中 ��� 10538（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―10．8―11．6―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．4―33．2―44．8―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 7，3（2，8）5－（1，6）9＝4，10 4 7，3（2，8）5－（1，6）9－10，4
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

タムロドリーム �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ブラックホーク 初出走

2016．3．7生 牝2鹿 母 タムロウイング 母母 ノーブルエターナル 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

22066 8月12日 晴 良 （30小倉2）第6日 第6競走 ��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

45 ピボットポイント 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460± 01：59．3 3．5�

69 イダエンペラー 牡3青鹿56 北村 友一張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 1．7�
710 ウインフォルティス 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 474＋102：00．04 6．3�

（豪）

812 ラストクルセイド 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 462＋ 42：00．1� 13．1�
68 ラティーノヒート 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 82：00．63 28．2	
56 ネイビーフラッグ 牡3鹿 56 中井 裕二谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 520－122：01．66 247．9

11 ダレモカレモ 牡3栗 56 �島 克駿松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 462± 02：01．81� 17．4�
711 クリノゴーギャン 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 北洋牧場 460－ 3 〃 クビ 250．2�
22 キンノイナズマ 牡3青鹿56 松若 風馬岡 浩二氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 454＋222：02．01� 21．6
813 エポドスミノル �3黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442－ 62：02．53 263．5�
33 アンジェロッティ 牡3黒鹿 56

54 △川又 賢治 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 アタマ 59．9�
44 ヒルノオークランド 牡3鹿 56 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 浦河 谷川牧場 490＋ 82：02．6� 271．3�
57 シゲルダイコン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 北光牧場 468－ 4 〃 ハナ 316．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，222，200円 複勝： 65，819，000円 枠連： 9，734，200円
馬連： 46，681，200円 馬単： 29，391，700円 ワイド： 29，864，700円
3連複： 66，957，800円 3連単： 115，274，800円 計： 397，945，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－6） 230円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 210円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，370円

票 数

単勝票数 計 342222 的中 � 77241（2番人気）
複勝票数 計 658190 的中 � 86714（2番人気）� 423153（1番人気）� 45258（3番人気）
枠連票数 計 97342 的中 （4－6） 32142（1番人気）
馬連票数 計 466812 的中 �� 125951（1番人気）
馬単票数 計 293917 的中 �� 31284（2番人気）
ワイド票数 計 298647 的中 �� 61912（1番人気）�� 20753（4番人気）�� 33572（2番人気）
3連複票数 計 669578 的中 ��� 110476（1番人気）
3連単票数 計1152748 的中 ��� 35262（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．5―35．4―47．9―59．9―1：11．5―1：23．0―1：34．8―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピボットポイント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．10．15 京都5着

2015．5．25生 牡3鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 8戦1勝 賞金 12，500，000円
※ネイビーフラッグ号は，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。



22067 8月12日 晴 良 （30小倉2）第6日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

45 アッティーヴォ 牡4栗 57 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 462＋10 58．1 3．2�
11 トーホウレジーナ 牝4栗 55 岡田 祥嗣東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 480＋ 2 58．41� 5．5�
814 マルクデラポム 牝5青鹿55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 486－ 4 〃 クビ 20．1�
69 	 ブリッジオーヴァー 牝4黒鹿55 北村 友一下河�行雄氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 482－ 2 58．5クビ 5．1�
34 イナズママンボ 牝4鹿 55 松若 風馬小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B456－ 2 58．71
 17．8	
712 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿55 �島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 450－ 2 58．91� 104．5

46 セパヌイール 牝3栗 52

50 △川又 賢治レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 442＋ 4 59．0クビ 4．0�
33 	 ワンダーグロワール 牡6鹿 57 小坂 忠士山本 能成氏 奥村 豊 日高 日西牧場 508－ 6 59．1� 14．4�
22 	 キングラズベリー 4栗 57

56 ☆義 英真山本美佐江氏 崎山 博樹 新冠 武田 修一 476＋ 8 59．31
 384．5
711 スナークライデン 牡4芦 57 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 476＋ 4 59．4クビ 91．9�
57 	 ブレインハート 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也村上 稔氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 548－141：00．25 38．0�
58 	 ディランフィールド 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希大野 照旺氏 西橋 豊治 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：00．3クビ 90．2�
610 ブ ー ス タ ー 牡3鹿 54 高倉 稜吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム B516＋ 8 〃 ハナ 144．9�
813 マ ッ セ ル 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：00．83 13．3�
（豪）

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，760，800円 複勝： 39，957，700円 枠連： 16，021，500円
馬連： 62，295，000円 馬単： 27，985，100円 ワイド： 38，601，200円
3連複： 85，488，300円 3連単： 111，963，800円 計： 413，073，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 170円 � 330円 枠 連（1－4） 540円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 330円 �� 920円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 11，720円

票 数

単勝票数 計 307608 的中 � 76809（1番人気）
複勝票数 計 399577 的中 � 100879（1番人気）� 60486（2番人気）� 22734（7番人気）
枠連票数 計 160215 的中 （1－4） 22706（1番人気）
馬連票数 計 622950 的中 �� 54761（2番人気）
馬単票数 計 279851 的中 �� 14628（3番人気）
ワイド票数 計 386012 的中 �� 33837（2番人気）�� 10154（12番人気）�� 9583（15番人気）
3連複票数 計 854883 的中 ��� 18559（10番人気）
3連単票数 計1119638 的中 ��� 6922（27番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．6―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッティーヴォ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Charismatic デビュー 2016．8．6 小倉2着

2014．3．24生 牡4栗 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 12戦3勝 賞金 34，908，000円
〔制裁〕 ブリッジオーヴァー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・4番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 エイシンムー号・キーネットワーク号・クリノイダテン号・タガノプレトリア号
※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。

22068 8月12日 晴 良 （30小倉2）第6日 第8競走 ��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

77 メールドグラース 牡3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B470＋ 81：59．5 2．5�
55 � サンライズサーカス 牡5青鹿 57

56 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B522－ 21：59．71� 15．7�
810 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 54

52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446± 02：00．02 5．5�

66 メイショウカミシマ 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 454± 02：00．1� 3．5�
33 � ファイナンス 牡4黒鹿57 川須 栄彦近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482－ 22：00．31� 55．2�
89 ショウナンバーチ 牝3青 52 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 446－102：00．51� 4．7	
44 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 57

55 △富田 暁名古屋友豊
 木原 一良 新冠 オリエント牧場 466＋12 〃 クビ 254．0�
78 � マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 42：00．6クビ 134．1�
11 ラハトケレブ 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ 永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 474－10 〃 クビ 17．4

（豪）

22 ダノンサンシャイン 牡5栗 57 岡田 祥嗣
ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B500± 02：01．23� 31．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，259，800円 複勝： 32，133，100円 枠連： 11，485，400円
馬連： 53，021，400円 馬単： 28，862，900円 ワイド： 31，380，400円
3連複： 65，663，800円 3連単： 124，360，500円 計： 377，167，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 240円 � 180円 枠 連（5－7） 1，810円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 560円 �� 400円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 16，880円

票 数

単勝票数 計 302598 的中 � 95040（1番人気）
複勝票数 計 321331 的中 � 88971（1番人気）� 26505（5番人気）� 40503（4番人気）
枠連票数 計 114854 的中 （5－7） 4912（6番人気）
馬連票数 計 530214 的中 �� 18658（8番人気）
馬単票数 計 288629 的中 �� 7542（13番人気）
ワイド票数 計 313804 的中 �� 14351（7番人気）�� 21121（5番人気）�� 7740（12番人気）
3連複票数 計 656638 的中 ��� 14217（12番人気）
3連単票数 計1243605 的中 ��� 5339（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．8―48．7―1：01．0―1：12．9―1：24．3―1：35．8―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メールドグラース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．30 阪神3着

2015．5．26生 牡3黒鹿 母 グレイシアブルー 母母 ブルーラスター 10戦2勝 賞金 23，635，000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。



22069 8月12日 晴 良 （30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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

33 ウインミレーユ 牝5黒鹿55 幸 英明�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 61：46．6 15．4�
66 アロハリリー 牝3青鹿52 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434－101：46．7� 1．9�
88 シャフトオブライト 牡3栗 54 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452± 01：47．12� 13．7�
11 メイショウモウコ 牡4栗 57 荻野 極松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490－12 〃 クビ 6．3�
44 シゲルホウレンソウ 牡3栗 54 	島 克駿森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 496＋ 8 〃 アタマ 10．4	
55 サンライズクロンヌ 牡5栗 57 太宰 啓介松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 482＋ 41：47．2クビ 87．4

77 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 500＋ 61：47．3
 5．6�
89 バレーノロッソ 牡3栗 54 松若 風馬 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 490－ 21：48．15 6．6�

（8頭）
22 �� ア イ ヴ ァ ン 牡5栗 57 浜中 俊吉田 和美氏 武 幸四郎 豪

Arrowfield Pastoral Pty Ltd &
Planette Thoroughbred, Bel-
ford Productions

566＋32 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，832，700円 複勝： 63，241，300円 枠連： 10，870，600円
馬連： 62，106，400円 馬単： 36，738，000円 ワイド： 37，665，200円
3連複： 72，785，600円 3連単： 161，469，800円 計： 480，709，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 240円 � 110円 � 240円 枠 連（3－6） 1，120円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，390円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 24，340円

票 数

単勝票数 差引計 358327（返還計 7387） 的中 � 18510（7番人気）
複勝票数 差引計 632413（返還計 8351） 的中 � 31673（7番人気）� 366637（1番人気）� 32239（6番人気）
枠連票数 差引計 108706（返還計 6189） 的中 （3－6） 7484（5番人気）
馬連票数 差引計 621064（返還計 36470） 的中 �� 38655（6番人気）
馬単票数 差引計 367380（返還計 23383） 的中 �� 7551（12番人気）
ワイド票数 差引計 376652（返還計 22977） 的中 �� 22105（6番人気）�� 6366（21番人気）�� 23789（5番人気）
3連複票数 差引計 727856（返還計 92952） 的中 ��� 18725（15番人気）
3連単票数 差引計1614698（返還計181373） 的中 ��� 4808（81番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．2―11．9―12．1―11．7―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―35．9―47．8―59．9―1：11．6―1：23．2―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3
1－4（7，8）9（5，6）－3
1，4，8（7，9）6（5，3）

2
4
1＝4（7，8）9（5，6）－3
1，4，8（7，6）（5，9）3

勝馬の
紹 介

ウインミレーユ 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．8 新潟1着

2013．3．27生 牝5黒鹿 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ 24戦3勝 賞金 39，407，000円
〔競走除外〕 アイヴァン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 サンライズクロンヌ号は，枠入り不良。

22070 8月12日 晴 良 （30小倉2）第6日 第10競走 ��
��1，000�西部日刊スポーツ杯

発走15時00分 （ダート・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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

68 ア レ ッ ト �7青 57 酒井 学ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 8 57．9 11．0�

11 アグネスエーデル 牡6鹿 57 荻野 極渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 520＋ 8 58．21	 6．5�
56 ハトマークレディ 牝5鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 420＋16 58．3
 5．0�
57 メイショウボノム 牡6鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480－ 4 58．51
 10．2�
711 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 500＋ 2 58．6クビ 5．6�
33 タガノヴェルリー 牝6鹿 55 松若 風馬八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B444－12 59．13 23．2�
44 ワンダープラヤアン 牡4栗 57 高倉 稜山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 478－ 2 59．52
 5．9	
45 � ブレーヴブラッド 牡6鹿 57 川須 栄彦村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 466－12 〃 ハナ 78．5

69 キタノユーリン 牝4鹿 55 国分 優作北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 486－ 21：00．03 37．7�
812 アヴェーヌモン 牡6鹿 57 富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 538－ 41：00．32 18．3�
813 タガノグロリオーサ 牡5栗 57 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 21：00．4	 164．6
710 スーパーライナー 牡5鹿 57 北村 友一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B480－ 21：01．57 11．4�
22 スターペスマリア 牝4栗 55 川又 賢治河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 498＋ 6 （競走中止） 7．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，633，500円 複勝： 50，083，600円 枠連： 23，096，300円
馬連： 120，738，800円 馬単： 45，218，700円 ワイド： 61，911，100円
3連複： 167，198，100円 3連単： 204，333，400円 計： 711，213，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 340円 � 200円 � 190円 枠 連（1－6） 3，100円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，580円 �� 790円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 75，730円

票 数

単勝票数 計 386335 的中 � 28054（7番人気）
複勝票数 計 500836 的中 � 33339（7番人気）� 66858（2番人気）� 75169（1番人気）
枠連票数 計 230963 的中 （1－6） 5767（15番人気）
馬連票数 計1207388 的中 �� 23335（17番人気）
馬単票数 計 452187 的中 �� 4567（34番人気）
ワイド票数 計 619111 的中 �� 11770（18番人気）�� 9910（24番人気）�� 20741（8番人気）
3連複票数 計1671981 的中 ��� 13814（35番人気）
3連単票数 計2043334 的中 ��� 1956（315番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．0―45．8

コーナー
通過順位

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

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 �7青 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 31戦4勝 賞金 68，044，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 スターペスマリア号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 スターペスマリア号の騎手川又賢治は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：9番・

10番・12番・13番・4番）

１レース目



22071 8月12日 晴 良 （30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，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：56．9
1：56．1

良
良

77 � スズカディープ �6青鹿54 浜中 俊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B414－ 21：58．1 14．0�
33 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 荻野 極中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 462－101：58．31 6．7�
22 サトノケンシロウ 牡5黒鹿56 B．アヴドゥラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 クビ 3．0�

（豪）

44 ヴァフラーム 牝6鹿 52 富田 暁市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B494＋141：58．51	 6．5�

55 メイズオブオナー 牝4鹿 54 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 2 〃 クビ 2．3�
66 タイセイアプローズ 牡6鹿 54 松若 風馬田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 480－ 41：58．82 20．6	
11 
 タニノアーバンシー 牝5黒鹿53 幸 英明谷水 雄三氏 中竹 和也 英 Yuzo Tani-

mizu 520＋121：59．54 12．7

（7頭）

売 得 金
単勝： 55，156，700円 複勝： 44，379，400円 枠連： 発売なし
馬連： 132，815，700円 馬単： 66，129，700円 ワイド： 44，900，300円
3連複： 138，087，400円 3連単： 393，865，300円 計： 875，334，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 730円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 11，080円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 550円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 41，800円

票 数

単勝票数 計 551567 的中 � 31298（6番人気）
複勝票数 計 443794 的中 � 22776（6番人気）� 50695（4番人気）
馬連票数 計1328157 的中 �� 19117（17番人気）
馬単票数 計 661297 的中 �� 4476（33番人気）
ワイド票数 計 449003 的中 �� 9015（17番人気）�� 20834（6番人気）�� 33407（5番人気）
3連複票数 計1380874 的中 ��� 26854（17番人気）
3連単票数 計3938653 的中 ��� 6830（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．5―47．7―59．6―1：11．0―1：22．8―1：34．6―1：46．3

コーナー
通過順位

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

2
4
1－3－7－5，2－（6，4）
1，3（7，2）5，4，6

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 �6青鹿 母 ローマンスズカⅡ 母母 Rose of Suzuka 16戦3勝 賞金 49，853，000円
初出走 JRA

※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12日 晴 良 （30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
1：40．9

不良
重

11 ケールダンセール 牝3芦 52 北村 友一名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 508＋201：45．3 4．6�
47 ノーブルスノー 牝5芦 55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B494＋ 4 〃 クビ 5．1�
35 スズカスマート 牝4鹿 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 490＋141：46．04 13．2�
48 グランデミノル 牝3鹿 52 国分 優作吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 490＋12 〃 クビ 20．8�
714 タガノエルフ 牝3黒鹿52 �島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 4 〃 ハナ 14．0�
510 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿55 川須 栄彦	ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 462＋ 21：46．1� 22．4

36 ロ ッ タ ラ ブ 牝4芦 55

53 △川又 賢治吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 468＋ 21：46．2クビ 173．7�
23 ハギノセゾン 牝7青鹿55 酒井 学安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 476－141：46．83� 158．8�
12 ク ー ド ロ ア 牝3鹿 52

51 ☆荻野 極吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 438＋101：46．9� 72．6
24 ベルエスメラルダ 牝4黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B456＋ 21：47．21� 37．1�
713 ミヤジヴィジェ 牝4鹿 55 B．アヴドゥラ 曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 470＋ 21：47．73 3．9�

（豪）

611 ラブリーイレブン 牝3栗 52
50 △富田 暁吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 440＋12 〃 クビ 8．4�

816 ナ ム ラ キ ヌ 牝3鹿 52 松若 風馬奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 466＋141：48．12� 12．1�
815 ピ ッ パ 牝3栗 52

49 ▲西村 淳也飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 460－ 61：48．2� 108．9�
59 メイショウフウシャ 牝5鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 478＋ 61：49．05 115．1�
612 マリアスパン 牝3鹿 52 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476＋ 61：50．06 13．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，507，200円 複勝： 67，682，400円 枠連： 32，637，400円
馬連： 130，724，800円 馬単： 49，380，800円 ワイド： 77，815，700円
3連複： 199，946，400円 3連単： 243，806，200円 計： 854，500，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 180円 � 330円 枠 連（1－4） 940円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 530円 �� 850円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 19，080円

票 数

単勝票数 計 525072 的中 � 90176（2番人気）
複勝票数 計 676824 的中 � 100271（3番人気）� 108110（2番人気）� 44911（6番人気）
枠連票数 計 326374 的中 （1－4） 26795（4番人気）
馬連票数 計1307248 的中 �� 69206（3番人気）
馬単票数 計 493808 的中 �� 13683（4番人気）
ワイド票数 計 778157 的中 �� 39616（1番人気）�� 23118（7番人気）�� 21209（8番人気）
3連複票数 計1999464 的中 ��� 35679（6番人気）
3連単票数 計2438062 的中 ��� 9264（21番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．2―12．1―12．6―12．5―12．5―13．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―28．9―41．0―53．6―1：06．1―1：18．6―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケールダンセール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．11．11 京都3着

2015．4．19生 牝3芦 母 マチカネセキガハラ 母母 マチカネチコウヨレ 7戦2勝 賞金 19，000，000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。
（非当選馬） 1頭 ディヴァインハイツ号
（非抽選馬） 1頭 ミスズメサイア号
※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。

４レース目



（30小倉2）第6日 8月12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 143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

192，400，000円
6，190，000円
15，380，000円
980，000円

19，670，000円
59，627，000円
4，125，400円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
397，522，100円
561，353，400円
144，661，300円
801，929，700円
398，132，200円
451，505，900円
1，062，369，900円
1，800，675，400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 5，618，149，900円

総入場人員 12，216名 （有料入場人員 10，789名）
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