
22085 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走9時50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
57．7
57．7

重
重

811 スタークォーツ 牝2青鹿 54
53 ☆荻野 極輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 468＋10 59．6 4．3�

11 ブルベアイリーデ 牡2鹿 54 松若 風馬 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 462± 0 〃 アタマ 2．9�
68 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± 01：00．23� 4．5�
44 デンコウハピネス 牝2黒鹿54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 434＋ 21：00．73 9．1�
33 マイネルプリサイス 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 476＋ 41：00．91� 6．5�
67 サウンドサムデイ 牝2栗 54 古川 吉洋増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 456＋ 21：01．11 285．6	
22 ニホンピロアメリア 牝2鹿 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 440－ 41：01．42 13．3

56 アマノコマンダー 牡2鹿 54 水口 優也中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472± 01：01．82� 151．3�
812 ローリンローリン 牝2黒鹿54 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 若林 順一 416－ 2 〃 クビ 120．5�
79 ア サ ケ ボ ス 牡2栗 54

51 ▲西村 淳也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 440＋ 41：02．01� 107．9
55 ブルベアアルジェン 牡2栗 54 松山 弘平 �ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 512＋ 41：02．1クビ 39．7�
710 ゴールドウエイ 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 宮内牧場 410－10 〃 クビ 49．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，585，800円 複勝： 21，740，200円 枠連： 6，173，800円
馬連： 36，291，200円 馬単： 19，454，900円 ワイド： 22，979，300円
3連複： 51，909，600円 3連単： 70，904，900円 計： 248，039，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（1－8） 530円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 210円 �� 250円 �� 250円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 185858 的中 � 35578（2番人気）
複勝票数 計 217402 的中 � 50944（2番人気）� 51455（1番人気）� 36002（3番人気）
枠連票数 計 61738 的中 （1－8） 8904（1番人気）
馬連票数 計 362912 的中 �� 48409（1番人気）
馬単票数 計 194549 的中 �� 12501（2番人気）
ワイド票数 計 229793 的中 �� 28863（1番人気）�� 22763（3番人気）�� 22883（2番人気）
3連複票数 計 519096 的中 ��� 56862（1番人気）
3連単票数 計 709049 的中 ��� 16563（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．9―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スタークォーツ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．7．15 中京4着

2016．3．1生 牝2青鹿 母 レイズアトウショウ 母母 リバーフエイム 3戦1勝 賞金 7，400，000円

22086 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10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
1：07．8
1：07．8

良
良

33 ファストアズエバー 牝2芦 54 B．アヴドゥラ �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 442± 01：09．1 2．2�

（豪）

67 ア シ ャ カ ド 牡2黒鹿54 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 490＋ 2 〃 クビ 16．0�
810 トーセンマイスター 牡2青鹿54 松山 弘平島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 450－ 81：09．41� 6．0�
22 パ ド カ ト ル 牡2鹿 54 松若 風馬今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 440－ 4 〃 クビ 8．6�
55 ブリングイットオン 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 432＋101：09．5� 3．5	
11 メイショウドウダン 牡2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 426± 01：10．13� 151．9

79 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 430－ 21：10．42 82．5�
66 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± 01：10．5� 41．6�
78 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 442＋ 41：10．6� 151．4

44 リネンワンライン 牡2鹿 54 �島 克駿戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 真歌田中牧場 434＋181：10．81	 15．0�
811 コウエイスパークル 
2栗 54 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 470＋ 41：11．54 276．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，165，500円 複勝： 31，284，900円 枠連： 6，900，400円
馬連： 37，549，000円 馬単： 22，814，000円 ワイド： 28，235，900円
3連複： 50，018，900円 3連単： 80，949，400円 計： 283，918，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 270円 � 170円 枠 連（3－6） 1，240円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 690円 �� 260円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 10，920円

票 数

単勝票数 計 261655 的中 � 97540（1番人気）
複勝票数 計 312849 的中 � 114886（1番人気）� 18651（6番人気）� 40197（3番人気）
枠連票数 計 69004 的中 （3－6） 4307（5番人気）
馬連票数 計 375490 的中 �� 14911（9番人気）
馬単票数 計 228140 的中 �� 6604（11番人気）
ワイド票数 計 282359 的中 �� 9853（10番人気）�� 31450（2番人気）�� 7222（12番人気）
3連複票数 計 500189 的中 ��� 18406（8番人気）
3連単票数 計 809494 的中 ��� 5374（38番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．7―46．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファストアズエバー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Tiznow デビュー 2018．7．29 小倉3着

2016．4．5生 牝2芦 母 ラヴアズギフト 母母 Fast as Light 2戦1勝 賞金 6，800，000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。

第２回 小倉競馬 第８日
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



22087 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10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

59 バイマイサイド 牡3栗 56 B．アヴドゥラ �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 480＋ 81：59．5 2．3�
（豪）

815 マジックバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 442－ 61：59．81� 3．2�
58 ヒルトップパレス 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極吉田 勝己氏 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458± 02：00．01� 8．6�
23 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56 松山 弘平山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム B528＋ 62：00．53 18．7�
35 スプリングスマイル 牡3鹿 56 武 豊桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 490± 02：00．81� 13．1	
34 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 B462－ 82：01．01� 53．1

46 カ リ マ �3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 02：01．42� 9．4�
11 メイショウメイホウ 牝3栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472＋ 22：01．61 55．9�
22 センスオブワンダー 牡3栗 56 	島 克駿前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B480＋102：01．81� 35．4
611 ワンソックス 牝3栃栗54 菱田 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか 中田 浩美 482± 0 〃 クビ 330．6�
610 レ イ ロ ー 牝3鹿 54 川須 栄彦�フクキタル 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 502－ 82：02．01� 79．2�
814 サンマルベラータ 牝3鹿 54 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 428＋ 42：02．42� 168．3�
713 ヒロノカチドキ 牡3青 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 454± 02：02．61� 470．9�
47 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 田中 健�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 500＋ 42：03．13 198．6�
712 チュウワファースト 牝3黒鹿54 北村 友一中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458＋ 92：03．84 13．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，960，500円 複勝： 33，462，000円 枠連： 13，167，900円
馬連： 46，620，800円 馬単： 23，313，100円 ワイド： 31，345，900円
3連複： 63，580，700円 3連単： 85，100，000円 計： 321，550，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 170円 �� 330円 �� 320円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 249605 的中 � 85032（1番人気）
複勝票数 計 334620 的中 � 94561（1番人気）� 77168（2番人気）� 42580（3番人気）
枠連票数 計 131679 的中 （5－8） 40012（1番人気）
馬連票数 計 466208 的中 �� 96312（1番人気）
馬単票数 計 233131 的中 �� 25371（1番人気）
ワイド票数 計 313459 的中 �� 55723（1番人気）�� 21266（3番人気）�� 22271（2番人気）
3連複票数 計 635807 的中 ��� 56145（1番人気）
3連単票数 計 851000 的中 ��� 21402（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．6―48．0―59．9―1：11．8―1：23．6―1：35．2―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バイマイサイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．3．3 阪神3着

2015．2．10生 牡3栗 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔制裁〕 センスオブワンダー号の騎手	島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・1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。

22088 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時20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

611 レッドアルディ 牡3鹿 56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498＋121：47．6 12．2�
23 エムオーマンボ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真大浅 貢氏 飯田 祐史 日高 門別牧場 480－ 6 〃 クビ 8．9�
36 メイショウヤシチ 牡3黒鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 474＋ 61：48．45 52．9�
11 ケンイーサリアム 牡3鹿 56

54 △富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 488＋ 4 〃 ハナ 5．0�
510 ア ト ス 牡3青鹿 56

54 △川又 賢治前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 438－ 21：48．61� 1．9�
24 ジューングラスミー 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ 吉川 潤氏 吉村 圭司 浦河 丸幸小林牧場 502± 01：49．13 6．4	

（豪）

48 スピンドクター �3黒鹿56 幸 英明ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B458± 01：49．41	 13．3


59 サーキュラーリング 牝3栗 54 古川 吉洋�G1レーシング 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422－ 21：49．82
 155．8�

714� トランプキャンディ 牡3黒鹿56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 米 Siena
Farms LLC 524－ 61：50．33 18．3�

713 サトノガバナー 牡3青鹿56 �島 良太 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 チャンピオン
ズファーム B466－ 21：50．51
 70．2

816 エンペラーズベスト 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム B484＋ 4 〃 ハナ 199．0�

47 エメラルキセキ 牝3青鹿54 酒井 学高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 438＋221：51．88 372．4�
35 ブルベアサンサイ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 聖心台牧場 498＋ 61：52．75 342．8�
815 フードゥルブラン 牡3芦 56 北村 友一平井 裕氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 466＋ 41：55．6大差 49．9�

（14頭）
12 コパノジャッキー 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 B484－ 6 （競走除外）

612 カワチノシャモ 牡3青鹿56 太宰 啓介木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 438± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，858，200円 複勝： 33，906，000円 枠連： 10，900，600円
馬連： 38，768，800円 馬単： 19，508，600円 ワイド： 26，235，500円
3連複： 49，032，200円 3連単： 65，179，400円 計： 268，389，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 500円 � 270円 � 900円 枠 連（2－6） 2，600円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 3，120円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 47，880円 3 連 単 ��� 255，430円

票 数

単勝票数 差引計 248582（返還計 9494） 的中 � 16191（5番人気）
複勝票数 差引計 339060（返還計 12210） 的中 � 17391（6番人気）� 38347（3番人気）� 8887（8番人気）
枠連票数 差引計 109006（返還計 1627） 的中 （2－6） 3242（9番人気）
馬連票数 差引計 387688（返還計 44800） 的中 �� 5571（18番人気）
馬単票数 差引計 195086（返還計 22011） 的中 �� 1410（31番人気）
ワイド票数 差引計 262355（返還計 33867） 的中 �� 4585（15番人気）�� 2146（28番人気）�� 2719（25番人気）
3連複票数 差引計 490322（返還計110132） 的中 ��� 768（87番人気）
3連単票数 差引計 651794（返還計143156） 的中 ��� 185（437番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．2―13．3―12．8―12．3―12．5―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．8―44．1―56．9―1：09．2―1：21．7―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアルディ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2017．10．14 京都5着

2015．2．22生 牡3鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman 8戦1勝 賞金 10，200，000円
〔競走除外〕 コパノジャッキー号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。

カワチノシャモ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアサンサイ号・フードゥルブラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

10月19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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タマモストーム号・レイデマー号
（非抽選馬） 3頭 ダノンカイザー号・ドリームバンバン号・ロードヴォラーレ号
※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。



22089 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：46．9
1：45．6

良
良

58 ヴィクトリアピース 牝2栗 54 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492 ―1：51．1 2．7�
（豪）

814 ギ ル マ 牡2鹿 54 �島 克駿杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 482 ―1：51．31� 18．0�
35 ト ロ ハ 牝2黒鹿54 松山 弘平橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 460 ―1：51．51� 13．6�
23 グランドビクトリー 牡2栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 472 ―1：51．71� 16．1�
47 イグナイトセプター 牡2青鹿54 幸 英明野田 善己氏 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 424 ― 〃 アタマ 67．1�
712 ブラックモリオン 牝2青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 6．0	
713 ミッキースピリット 牡2鹿 54 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484 ―1：52．01� 3．1

610 セラールネイジュ 牝2芦 54 武 豊ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 新ひだか チャンピオンズファーム 430 ―1：52．1	 23．0�
22 エンゼルサンライズ 牝2鹿 54

52 △川又 賢治松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 428 ―1：52．2	 56．8
11 ハーゲンフレイヤ 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 420 ― 〃 ハナ 19．9�
815 ブルベアペスカ 牡2栗 54 菱田 裕二 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 474 ―1：52．83	 134．4�
46 ブルベアマローネ 牡2鹿 54 酒井 学 �ブルアンドベア 沖 芳夫 浦河 富田牧場 468 ―1：53．43	 180．4�
34 エイシンジョーカー 牝2鹿 54

52 △富田 暁�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 438 ―1：53．5	 126．2�
611 ハ チ ヨ ウ 牡2鹿 54 秋山真一郎髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ― 〃 クビ 121．3�
59 クリノボルサリーノ 牡2鹿 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 510 ―1：54．45 332．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，700，700円 複勝： 33，664，400円 枠連： 14，510，900円
馬連： 49，658，300円 馬単： 24，776，000円 ワイド： 32，280，700円
3連複： 64，090，500円 3連単： 82，678，000円 計： 336，359，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 400円 � 260円 枠 連（5－8） 2，560円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 950円 �� 660円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 33，900円

票 数

単勝票数 計 347007 的中 � 105699（1番人気）
複勝票数 計 336644 的中 � 83667（1番人気）� 17023（7番人気）� 29426（4番人気）
枠連票数 計 145109 的中 （5－8） 4385（10番人気）
馬連票数 計 496583 的中 �� 13725（9番人気）
馬単票数 計 247760 的中 �� 4332（15番人気）
ワイド票数 計 322807 的中 �� 8714（10番人気）�� 13109（5番人気）�� 4939（18番人気）
3連複票数 計 640905 的中 ��� 7294（20番人気）
3連単票数 計 826780 的中 ��� 1768（103番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．2―13．3―12．0―12．1―12．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．8―51．1―1：03．1―1：15．2―1：27．4―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリアピース �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．3．27生 牝2栗 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ハーゲンフレイヤ号の騎手荻野極は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・10番）

ミッキースピリット号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成30年8月25日から平成30年
9月2日まで騎乗停止。（被害馬：15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。

22090 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時40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

611� シャドウノエル 牝3黒鹿54 北村 友一飯塚 知一氏 中竹 和也 仏 M. Patrick
Barbe 480－ 81：08．4 4．0�

24 ネージュフレーズ 牝3芦 54 和田 竜二吉田 千津氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 444± 01：08．5� 3．5�
11 メイショウキョウジ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 478＋ 61：08．6	 4．7�
714 シーアフェアリー 牝3栗 54 川須 栄彦�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 446± 01：08．81
 26．0�
48 ジョーマキアート 牝3芦 54 秋山真一郎上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 480＋12 〃 ハナ 5．9�
818 ピエナフラッシュ 牝3鹿 54 B．アヴドゥラ 本谷 兼三氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 456－141：08．9クビ 54．8	

（豪）

816 ヒ ダ ザ ク ラ 牝3黒鹿 54
52 △富田 暁日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 478－ 61：09．11
 72．2


47 ワンダーポピュレル 牝3鹿 54 浜中 俊山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 462＋ 1 〃 アタマ 19．6�
817 ミ リ ラ ニ 牝3栗 54

52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 416± 01：09．31
 13．8
12 シゲルエダマメ 牡3青鹿56 菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 日高 高山 博 500－ 2 〃 アタマ 81．4�
510 シグナルコール 牡3鹿 56 松山 弘平前田 葉子氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 520＋ 41：09．4	 62．2�
59 ロングブーケ 牝3黒鹿54 国分 優作中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 452＋201：09．61
 254．8�
713 ショウナンラヴィ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 444－141：09．81
 42．3�
23 バイタルコード 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 松下 武士 新ひだか 矢野牧場 514± 01：09．9クビ 38．3�
36 ホイップボーラー 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 374－18 〃 クビ 204．5�
715 キムケンロード 牡3鹿 56 松若 風馬木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 444＋141：10．21� 20．3�
612 タガノリボンチャン 牝3栗 54 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 464－ 41：10．62	 109．5�
35 ウォーターアレグロ 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 458 ―1：11．34 182．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，722，200円 複勝： 35，438，800円 枠連： 14，946，700円
馬連： 54，610，600円 馬単： 24，014，000円 ワイド： 36，984，500円
3連複： 75，156，700円 3連単： 91，889，200円 計： 357，762，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 350円 �� 340円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 247222 的中 � 48412（2番人気）
複勝票数 計 354388 的中 � 63289（3番人気）� 71075（1番人気）� 65897（2番人気）
枠連票数 計 149467 的中 （2－6） 15100（2番人気）
馬連票数 計 546106 的中 �� 52017（2番人気）
馬単票数 計 240140 的中 �� 11630（2番人気）
ワイド票数 計 369845 的中 �� 26233（3番人気）�� 26588（2番人気）�� 36895（1番人気）
3連複票数 計 751567 的中 ��� 54599（1番人気）
3連単票数 計 918892 的中 ��� 12855（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．8―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．0―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャドウノエル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Divine Light デビュー 2018．7．14 中京3着

2015．4．30生 牝3黒鹿 母 Magic Potion 母母 Magic Dawn 3戦1勝 賞金 7，050，000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。
（非抽選馬） 1頭 ヒロノオウカン号
※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。



22091 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

59 カレンシリエージョ 牝3栗 52 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 482＋141：46．4 6．0�
12 ルエヴェルロール 牝4黒鹿 55

53 △川又 賢治 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋ 41：46．72 7．3�

48 フェスタマドンナ 牝3鹿 52 武 豊服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 494± 01：46．8クビ 7．6�

47 � ミスズメサイア 牝6鹿 55 菱田 裕二永井 啓弍氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 444＋ 8 〃 クビ 95．2�
24 フ ィ ッ プ ル 牝4鹿 55 松若 風馬 �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 462－ 21：47．01 30．2�
611 ミ ア グ ア 牝3青鹿52 幸 英明五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 450－ 4 〃 アタマ 5．9	
612 キャッチミーアップ 牝3鹿 52

51 ☆荻野 極畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 462＋221：47．1� 5．0

35 ギンコイエレジー 牝3黒鹿52 古川 吉洋飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462－ 2 〃 クビ 13．1�
36 レッドストーリア 牝4鹿 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 420－ 21：47．2クビ 118．7
714 マリアバローズ 牝3黒鹿52 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 444＋18 〃 アタマ 27．7�
11 センティフォリア 牝3黒鹿52 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 446－ 21：47．3	 6．0�
713 エスペランサルル 牝6栗 55 �島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 430－ 21：47．4	 222．6�
23 レッドカルディア 牝5鹿 55 酒井 学 �東京ホースレーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 448－ 41：47．5	 190．9�
816 サ イ エ ン 牝3栗 52

50 △富田 暁 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 418－ 21：47．6	 128．8�
510 ミスレジェンド 牝4黒鹿55 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 81：48．02	 212．9�
815 アリストライン 牝3黒鹿52 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋181：48．1� 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，341，900円 複勝： 45，365，700円 枠連： 18，316，500円
馬連： 71，366，400円 馬単： 28，571，800円 ワイド： 44，563，800円
3連複： 93，820，400円 3連単： 102，698，300円 計： 437，044，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 190円 � 250円 枠 連（1－5） 1，240円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 770円 �� 900円 �� 940円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 31，420円

票 数

単勝票数 計 323419 的中 � 42532（4番人気）
複勝票数 計 453657 的中 � 49458（5番人気）� 66368（1番人気）� 45707（6番人気）
枠連票数 計 183165 的中 （1－5） 11444（4番人気）
馬連票数 計 713664 的中 �� 27239（6番人気）
馬単票数 計 285718 的中 �� 5897（9番人気）
ワイド票数 計 445638 的中 �� 15118（6番人気）�� 12624（10番人気）�� 12059（13番人気）
3連複票数 計 938204 的中 ��� 12633（18番人気）
3連単票数 計1026983 的中 ��� 2369（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．9―47．8―59．9―1：11．4―1：22．9―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンシリエージョ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Numerous デビュー 2017．7．9 函館2着

2015．2．15生 牝3栗 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 8戦2勝 賞金 17，831，000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。
（非抽選馬） 1頭 ドロウアカード号

22092 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：41．8
1：40．9

不良
重

610 ミスズフリオーソ 牡3栗 54
52 △川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 480－ 41：45．0 19．1�

713 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 幸 英明吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 510± 01：45．42� 5．4�
35 ヴァルディノート 牡3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：46．25 6．1�
712 キタサンヴィクター 牡3鹿 54 国分 優作�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 498＋161：46．3� 15．8�
815 スズカガルチ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B522＋ 21：46．62 1．8�
11 メイショウアキツ 牡3黒鹿 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 456＋ 81：47．45 30．2	
23 ギ ラ ー ミ ン �3栗 54 古川 吉洋谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋ 9 〃 クビ 68．4

814 クインズオライリー 牝3芦 52 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 458＋141：47．5� 77．5�
22 スズカフューラー 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426± 01：47．6クビ 21．8�
59 � ウイングエンペラー 牡5栗 57 酒井 学池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 482＋ 41：47．92 266．2
34 クリノアントニヌス 牡4栗 57 水口 優也栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 520± 01：48．11 41．6�
47 ミトノクイーン 牝3黒鹿52 	島 克駿ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B466± 01：48．41� 13．1�
58 カリブメーカー 牝3鹿 52 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 492＋ 81：48．5� 40．9�
611 ダブルミステリー 牝4栗 55 太宰 啓介西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 81：49．45 235．6�
46 アリュールベルン 牡3芦 54 秋山真一郎四本 昭弘氏 	島 一歩 平取 北島牧場 498＋141：50．89 105．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，548，400円 複勝： 50，096，900円 枠連： 15，613，200円
馬連： 68，929，300円 馬単： 34，419，600円 ワイド： 45，116，300円
3連複： 94，997，600円 3連単： 125，136，600円 計： 466，857，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 530円 � 230円 � 220円 枠 連（6－7） 3，540円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，700円 �� 510円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 83，000円

票 数

単勝票数 計 325484 的中 � 13609（6番人気）
複勝票数 計 500969 的中 � 20644（6番人気）� 62553（3番人気）� 63062（2番人気）
枠連票数 計 156132 的中 （6－7） 3414（12番人気）
馬連票数 計 689293 的中 �� 11188（15番人気）
馬単票数 計 344196 的中 �� 2391（31番人気）
ワイド票数 計 451163 的中 �� 9292（13番人気）�� 6514（19番人気）�� 24028（3番人気）
3連複票数 計 949976 的中 ��� 6649（31番人気）
3連単票数 計1251366 的中 ��� 1093（222番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―11．9―11．9―12．1―12．0―12．2―12．8―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．4―42．3―54．4―1：06．4―1：18．6―1：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミスズフリオーソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．12．16 中京5着

2015．2．19生 牡3栗 母 マルヨパトリオット 母母 アフレタータ 8戦2勝 賞金 15，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリュールベルン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19日まで平地

競走に出走できない。



22093 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第9競走 ��
��1，200�

と ば た

戸 畑 特 別
発走14時15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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

22 テイエムヒッタマゲ 牡4栗 57 富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 鹿児島 テイエム牧場 B490－ 21：07．5 44．0�
813 ミトノレインボー 牝3鹿 52 和田 竜二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 478＋ 61：07．71� 14．8�
45 メイショウアリソン 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500＋ 2 〃 クビ 12．0�
57 カネトシブレス 牝5鹿 55 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 442＋ 6 〃 ハナ 10．9�
69 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿55 太宰 啓介山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 444± 01：07．91 12．8�
46 ラプソディーア 牝4栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 クビ 3．6	
711 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 武 豊 Him Rock Racing

ホールディングス
 西浦 勝一 日高 タバタファーム 468－121：08．0クビ 7．1�
610 イサチルホープ 牡6栗 57 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 474± 01：08．21	 15．2�
712 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B450＋ 4 〃 ハナ 5．0
33 トシストロング 牡7鹿 57 秋山真一郎上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 488＋12 〃 ハナ 14．4�
34 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿55 酒井 学山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 452－ 6 〃 ハナ 60．8�
814 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 486＋ 2 〃 クビ 40．5�
11 
 スペードクイーン 牝5栗 55 幸 英明吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 474＋ 41：08．3� 12．6�
58 ノーブルルージュ 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 476＋ 21：08．5� 24．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，892，300円 複勝： 61，875，500円 枠連： 27，356，100円
馬連： 107，697，500円 馬単： 43，562，600円 ワイド： 67，097，500円
3連複： 152，600，300円 3連単： 172，032，800円 計： 674，114，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，400円 複 勝 � 1，200円 � 480円 � 500円 枠 連（2－8） 17，110円

馬 連 �� 21，390円 馬 単 �� 47，550円

ワ イ ド �� 6，000円 �� 7，070円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 88，100円 3 連 単 ��� 605，450円

票 数

単勝票数 計 418923 的中 � 7604（13番人気）
複勝票数 計 618755 的中 � 12779（12番人気）� 35725（7番人気）� 33310（8番人気）
枠連票数 計 273561 的中 （2－8） 1239（31番人気）
馬連票数 計1076975 的中 �� 3901（66番人気）
馬単票数 計 435626 的中 �� 687（141番人気）
ワイド票数 計 670975 的中 �� 2871（68番人気）�� 2433（76番人気）�� 6616（40番人気）
3連複票数 計1526003 的中 ��� 1299（261番人気）
3連単票数 計1720328 的中 ��� 206（1710番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―11．0―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．5―44．5―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．0
3 2－（11，13）（3，14）5（1，7）（4，6，10）（9，8，12） 4 2－（11，13）（3，14）5（1，7，10）（4，12）6（9，8）

勝馬の
紹 介

テイエムヒッタマゲ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．7．31 小倉1着

2014．4．4生 牡4栗 母 テイエムクレナイ 母母 グラヴィール 15戦3勝 賞金 52，835，000円
［他本会外：1戦1勝］

※メイショウアリソン号・ヨドノビクトリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22094 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第10競走 ��
��1，800�西部スポニチ賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 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
1：44．1
1：43．9

良
良

11 � タニノフランケル 牡3青鹿54 幸 英明谷水 雄三氏 中竹 和也 愛 Yuzo Tani-
mizu 512－121：45．4 3．7�

77 カフジバンガード 牡3鹿 54 和田 竜二加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 474± 01：46．14 2．0�
66 ロードスター 牡5栗 57 松山 弘平ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 81：46．31	 5．6�
33 トレジャートローヴ 牡5芦 57 北村 友一吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 444－ 41：46．51 14．2�
55 イ モ ー タ ル 
5青鹿57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514± 01：46．82 5．3�
44 � スティルウォーター 牝5黒鹿55 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 414＋ 41：47．33 30．0	
22 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 416＋ 21：48．47 53．2


（7頭）

売 得 金
単勝： 42，865，200円 複勝： 38，048，100円 枠連： 発売なし
馬連： 71，608，700円 馬単： 42，133，700円 ワイド： 30，454，900円
3連複： 76，082，700円 3連単： 219，329，800円 計： 520，523，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 170円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，940円

票 数

単勝票数 計 428652 的中 � 91117（2番人気）
複勝票数 計 380481 的中 � 76022（2番人気）� 141071（1番人気）
馬連票数 計 716087 的中 �� 155384（1番人気）
馬単票数 計 421337 的中 �� 40622（3番人気）
ワイド票数 計 304549 的中 �� 50833（1番人気）�� 26785（4番人気）�� 47358（2番人気）
3連複票数 計 760827 的中 ��� 127753（1番人気）
3連単票数 計2193298 的中 ��� 81880（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―11．8―11．5―11．6―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．2―48．0―59．5―1：11．1―1：22．3―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．3
1
3
1－3－7－6＝（4，5）－2
1－3，7，6－5－4－2

2
4
1－3－7－6－5，4－2
1－（3，7）6－5－4＝2

勝馬の
紹 介

�タニノフランケル �
�
父 Frankel �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2017．8．12 新潟2着

2015．2．9生 牡3青鹿 母 Vodka 母母 Tanino Sister 9戦3勝 賞金 41，134，000円
※出走取消馬 シャルルマーニュ号（疾病〔左前肢挫創〕のため）



22095 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第53回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，29．8．19以降30．8．12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

テレビ西日本賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 アレスバローズ 牡6黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：06．6 8．7�
611 ダイメイプリンセス 牝5黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 502± 01：06．81� 7．7�
59 ラブカンプー 牝3黒鹿51 和田 竜二増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 426＋ 21：06．9� 10．1�
510 グレイトチャーター 牡6鹿 53 松山 弘平�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 41：07．0� 78．1�
36 セカンドテーブル 牡6栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 490＋ 81：07．1� 8．0�
714	 アサクサゲンキ 牡3鹿 53 松若 風馬田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

458± 01：07．2
 5．9	
23 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿55．5 武 豊�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 478＋ 61：07．3クビ 5．8

816 ナリタスターワン 牡6鹿 54 太宰 啓介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 49．1�
815 ナガラフラワー 牝6鹿 52 高倉 稜長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 478＋ 2 〃 アタマ 11．2�
47 ア ン ヴ ァ ル 牝3鹿 50 荻野 極 社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋14 〃 クビ 13．8�
817 フミノムーン 牡6栗 55 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 444－121：07．4クビ 43．8�
612 スカイパッション 牝6栗 49 富田 暁小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 460＋ 4 〃 クビ 131．1�
713 トウショウピスト 牡6鹿 56 �島 克駿トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 21：07．5クビ 45．4�
48 アクティブミノル 牡6黒鹿55 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B500＋101：07．92� 104．5�
24 ナインテイルズ 牡7栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 474＋ 61：08．11� 20．5�
11 ゴールドクイーン 牝3栗 51 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 458＋ 41：08．52� 7．3�
12 ツィンクルソード �7芦 53 北村 友一 サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：08．92� 184．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 149，136，700円 複勝： 211，908，400円 枠連： 112，323，200円
馬連： 609，601，300円 馬単： 201，216，900円 ワイド： 295，190，100円
3連複： 1，100，109，600円 3連単： 1，327，203，700円 計： 4，006，689，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 320円 � 320円 枠 連（3－6） 2，090円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，780円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 13，260円 3 連 単 ��� 71，170円

票 数

単勝票数 計1491367 的中 � 135820（6番人気）
複勝票数 計2119084 的中 � 167338（8番人気）� 171775（7番人気）� 175635（5番人気）
枠連票数 計1123232 的中 （3－6） 41512（10番人気）
馬連票数 計6096013 的中 �� 129946（16番人気）
馬単票数 計2012169 的中 �� 19771（35番人気）
ワイド票数 計2951901 的中 �� 52216（20番人気）�� 42433（26番人気）�� 53467（17番人気）
3連複票数 計11001096 的中 ��� 62178（52番人気）
3連単票数 計13272037 的中 ��� 13519（280番人気）

ハロンタイム 11．6―10．2―10．6―11．2―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．8―32．4―43．6―54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F34．2
3 ・（1，4，9）13（3，8）11（5，6，16）（10，14，15）17（7，12）2 4 ・（1，4，9）（3，13）（5，8，11）（6，16）（10，15）（7，14，17）12－2

勝馬の
紹 介

アレスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．12．6 阪神2着

2012．5．14生 牡6黒鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 27戦7勝 賞金 182，559，000円
〔制裁〕 グレイトチャーター号の騎手松山弘平は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

22096 8月19日 晴 良 （30小倉2）第8日 第12競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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
1：41．8
1：40．9

不良
重

23 ララメダイユドール 牡4鹿 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 512＋101：46．3 31．2�
（法942）

510 ラ イ ナ ス 牡3栗 54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 480＋10 〃 ハナ 73．4�
815 シゲルマツタケ 牝3栗 52 国分 優作森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 452＋ 61：46．93� 37．6�
11 オ ル ノ ス 牝5芦 55

52 ▲服部 寿希武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 470＋ 61：47．0� 38．3�
24 マ リ オ 牡3鹿 54 古川 吉洋サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 494＋ 61：47．32 21．0�
47 	 ワンダープレジール 牡6黒鹿57 高倉 稜山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム B454－ 51：47．4� 160．2	
48 
 ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 52 武 豊�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 466＋ 2 〃 ハナ 5．0

59 ビップベリンダ 牝3黒鹿52 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 496＋ 21：47．61� 51．9�
35 メイショウバンカラ 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 514＋ 21：48．02� 29．6�
714 ハッシュタグ 牡4鹿 57 北村 友一石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 アタマ 19．0
611 ハニーゴールド 4鹿 57 水口 優也青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 490－ 2 〃 クビ 8．5�
36 サンライズチャージ 牡4鹿 57

55 △川又 賢治松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 498＋ 61：48．42� 9．1�
612	 ダブルアックス 牡5黒鹿57 酒井 学田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 532＋14 〃 ハナ 165．6�
816 ウォーターミリオン 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 426－ 71：49．14 305．8�
713 サンオークランド 牡4鹿 57 浜中 俊 �加藤ステーブル 中竹 和也 新ひだか 今 牧場 498± 01：50．48 1．8�
12 メイショウカクオビ 5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 B480＋ 21：51．57 74．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，426，400円 複勝： 76，634，700円 枠連： 30，508，600円
馬連： 113，202，200円 馬単： 56，586，800円 ワイド： 70，658，500円
3連複： 169，664，800円 3連単： 255，168，500円 計： 822，850，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 910円 � 2，800円 � 890円 枠 連（2－5） 10，670円

馬 連 �� 65，760円 馬 単 �� 173，930円

ワ イ ド �� 14，540円 �� 7，250円 �� 14，680円

3 連 複 ��� 435，780円 3 連 単 ��� 3，135，540円

票 数

単勝票数 計 504264 的中 � 12893（8番人気）
複勝票数 計 766347 的中 � 22781（9番人気）� 6989（12番人気）� 23252（7番人気）
枠連票数 計 305086 的中 （2－5） 2215（25番人気）
馬連票数 計1132022 的中 �� 1334（74番人気）
馬単票数 計 565868 的中 �� 244（154番人気）
ワイド票数 計 706585 的中 �� 1253（75番人気）�� 2526（51番人気）�� 1241（76番人気）
3連複票数 計1696648 的中 ��� 292（338番人気）
3連単票数 計2551685 的中 ��� 59（2018番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．3―12．9―12．7―12．5―12．4―12．4―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．0―43．9―56．6―1：09．1―1：21．5―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．2
1
3
1，8（3，10）（4，15）（9，14，16）－（2，6，11）5（7，13）12・（1，8，10）（3，16）（4，15，13）（9，6，14）11，2（5，7，12）

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

勝馬の
紹 介

ララメダイユドール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．3．11 阪神4着

2014．5．18生 牡4鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 7戦2勝 賞金 13，400，000円
〔発走状況〕 オルノス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

メイショウバンカラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカクオビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19日まで平地

競走に出走できない。

３レース目



（30小倉2）第8日 8月19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 170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

235，700，000円
2，460，000円
20，780，000円
1，550，000円
27，000，000円
69，913，500円
4，683，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
503，203，800円
673，425，600円
270，717，900円
1，305，904，100円
540，372，000円
731，142，900円
2，041，064，000円
2，678，270，600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 8，744，100，900円

総入場人員 16，570名 （有料入場人員 14，784名）
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