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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

22121 8月31日 晴 稍重 （1小倉2） 第11日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上オープン
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：07．6良

810 アグリッパーバイオ 牡8黒鹿61 西谷 誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 43：11．9 1．5�
33 シゲルサツマイモ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 488＋ 83：12．21� 40．2�
811 クリュティエ 牝5鹿 59 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 63：12．3� 14．2�
78 ヤマニンシルフ 牡6栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 462± 03：12．51 10．9�
11 サウスオブボーダー 牡6鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456± 03：12．6� 10．8�
79 シゲルスズキ 牡6栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 498± 03：12．81� 96．0	
22 カレンバッドボーイ 牡9鹿 60 白浜 雄造鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 484± 03：13．43� 33．1

67 マイネルレオーネ 牡7黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406± 0 〃 ハナ 33．3�
44 � カポラヴォーロ 牡4栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 484－ 23：13．5クビ 22．6�

55 メイショウゴウキ 	5黒鹿60 熊沢 重文松本 和子氏 上村 洋行 安平 
橋本牧場 478－10 〃 アタマ 30．6
66 ワンスインアライフ 牡6鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 476＋ 23：14．98 5．8�
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売 得 金
単勝： 17，392，000円 複勝： 34，182，000円 枠連： 6，948，900円
馬連： 26，995，300円 馬単： 17，642，400円 ワイド： 22，512，800円
3連複： 48，096，100円 3連単： 72，058，300円 計： 245，827，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 470円 � 270円 枠 連（3－8） 2，770円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 940円 �� 490円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 8，670円 3 連 単 ��� 31，640円

票 数

単勝票数 計 173920 的中 � 90999（1番人気）
複勝票数 計 341820 的中 � 205791（1番人気）� 7689（8番人気）� 15277（5番人気）
枠連票数 計 69489 的中 （3－8） 1943（10番人気）
馬連票数 計 269953 的中 �� 6969（12番人気）
馬単票数 計 176424 的中 �� 3463（12番人気）
ワイド票数 計 225128 的中 �� 6098（9番人気）�� 12600（4番人気）�� 1342（40番人気）
3連複票数 計 480961 的中 ��� 4157（31番人気）
3連単票数 計 720583 的中 ��� 1651（98番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 50．7－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アグリッパーバイオ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．28 阪神4着

2011．1．20生 牡8黒鹿 母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー 障害：7戦2勝 賞金 40，777，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22122 8月31日 晴 稍重 （1小倉2） 第11日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

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
2：01．2
1：59．6

良
良

44 フルートフルデイズ 牝2黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 462－ 22：02．2 13．9�
88 アバンダンスシチー 牡2鹿 54 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 オリオンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 3．5�
11 ウインローズブーケ 牝2黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 62：02．41 8．9�
89 エキスパート 牝2栗 54 太宰 啓介ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 様似 様似渡辺牧場 446＋ 22：02．71� 10．6�
55 ロッキーサンダー 牡2鹿 54 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 476－ 22：03．23 54．0�
77 シ ャ ル ロ ワ 牝2鹿 54 北村 友一 	キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 474＋ 42：03．83� 1．7

33 ジョウショーカード 牡2芦 54 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 436＋ 6 〃 クビ 186．7�
66 テイエムマルジュウ 牡2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 432＋ 42：04．54 186．0�
22 ワルツフォーデビー 牡2栗 54 和田 竜二風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 430± 02：05．88 58．1
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売 得 金
単勝： 26，311，900円 複勝： 59，411，500円 枠連： 6，638，900円
馬連： 31，223，900円 馬単： 22，682，200円 ワイド： 23，413，200円
3連複： 42，533，900円 3連単： 96，246，800円 計： 308，462，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 670円 � 250円 � 510円 枠 連（4－8） 1，530円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 540円 �� 990円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 24，380円

票 数

単勝票数 計 263119 的中 � 16036（5番人気）
複勝票数 計 594115 的中 � 21181（5番人気）� 71564（2番人気）� 29087（4番人気）
枠連票数 計 66389 的中 （4－8） 3345（6番人気）
馬連票数 計 312239 的中 �� 13868（7番人気）
馬単票数 計 226822 的中 �� 3773（16番人気）
ワイド票数 計 234132 的中 �� 11115（7番人気）�� 5701（11番人気）�� 15004（6番人気）
3連複票数 計 425339 的中 ��� 9693（11番人気）
3連単票数 計 962468 的中 ��� 2862（68番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．6―12．6―12．6―12．4―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．0―48．6―1：01．2―1：13．8―1：26．2―1：38．2―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
7（1，8）（3，4）（2，5）9－6・（7，8，4，9）（1，2，5）－3－6

2
4

・（1，7）8（3，4）（2，5）9－6・（7，8，4，9）1，5，2－（3，6）
勝馬の
紹 介

フルートフルデイズ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．7．20 中京7着

2017．3．5生 牝2黒鹿 母 ジューンブライド 母母 リファールニース 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 テイエムマルジュウ号は，枠入り不良。

第２回 小倉競馬 第１１日



22123 8月31日 晴 重 （1小倉2） 第11日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

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

610 ディーズファンシー 牝3栗 54
53 ☆西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 400－ 3 58．4 34．2�

69 トーホウフレーテ 牝3鹿 54 �島 良太東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 466＋14 58．71� 7．8�

814 クーファピーカブー 牝3栗 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 452－ 4 〃 アタマ 2．0�
712 イニシエーター 牝3栗 54 川須 栄彦石川 達絵氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 454＋ 6 59．12� 8．7�
22 アンラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434＋ 2 59．2クビ 61．3�

58 スペースコロニー 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 458＋ 2 〃 クビ 4．8	
33 ガールズロック 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新�G1レーシング 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－18 59．62 8．9


45 フ ラ ッ パ ー 牝3青鹿54 松若 風馬長谷川光司氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 436＋ 2 59．7� 28．4�
813 オーサムラン 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 424－12 〃 アタマ 26．2�
11 ハ ウ ル �3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心ゴドルフィン 藤岡 健一 愛 Godolphin 448－121：00．12� 60．9
711 オリエンタルハート 牡3鹿 56 和田 竜二三宅 勝俊氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 496－ 21：00．41� 20．0�
34 ミスターホウジュ 牡3鹿 56 熊沢 重文�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 456＋ 21：01．14 458．8�
57 クールジェンヌ 牝3芦 54 藤懸 貴志田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B440－ 21：02．69 71．2�
46 エスペランサボス 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗江上 幸�氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 458－301：03．66 375．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，851，700円 複勝： 39，407，800円 枠連： 9，954，100円
馬連： 43，535，600円 馬単： 22，299，400円 ワイド： 34，201，300円
3連複： 61，318，500円 3連単： 75，040，800円 計： 314，609，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，420円 複 勝 � 580円 � 180円 � 120円 枠 連（6－6） 10，690円

馬 連 �� 10，240円 馬 単 �� 25，300円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 1，430円 �� 300円

3 連 複 ��� 8，370円 3 連 単 ��� 80，830円

票 数

単勝票数 計 288517 的中 � 6741（9番人気）
複勝票数 計 394078 的中 � 10624（9番人気）� 50049（2番人気）� 130525（1番人気）
枠連票数 計 99541 的中 （6－6） 721（21番人気）
馬連票数 計 435356 的中 �� 3292（30番人気）
馬単票数 計 222994 的中 �� 661（66番人気）
ワイド票数 計 342013 的中 �� 3076（30番人気）�� 5719（18番人気）�� 33563（1番人気）
3連複票数 計 613185 的中 ��� 5488（26番人気）
3連単票数 計 750408 的中 ��� 673（258番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―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―3F35．6
3 ・（10，12）14（5，8）9（2，11，13）－3（1，7）4＝6 4 10（12，14）－（5，8）2，9，13，11，3，1－4，7＝6

勝馬の
紹 介

ディーズファンシー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．1．19 京都9着

2016．4．16生 牝3栗 母 ナムラジュエル 母母 ネクストタイム 4戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールジェンヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月30日まで平地競
走に出走できない。
エスペランサボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月31日まで平
地競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ミスターホウジュ号・エスペランサボス号・クールジェンヌ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和
元年10月31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。
（非当選馬） 1頭 モンタナドライブ号

22124 8月31日 晴 稍重 （1小倉2） 第11日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

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

24 � パーティナシティ 牡3鹿 56 川田 将雅ゴドルフィン 高橋 義忠 英
Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

486－ 41：08．8 2．8�
715 ダンシングプリンス 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人吉田 千津氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 508 ―1：09．01� 4．9�
36 ラッキーバローズ 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 420± 01：09．1� 2．8�
35 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 488－ 21：09．2クビ 135．0�
510 ハピネスブルーム 牝3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 ハナ 10．5�
611 ブラボーフェスタ 	3栗 56 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448－ 41：09．41� 31．6	
59 ケイティグレース 牝3栗 54 義 英真瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 430－ 21：09．61� 22．2

818 ジャングルキッド 牝3芦 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 4 〃 ハナ 47．2�
47 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 小崎 綾也澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 61：09．7クビ 54．9�
12 メイショウユウバエ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 �川フアーム 472－ 81：10．02 37．2
816 レッドガニアン 牡3鹿 56 中井 裕二 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 464＋ 21：10．21� 91．3�
817 グランヴィクトリア 牝3鹿 54 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 むかわ 上水牧場 B446－ 2 〃 ハナ 209．1�
11 � ショウナンダニエル 牡3鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 仏 Mr R.J.H.

Geffen 512－10 〃 クビ 79．5�
612 メイショウランラン 牝3栗 54 �島 良太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 458－ 21：10．3
 98．1�
48 クリノオンリーワン 牝3芦 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 442－ 41：10．4クビ 146．6�
23 ルージュフォンセ 牝3鹿 54 畑端 省吾 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 476± 01：10．5� 137．6�
714 スマッシングハーツ 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 61：10．82 25．6�
713 ウォーターベルバラ 牝3栗 54 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 木村牧場 402＋ 61：11．97 374．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，728，600円 複勝： 40，762，500円 枠連： 12，338，600円
馬連： 49，507，500円 馬単： 24，220，600円 ワイド： 40，076，300円
3連複： 77，703，100円 3連単： 88，651，300円 計： 366，988，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（2－7） 710円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 420円 �� 180円 �� 400円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 337286 的中 � 96013（1番人気）
複勝票数 計 407625 的中 � 93102（2番人気）� 59063（3番人気）� 97890（1番人気）
枠連票数 計 123386 的中 （2－7） 13372（2番人気）
馬連票数 計 495075 的中 �� 42429（2番人気）
馬単票数 計 242206 的中 �� 9598（6番人気）
ワイド票数 計 400763 的中 �� 21364（3番人気）�� 68284（1番人気）�� 22449（2番人気）
3連複票数 計 777031 的中 ��� 71351（1番人気）
3連単票数 計 886513 的中 ��� 12423（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．5―11．9―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パーティナシティ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Tobougg デビュー 2019．8．3 小倉5着

2016．1．31生 牡3鹿 母 Kerry’s Dream 母母 Jetbeeah 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターベルバラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月31日まで平

地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ルージュフォンセ号・クリノオンリーワン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月31日ま

で平地競走に出走できない。



22125 8月31日 晴 良 （1小倉2） 第11日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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

713 パドゥヴァルス 牝2鹿 54
53 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 432 ―1：09．4 3．8�

11 ハクアイブラック 牡2黒鹿54 酒井 学 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 518 ―1：09．72 53．8�
59 ピエーナテーラー 牝2栗 54 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 474 ―1：09．8� 14．3�
23 アルタグラシア 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：10．22� 2．9�
816 タナノフローラ 牝2鹿 54 和田 竜二田中 俊彰氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 454 ― 〃 ハナ 35．3	
612 セイウンミレイア 牝2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新冠 村上牧場 480 ―1：10．3� 77．7

24 ナムラピアノ 牝2栗 54

51 ▲斎藤 新奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 いとう牧場 418 ―1：10．4クビ 112．4�
36 ベルティアラ 牝2青鹿54 川須 栄彦鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 434 ―1：10．72 75．7�
48 グランプリアルザン 牡2栗 54 浜中 俊 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 462 ―1：10．8クビ 17．6
714 キルシェンロート 牝2鹿 54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 嶋田牧場 468 ― 〃 ハナ 3．5�
47 ウンダモシタン 牝2黒鹿54 藤井勘一郎小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：10．9� 21．4�
611 ビービージャッカル 牡2鹿 54 松若 風馬�坂東牧場 加用 正 新ひだか 高橋 修 500 ―1：11．0� 105．4�
815 ブルベアオンス 牡2栗 54 太宰 啓介 �ブルアンドベア 飯田 祐史 新冠 川島牧場 474 ―1：11．42� 238．3�
35 ロワシャンパーニュ 牡2青鹿54 北村 友一大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428 ―1：11．5� 36．5�
510 ムーンパステイオー 牡2鹿 54 田中 健木稲 安則氏 牧田 和弥 新冠 芳住 鉄兵 462 ―1：11．92� 282．6�
12 テイエムキズナオー 牡2黒鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 456 ―1：12．0クビ 198．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，035，400円 複勝： 32，432，000円 枠連： 14，199，900円
馬連： 43，578，400円 馬単： 20，674，800円 ワイド： 31，323，100円
3連複： 60，821，400円 3連単： 68，495，700円 計： 301，560，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 1，020円 � 330円 枠 連（1－7） 3，590円

馬 連 �� 9，230円 馬 単 �� 12，780円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 900円 �� 5，160円

3 連 複 ��� 19，640円 3 連 単 ��� 112，860円

票 数

単勝票数 計 300354 的中 � 66575（3番人気）
複勝票数 計 324320 的中 � 69590（2番人気）� 6328（9番人気）� 23191（4番人気）
枠連票数 計 141999 的中 （1－7） 3061（12番人気）
馬連票数 計 435784 的中 �� 3656（27番人気）
馬単票数 計 206748 的中 �� 1213（35番人気）
ワイド票数 計 313231 的中 �� 3009（25番人気）�� 9337（7番人気）�� 1521（41番人気）
3連複票数 計 608214 的中 ��� 2322（51番人気）
3連単票数 計 684957 的中 ��� 440（279番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パドゥヴァルス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2017．3．24生 牝2鹿 母 ア ン レ ー ル 母母 フレンチバレリーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22126 8月31日 晴 重 （1小倉2） 第11日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

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

510 ア イ タ イ 牡3栗 56 川田 将雅平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 514± 01：45．9 3．3�
12 サンライズアカシア 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 472－12 〃 ハナ 8．0�
23 スズノチェルシー 牡3鹿 56 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 448－ 21：46．0� 23．3�
11 メイショウミチノク 牝3芦 54 北村 友一松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 472＋101：46．21� 7．0�
24 フェブタイズ 牡3鹿 56 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 B498＋ 4 〃 ハナ 30．8�
816 オウケンシャトル 牡3黒鹿56 �島 良太福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 524＋ 41：46．94 368．4�
611 メ ル テ ー ル 牝3芦 54 高倉 稜中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 480－ 21：47．0� 18．4	
59 スーパーアロイ 牡3鹿 56 松山 弘平藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 498＋ 61：47．1� 5．2

713 ゴールドボレアス 牡3黒鹿56 藤井勘一郎甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 488 ―1：48．37 50．8�
36 カーディストリー 牝3栗 54 浜中 俊�下河辺牧場 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 458＋ 61：48．4クビ 34．5
815 サクラトップハロー 牡3黒鹿56 酒井 学�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B438± 01：48．5� 304．9�
48 エスコビージャ 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 2 〃 ハナ 100．6�

47 インヴィンチービレ 牡3栗 56 小牧 太幅田 京子氏 笹田 和秀 浦河 富田牧場 466－ 8 〃 ハナ 28．2�
714 タカノアンジェラス 牡3青鹿56 太宰 啓介山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 B464＋ 2 〃 アタマ 5．8�
35 メイショウイヤサカ 牝3鹿 54 幸 英明松本 和子氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 438－ 81：49．03 12．8�
612 ファルネーゼブルー 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 442－111：52．7大差 55．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，406，200円 複勝： 45，327，000円 枠連： 17，515，600円
馬連： 50，721，200円 馬単： 21，083，000円 ワイド： 40，922，400円
3連複： 72，795，400円 3連単： 75，418，800円 計： 351，189，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 250円 � 500円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，520円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 12，630円 3 連 単 ��� 51，970円

票 数

単勝票数 計 274062 的中 � 65361（1番人気）
複勝票数 計 453270 的中 � 83185（1番人気）� 45713（5番人気）� 18965（7番人気）
枠連票数 計 175156 的中 （1－5） 33519（1番人気）
馬連票数 計 507212 的中 �� 17658（8番人気）
馬単票数 計 210830 的中 �� 4239（15番人気）
ワイド票数 計 409224 的中 �� 14354（8番人気）�� 6820（16番人気）�� 5668（22番人気）
3連複票数 計 727954 的中 ��� 4321（44番人気）
3連単票数 計 754188 的中 ��� 1052（168番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．2―41．2―53．7―1：06．6―1：19．3―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．3
1
3
2（5，11）4，10，1，8（3，6）（12，14）9－（16，13）－15－7
2（4，5，11）10（1，6）（3，9，8）13，16，14－15－7＝12

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

勝馬の
紹 介

ア イ タ イ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．11．25 京都4着

2016．3．26生 牡3栗 母 イ チ リ ュ ウ 母母 キ ハ ク 9戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファルネーゼブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月30日まで平

地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 エスコビージャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月31日まで平地競走に出走で

きない。



22127 8月31日 晴 良 （1小倉2） 第11日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

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

24 ル ベ リ エ 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 414＋122：00．5 6．5�

714 リッカローズ 牝3芦 54 川田 将雅立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 460＋ 2 〃 クビ 9．3�
818 ブルーエクセレンス 牡3青鹿56 松山 弘平ゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 62：00．6クビ 3．0�
36 レッドジェニファー 牝3栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 436－ 22：01．02 21．4�
713 レッドレイル 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 42：01．1� 19．9	
12 アドマイヤジョイ 牝3芦 54 浜中 俊近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：01．31� 25．7

23 エバークリア �3黒鹿56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 平山牧場 420－ 4 〃 クビ 50．0�
59 スノーユニバンス 牝3芦 54 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 4．9�
715 サスガハシャチョウ 牡3芦 56

53 ▲亀田 温心 �ミキハウスHKサービス 飯田 祐史 浦河 梅田牧場 440－ 22：01．51 361．5
510 メイショウモチヅキ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 478＋ 22：01．71� 42．1�
48 テ メ ノ ス 牝3栗 54 幸 英明�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 484± 0 〃 クビ 7．2�
47 リュクスコンドル 牡3黒鹿56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 458－ 42：01．8クビ 123．3�
817 スペシャルワン 牡3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468＋16 〃 クビ 61．7�
11 ララフォーナ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム B470－ 8 〃 ハナ 38．1�
612 ツールドフォース 牡3黒鹿56 松若 風馬長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 52．9�
816 プ カ ナ ラ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 460＋ 22：01．9クビ 435．3�
35 タ ナ ロ ア 牡3鹿 56 秋山真一郎名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 438＋122：02．0� 23．2�
611 プ ロ ム 牝3鹿 54 小崎 綾也吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 474＋ 42：02．1� 48．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，909，000円 複勝： 54，503，200円 枠連： 15，273，600円
馬連： 58，358，500円 馬単： 23，590，500円 ワイド： 48，115，800円
3連複： 82，686，600円 3連単： 85，627，100円 計： 399，064，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 250円 � 140円 枠 連（2－7） 1，950円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 600円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 27，480円

票 数

単勝票数 計 309090 的中 � 37880（3番人気）
複勝票数 計 545032 的中 � 57725（4番人気）� 49040（5番人気）� 121013（1番人気）
枠連票数 計 152736 的中 （2－7） 6042（8番人気）
馬連票数 計 583585 的中 �� 13650（11番人気）
馬単票数 計 235905 的中 �� 3199（18番人気）
ワイド票数 計 481158 的中 �� 9847（12番人気）�� 21308（4番人気）�� 17994（6番人気）
3連複票数 計 826866 的中 ��� 15640（6番人気）
3連単票数 計 856271 的中 ��� 2259（53番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．0―12．5―12．3―12．2―12．2―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．2―47．7―1：00．0―1：12．2―1：24．4―1：36．4―1：48．4

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

11，14（7，6）（2，4，13）（5，18）（1，10）9－（15，16）12－3，17－8
11－14，4（7，6，13）（2，5，18，9，12）（1，10）（17，8）16（15，3）

2
4

11－14（7，6，4）（2，13）5，18（1，10）9（15，16，12）（3，17）－8
11，14，4（7，6，13）（2，5，18）（10，9，12）（1，8）（15，16，17，3）

勝馬の
紹 介

ル ベ リ エ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Observatory デビュー 2019．3．3 阪神3着

2016．3．23生 牝3鹿 母 ヴ ェ ル ダ 母母 Viavigoni 3戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 スペシャルワン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 リッカローズ号の調教師�島一歩は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 スペシャルワン号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミカエリビジン号

22128 8月31日 晴 重 （1小倉2） 第11日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時55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

57 ノボリレーヴ 牝4鹿 55
52 ▲岩田 望来原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 446± 0 58．5 3．2�

34 サイモンゼーレ 牡6鹿 57 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 472± 0 58．6� 12．0�
33 アユツリオヤジ 牡5栗 57 川須 栄彦 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 502± 0 58．81� 10．2�
58 トーホウレジーナ 牝5栗 55

52 ▲斎藤 新東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 486＋ 8 58．9� 4．6�

69 シルバークレイン 牝3芦 52 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 456＋24 〃 クビ 37．9�
11 ブライトメジャー 牝5栗 55

54 ☆西村 淳也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋ 4 59．21	 23．8	
610 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 444＋ 2 59．3	 24．5

712
 アメリカンソレイユ 牡3栗 54 酒井 学吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

462＋ 6 59．4� 8．8�
22 ウェーブガイア 牝4栗 55 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448－ 4 〃 ハナ 6．8�
814 タガノコルソ 牡3鹿 54 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B490＋ 2 59．5� 8．7
45 � サンライズハニー 牡4栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 490＋ 6 59．71� 18．8�
46 � クリノクノイチ 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 460＋ 21：00．01	 126．1�
711 ホッコータピタン 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458＋ 61：00．1クビ 200．6�
813 メイショウユウシン 牡3鹿 54 岡田 祥嗣松本 好雄氏 池添 学 浦河 高昭牧場 444－101：00．84 226．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，060，100円 複勝： 40，948，600円 枠連： 14，832，600円
馬連： 59，163，600円 馬単： 25，065，100円 ワイド： 42，212，300円
3連複： 79，712，700円 3連単： 90，759，200円 計： 380，754，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 280円 � 270円 枠 連（3－5） 620円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 630円 �� 660円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 19，160円

票 数

単勝票数 計 280601 的中 � 68158（1番人気）
複勝票数 計 409486 的中 � 82082（1番人気）� 33350（7番人気）� 35744（6番人気）
枠連票数 計 148326 的中 （3－5） 18529（1番人気）
馬連票数 計 591636 的中 �� 27254（6番人気）
馬単票数 計 250651 的中 �� 6255（8番人気）
ワイド票数 計 422123 的中 �� 17708（4番人気）�� 16735（6番人気）�� 7711（19番人気）
3連複票数 計 797127 的中 ��� 13323（14番人気）
3連単票数 計 907592 的中 ��� 3434（47番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．7―34．2―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボリレーヴ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．8 京都8着

2015．5．10生 牝4鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 17戦2勝 賞金 24，900，000円
〔制裁〕 レナータ号の騎手小崎綾也は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。



22129 8月31日 晴 良 （1小倉2） 第11日 第9競走 ��1，200�
や は た

八 幡 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

712 キャスパリーグ 牝5鹿 55 松若 風馬杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462＋ 41：08．4 4．1�
815 ブルベアオーロ 牡3黒鹿54 松山 弘平 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 458＋ 61：08．61� 6．6�
11 � クーファディーヴァ 牝5栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 478± 01：08．81� 5．6�
59 メイショウナスカ 牝4鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 484＋ 6 〃 ハナ 16．9�
611 ス キ ッ プ 牡3黒鹿54 西村 淳也�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468± 0 〃 クビ 33．2�
814 シ ト リ カ 牝4鹿 55 斎藤 新水上 行雄氏 今野 貞一 新冠 競優牧場 426± 0 〃 アタマ 407．7	
58 タイセイトレンディ �4青鹿57 川須 栄彦田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 41：09．01 21．6

46 トモジャクアルト 牡4芦 57 国分 優作吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 488－ 8 〃 クビ 35．3�
610 ブレイズガール 牝6鹿 55 	島 良太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B504＋ 2 〃 アタマ 85．2�
22 コンセッションズ 牝4栗 55 小崎 綾也山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 440＋ 6 〃 ハナ 111．7
23 ナ リ ス 牝3鹿 52 和田 竜二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 482＋ 41：09．1クビ 2．6�
713 マ ジ ョ ラ ム 牝5鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 6 〃 ハナ 48．0�
47 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 B494－ 61：09．2
 65．7�
34 リトルウィッチ 牝3鹿 52 岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 424± 0 〃 クビ 19．2�
35 シャイニーブランコ 牡3芦 54 浜中 俊小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 444＋ 21：09．73 35．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，191，600円 複勝： 55，676，900円 枠連： 16，620，800円
馬連： 78，689，200円 馬単： 33，718，500円 ワイド： 54，892，700円
3連複： 110，677，100円 3連単： 133，355，600円 計： 519，822，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 190円 � 170円 枠 連（7－8） 1，250円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 440円 �� 350円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 10，120円

票 数

単勝票数 計 361916 的中 � 69831（2番人気）
複勝票数 計 556769 的中 � 124622（1番人気）� 65282（4番人気）� 83644（3番人気）
枠連票数 計 166208 的中 （7－8） 10255（5番人気）
馬連票数 計 786892 的中 �� 45492（5番人気）
馬単票数 計 337185 的中 �� 10169（8番人気）
ワイド票数 計 548927 的中 �� 32374（4番人気）�� 42689（2番人気）�� 18656（6番人気）
3連複票数 計1106771 的中 ��� 38808（4番人気）
3連単票数 計1333556 的中 ��� 9548（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．3―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャスパリーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．6．11 阪神1着

2014．5．5生 牝5鹿 母 レジェンドキャット 母母 Que Belle 31戦2勝 賞金 80，121，000円
〔制裁〕 ナリス号の騎手和田竜二は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・5番）

22130 8月31日 曇 良 （1小倉2） 第11日 第10競走 ��2，000�
げ ん か い

玄 海 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．9．1以降1．8．25まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

710 レオコックブルー 牝4黒鹿52 浜中 俊親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 444± 01：58．8 7．4�
69 ヒンドゥタイムズ 牡3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452－ 8 〃 クビ 1．5�
45 ル ナ ス テ ラ 牝4鹿 53 中谷 雄太 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 21：58．9� 4．8�
11 ルックスマート 牡4鹿 55 秋山真一郎平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 41：59．21� 60．4�
68 ジョウショームード 牡3黒鹿53 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 430± 01：59．3� 20．5�
44 ウインルチル 牝4栗 52 松若 風馬	ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 444－12 〃 クビ 14．7

33 レッドストーリア 牝5鹿 51 斎藤 新 	東京ホースレーシング 石坂 公一 日高 下河辺牧場 414－ 21：59．83 130．4�
22 サンライズローリエ 牡4青鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462＋ 6 〃 ハナ 26．0�
812 レッドアルティスタ �7鹿 53 酒井 学 	東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B472± 02：00．01� 155．0
711 コスモインザハート 牡4鹿 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 488－ 22：00．42� 40．3�
57 スズカフロンティア 牡5鹿 55 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426－ 22：00．71� 35．6�
56 	 スズカマサル 牡6鹿 53 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 442－ 6 〃 クビ 101．2�
813 ダイナミックアロー 牡6鹿 53 三津谷隼人小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 490± 02：01．23 100．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，506，500円 複勝： 143，466，000円 枠連： 20，340，100円
馬連： 92，548，100円 馬単： 52，684，600円 ワイド： 62，073，900円
3連複： 129，190，600円 3連単： 228，036，300円 計： 774，846，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 160円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 270円 �� 500円 �� 160円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 計 465065 的中 � 49678（3番人気）
複勝票数 計1434660 的中 � 68747（3番人気）� 1025875（1番人気）� 124569（2番人気）
枠連票数 計 203401 的中 （6－7） 30681（2番人気）
馬連票数 計 925481 的中 �� 133345（2番人気）
馬単票数 計 526846 的中 �� 22372（6番人気）
ワイド票数 計 620739 的中 �� 54610（2番人気）�� 25484（5番人気）�� 119360（1番人気）
3連複票数 計1291906 的中 ��� 133259（1番人気）
3連単票数 計2280363 的中 ��� 25478（17番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．0―12．3―11．9―12．3―12．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―34．5―46．5―58．8―1：10．7―1：23．0―1：35．1―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
13－7，6，11－12，5－（4，9）－（2，8）（3，10）1
13（11，12）（7，9）（5，4，8）6（2，10）（3，1）

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

勝馬の
紹 介

レオコックブルー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．12．17 阪神5着

2015．5．28生 牝4黒鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 16戦3勝 賞金 46，192，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※スズカフロンティア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22131 8月31日 曇 良 （1小倉2） 第11日 第11競走 ��1，200�
きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．9．1以降1．8．25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

北九州市長賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 メイショウカズヒメ 牝5鹿 53 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504± 01：08．2 24．5�
59 ブライティアレディ 牝6青鹿54 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 440＋ 8 〃 アタマ 11．4�
47 マッスルマサムネ �4鹿 52 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 6 〃 クビ 42．3�
48 � ラルムドランジュ 牝4青鹿53 松山 弘平�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 424＋ 41：08．3� 9．7�
612 コロラトゥーレ 牝5鹿 53 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 468± 01：08．4	 14．3�
36 ダイシンバルカン 牡7鹿 54 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498± 0 〃 クビ 15．5	
35 タイセイブレーク �5栗 54 浜中 俊田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 488－ 2 〃 アタマ 4．7

714 キラーコンテンツ 牡5鹿 55 岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 01：08．5� 13．1�
24 アイファープリティ 牝6鹿 52 和田 竜二中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 462－ 8 〃 ハナ 75．8
12 スカイパッション 牝7栗 51 小崎 綾也小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 468± 0 〃 ハナ 168．9�
713 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：08．6クビ 2．5�
817 サウンドドゥイット 牡7鹿 51 高倉 稜増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 436－14 〃 クビ 371．8�
815 メイケイダイハード 牡4鹿 54 松若 風馬名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 538＋ 41：08．7� 25．6�
510 ニシノキントウン 牡4黒鹿53 亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 464± 0 〃 クビ 53．1�
816 フェルトベルク 牝5鹿 52 田中 健加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 444－ 41：08．91� 15．1�
23 パーリオミノル 牝6鹿 52 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460－10 〃 アタマ 30．0�
611 エリーティアラ 牝7青鹿50 斎藤 新谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 B482＋ 21：09．22 337．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 67，774，700円 複勝： 91，884，400円 枠連： 49，450，900円
馬連： 222，751，700円 馬単： 83，393，000円 ワイド： 124，234，200円
3連複： 368，590，300円 3連単： 438，893，500円 計： 1，446，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 690円 � 340円 � 1，200円 枠 連（1－5） 8，160円

馬 連 �� 12，880円 馬 単 �� 25，440円

ワ イ ド �� 3，790円 �� 9，860円 �� 5，800円

3 連 複 ��� 118，840円 3 連 単 ��� 646，740円

票 数

単勝票数 計 677747 的中 � 22122（9番人気）
複勝票数 計 918844 的中 � 33959（10番人気）� 80226（3番人気）� 18639（13番人気）
枠連票数 計 494509 的中 （1－5） 4692（27番人気）
馬連票数 計2227517 的中 �� 13395（42番人気）
馬単票数 計 833930 的中 �� 2458（84番人気）
ワイド票数 計1242342 的中 �� 8513（42番人気）�� 3232（81番人気）�� 5530（62番人気）
3連複票数 計3685903 的中 ��� 2326（265番人気）
3連単票数 計4388935 的中 ��� 492（1472番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカズヒメ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．18 阪神1着

2014．2．11生 牝5鹿 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 16戦4勝 賞金 56，580，000円
［他本会外：2戦0勝］

22132 8月31日 曇 稍重 （1小倉2） 第11日 第12競走 1，700�3歳以上1勝クラス
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
1：41．8
1：40．9

不良
重

714 ゴールドパッキャオ 牡4栗 57 川田 将雅増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：45．6 5．1�
36 ケイアイパープル 牡3鹿 54 和田 竜二亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 508＋ 2 〃 クビ 32．2�
612 テイエムクロムシャ 牡3青鹿54 岩崎 翼竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 466± 01：46．13 3．2�
611 シャイニーロック 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 498－ 81：46．31� 8．0�

713� キクノフェリックス 牡5黒鹿57 松山 弘平菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 494± 01：46．5� 4．9�
11 モダスオペランディ 牡3鹿 54 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 542＋14 〃 クビ 20．2�
510� メイショウカンキ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 458－ 21：46．81� 33．6	
816 セヴィルロアー 牡5鹿 57 幸 英明北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 2 〃 クビ 20．7

24 アサカディスタンス 牡5鹿 57 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 462＋ 81：46．9� 6．2�
12 ファステンバーグ 牝4青鹿55 国分 優作上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466± 01：47．21� 16．7
23 サーチュイン 牝3芦 52 太宰 啓介加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 476－ 61：47．73 197．6�
47 スーペルゴラッソ 牡3鹿 54

51 ▲服部 寿希 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 492－ 41：48．33� 266．6�
815� ネクストステップ 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 526－161：48．61� 157．6�
35 クリスタルオーブ 牝3鹿 52 小崎 綾也永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 462＋12 〃 クビ 377．1�
48 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 494－ 41：49．55 49．8�
59 ワンダーアフィラド 牡3鹿 54

51 ▲亀田 温心山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 490－ 71：50．35 202．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，989，300円 複勝： 69，648，500円 枠連： 30，703，200円
馬連： 113，039，100円 馬単： 43，242，800円 ワイド： 78，962，200円
3連複： 161，882，300円 3連単： 190，455，800円 計： 740，923，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 660円 � 150円 枠 連（3－7） 4，350円

馬 連 �� 9，050円 馬 単 �� 13，440円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 390円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 79，310円

票 数

単勝票数 計 529893 的中 � 82866（3番人気）
複勝票数 計 696485 的中 � 98643（2番人気）� 19364（10番人気）� 156735（1番人気）
枠連票数 計 307032 的中 （3－7） 5458（15番人気）
馬連票数 計1130391 的中 �� 9671（34番人気）
馬単票数 計 432428 的中 �� 2412（47番人気）
ワイド票数 計 789622 的中 �� 7508（29番人気）�� 58247（1番人気）�� 8176（25番人気）
3連複票数 計1618823 的中 ��� 9813（42番人気）
3連単票数 計1904558 的中 ��� 1741（267番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―29．8―42．6―55．1―1：07．5―1：20．1―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールドパッキャオ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2017．10．29 新潟7着

2015．5．14生 牡4栗 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 16戦2勝 賞金 23，000，000円
〔発走状況〕 アサカディスタンス号は，枠入り不良。



（1小倉2）第11日 8月31日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 177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

198，470，000円
5，180，000円
18，190，000円
1，560，000円
21，900，000円
73，934，500円
5，242，200円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
426，157，000円
707，650，400円
214，817，200円
870，112，100円
390，296，900円
602，940，200円
1，296，008，000円
1，643，039，200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 6，151，021，000円

総入場人員 9，615名 （有料入場人員 8，489名）
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