
22025 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬；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

35 ローランダー 牝2栗 54 幸 英明山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 444＋ 41：09．9 1．9�
816 チョゴリザテソーロ 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 熊本 本田 土寿 482－ 41：10．64 9．0�

12 ブンキンタカシマダ 牝2鹿 54
53 ☆西村 淳也内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 450－141：11．13 14．0�

612 テイエムワッゼハエ 牝2鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 426＋ 61：11．84 64．2�
24 カシノピアレス 牝2栗 54

53 ☆森 裕太朗柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 468± 01：12．01� 178．6�
713 レ レ リ オ 牡2青 54

51 ▲岩田 望来金山 政信氏 森田 直行 熊本 ストームファーム
コーポレーション 456 ―1：12．1� 22．1	

59 ハクアイトップ 牡2鹿 54 和田 竜二 �H.Iコーポレーション 村山 明 熊本 本田 土寿 520＋ 21：12．31� 4．3

815 カシノマイティ 牝2栗 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 394＋ 6 〃 ハナ 275．6�
36 ヘイセイロード 牡2鹿 54

51 ▲服部 寿希西村新一郎氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 466－ 4 〃 アタマ 191．7�
47 ヒ ノ カ ミ 牝2鹿 54 国分 優作杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 412－ 41：12．4クビ 43．9
611 カシノブランシェ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 432＋ 41：13．25 299．8�
48 テイエムカナカテ 牝2鹿 54 中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 424 ―1：13．41 7．0�
714 キリシマコテツ 牡2鹿 54 柴田 未崎土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 422＋ 81：13．5� 350．2�
510 アッパレゴッホ 牡2鹿 54 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 B424＋ 6 〃 クビ 140．9�
11 キリシマスカイ 牝2鹿 54 水口 優也土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 424 ―1：15．6大差 153．4�
23 ヤ エ ノ ガ ロ 牡2青鹿54 藤井勘一郎柳田 英子氏 清水 英克 熊本 本田 土寿 474 ― （競走中止） 82．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，039，400円 複勝： 34，963，100円 枠連： 8，100，200円
馬連： 33，912，400円 馬単： 20，827，600円 ワイド： 27，582，600円
3連複： 52，503，900円 3連単： 71，599，100円 計： 275，528，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 350円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 350円 �� 690円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 260394 的中 � 110582（1番人気）
複勝票数 計 349631 的中 � 168360（1番人気）� 34454（3番人気）� 13053（5番人気）
枠連票数 計 81002 的中 （3－8） 9021（3番人気）
馬連票数 計 339124 的中 �� 33973（2番人気）
馬単票数 計 208276 的中 �� 14693（3番人気）
ワイド票数 計 275826 的中 �� 22017（2番人気）�� 9985（6番人気）�� 3537（17番人気）
3連複票数 計 525039 的中 ��� 10346（10番人気）
3連単票数 計 715991 的中 ��� 5197（27番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．4―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローランダー �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．7．27 小倉6着

2017．4．15生 牝2栗 母 ハニーダンサー 母母 ハ ニ ー バ ン 2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〕 ヤエノガロ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノブランシェ号・テイエムカナカテ号・キリシマコテツ号・アッパレゴッホ号・キリシマスカイ号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3日まで平地競走に出走できない。

22026 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第2競走 ��
��1，800�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
1：46．9
1：45．6

良
良

34 ブルーミングスカイ 牡2鹿 54 川田 将雅島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 21：48．2 1．4�
46 サングレデクリスト 牡2栗 54 北村 友一吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506± 01：49．37 8．1�
22 スズカデレヤ 牡2青鹿54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 490＋ 21：49．4� 5．6�
11 タガノカスターニャ 牡2栗 54 松山 弘平八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 01：49．82� 21．3�
611 ルールオブサム 牡2黒鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 456＋ 2 〃 アタマ 10．3�
814 ウインサンフラワー 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新	ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 430± 0 〃 クビ 38．2

23 ナムラパフィン 牝2鹿 54 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 430＋ 41：49．9クビ 62．6�
59 シゲルタイヨウ 牡2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 462＋ 21：50．11	 114．1�
58 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 424＋ 61：50．2� 278．5
35 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 430－101：50．41	 248．8�
610 マスクオブゾロ 牡2鹿 54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 482－ 61：50．5� 190．1�
713 マイネルボレロ 牡2鹿 54 藤井勘一郎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 490－ 6 〃 ハナ 132．1�
712 ナンゴクエアーギル 牡2青鹿54 岩崎 翼渡 義光氏 田所 秀孝 日高 春木ファーム 454± 01：51．35 372．5�
47 キッズヒヤミカチ 牡2青鹿54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 484＋ 61：51．51	 212．9�
815 ゼンダンイワミ 牡2黒鹿54 柴田 未崎渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 
橋本牧場 482－141：51．82 276．0�
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売 得 金
単勝： 28，489，200円 複勝： 113，043，000円 枠連： 8，006，700円
馬連： 38，401，000円 馬単： 26，528，700円 ワイド： 30，072，200円
3連複： 57，112，300円 3連単： 96，116，100円 計： 397，769，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 120円 � 120円 枠 連（3－4） 410円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 420円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，690円

票 数

単勝票数 計 284892 的中 � 158281（1番人気）
複勝票数 計1130430 的中 � 891550（1番人気）� 60711（3番人気）� 68211（2番人気）
枠連票数 計 80067 的中 （3－4） 15002（2番人気）
馬連票数 計 384010 的中 �� 72820（2番人気）
馬単票数 計 265287 的中 �� 37843（2番人気）
ワイド票数 計 300722 的中 �� 40981（2番人気）�� 57093（1番人気）�� 14104（5番人気）
3連複票数 計 571123 的中 ��� 69336（1番人気）
3連単票数 計 961161 的中 ��� 41094（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．9―48．4―1：00．8―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4F47．4―3F36．0
1
3
2（4，11）（1，13）（5，14，15）3，12（8，10）－（7，9）6・（2，6）4－（1，11）13（3，5）14（10，15）7（12，9）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルーミングスカイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．7．7 中京3着

2017．4．23生 牡2鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 サングレデクリスト号の騎手北村友一は，3コーナー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）

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第３日



22027 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時05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

612� サトノソレイユ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英
Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

478＋ 41：08．6 2．9�
23 ステラバローズ 牝3鹿 54 松若 風馬猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 452＋141：09．13 40．2�
11 グレースベイ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 10．8�
59 タガノグラシアス 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470＋10 〃 ハナ 90．4�

713� パーティナシティ 牡3鹿 56
53 ▲岩田 望来ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

496 ―1：09．52	 2．9	
36 チョウビックリ 牡3鹿 56 小崎 綾也丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 江谷牧場 426－ 81：09．71
 74．1

818 アールウォーケン 牡3鹿 56 福永 祐一前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 490± 01：09．91
 5．3�
35 ナ ム ラ モ ア 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 468－ 4 〃 クビ 101．0�
510 メイショウコハギ 牝3青鹿54 �島 良太松本 和子氏 千田 輝彦 様似 中脇 一幸 436＋ 81：10．11 191．4
715 ロードオヒア 牡3鹿 56 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 21：10．2	 11．9�
714 カシノアペックス 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希柏木 務氏 谷 潔 浦河 富塚ファーム 470＋ 31：10．3� 402．4�
611 エナジーラピス 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャピタル・システム �島 一歩 浦河 宮内牧場 462 ― 〃 クビ 18．1�
817 スギノジャベリン 牝3栗 54 和田 竜二杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 444 ―1：10．4クビ 125．8�
816 ナ ツ バ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 448＋24 〃 ハナ 152．5�
12 スズカデュー 牡3鹿 56 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 日高 白井牧場 402＋ 2 〃 ハナ 138．6�
47 � ショウナンダニエル 牡3鹿 56 幸 英明国本 哲秀氏 高野 友和 仏 Mr R.J.H.

Geffen 522＋12 〃 ハナ 19．9�
48 ミスターホウジュ 牡3鹿 56 藤懸 貴志�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 21：10．5	 136．6�
24 ヤマニンミルラ 牝3青鹿54 田中 健土井 肇氏 松下 武士 新冠 錦岡牧場 446 ―1：12．2大差 83．4�
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売 得 金
単勝： 25，055，400円 複勝： 32，720，000円 枠連： 10，499，400円
馬連： 43，721，900円 馬単： 21，093，100円 ワイド： 34，894，000円
3連複： 63，941，200円 3連単： 73，830，000円 計： 305，755，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 650円 � 260円 枠 連（2－6） 3，050円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 11，010円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 570円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 16，470円 3 連 単 ��� 93，900円

票 数

単勝票数 計 250554 的中 � 67705（1番人気）
複勝票数 計 327200 的中 � 77680（1番人気）� 9678（8番人気）� 30873（4番人気）
枠連票数 計 104994 的中 （2－6） 2660（11番人気）
馬連票数 計 437219 的中 �� 4370（20番人気）
馬単票数 計 210931 的中 �� 1436（34番人気）
ワイド票数 計 348940 的中 �� 4262（19番人気）�� 16817（5番人気）�� 2020（32番人気）
3連複票数 計 639412 的中 ��� 2911（42番人気）
3連単票数 計 738300 的中 ��� 570（239番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―11．6―11．4―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 3，12（1，13）（9，14）（6，18）（10，15）（5，17）（2，8，11）（7，16）4 4 3，12（1，13）9（6，18，14）（10，15）（5，17）8（2，11，16）7－4

勝馬の
紹 介

�サトノソレイユ �
�
父 Frankel �

�
母父 Anabaa デビュー 2019．1．26 中京6着

2016．2．19生 牝3鹿 母 Debonnaire 母母 Ultra Finesse 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンミルラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3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〕 カシノアペックス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月3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 パワーロワ号

22028 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第4競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走11時35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

35 テイエムクロムシャ 牡3青鹿56 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 466－ 41：46．3 4．7�
612 メメランタン 牡3芦 56 武 豊本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 518± 01：46．51� 4．3�
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± 01：47．24 7．0�
48 サンライズアカシア 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 484＋ 61：47．41� 3．8�
816 ロックスピリット 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 B480－ 21：47．72 18．4�
714 オーロペスカ 牡3栗 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 494＋ 21：47．8クビ 16．1�
59 モンタナドライブ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 �川フアーム 440－101：48．43	 128．1


11 ジャングリオン 牡3鹿 56 松若 風馬幅田 昌伸氏 西園 正都 平取 船越 伸也 486＋ 41：48．6
 10．4�
36 ロ グ ブ ッ ク 牡3黒鹿56 幸 英明玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育

成牧場 466－ 6 〃 アタマ 72．4�
510� スマートネフィリム 牡3栗 56 北村 友一大川 徹氏 大久保龍志 米 Scott Pierce &

Debbie Pierce 532± 01：48．91
 35．5
815 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 442－ 41：49．11	 238．8�
611 ナリタムソウ 牡3鹿 56 福永 祐一	オースミ 藤沢 則雄 浦河 �川 啓一 466＋ 21：49．2	 18．0�
24 � ノーブルメイア 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新林 正道氏 橋口 慎介 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

492－ 81：49．3クビ 66．9�
47 テ キ ー ラ 牡3栗 56 川須 栄彦芹澤 精一氏 作田 誠二 安平 追分ファーム 532－ 81：49．4	 34．4�
713 ワンダーハルム 牝3青鹿54 藤懸 貴志山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 藤春 修二 444＋ 21：49．61 312．8�
12 � モニュメントキング 牡3青鹿56 小牧 太	キーファーズ 清水 久詞 米 Brereton

C. Jones 496± 0 〃 クビ 25．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，392，600円 複勝： 42，744，600円 枠連： 11，400，400円
馬連： 47，060，200円 馬単： 20，436，800円 ワイド： 36，263，000円
3連複： 66，980，600円 3連単： 72，284，900円 計： 323，563，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 140円 � 210円 枠 連（3－6） 710円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 420円 �� 650円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 14，620円

票 数

単勝票数 計 263926 的中 � 44889（3番人気）
複勝票数 計 427446 的中 � 79961（3番人気）� 86924（1番人気）� 42253（4番人気）
枠連票数 計 114004 的中 （3－6） 12382（2番人気）
馬連票数 計 470602 的中 �� 31670（3番人気）
馬単票数 計 204368 的中 �� 6418（6番人気）
ワイド票数 計 362630 的中 �� 23237（3番人気）�� 13895（6番人気）�� 14805（5番人気）
3連複票数 計 669806 的中 ��� 18313（4番人気）
3連単票数 計 722849 的中 ��� 3584（26番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．4―12．3―12．2―12．5―12．7―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．6―42．9―55．1―1：07．6―1：20．3―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
10（16，8）（1，5，12）6，3，15，7（4，9，14）－（11，13）2・（8，12）5（16，6）3，10（1，15）（9，7）4（13，14）＝11－2

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムクロムシャ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Mutakddim デビュー 2018．12．9 中山2着

2016．2．23生 牡3青鹿 母 ランブルジャンヌ 母母 レ ス ト レ ス 11戦1勝 賞金 16，100，000円
〔発走状況〕 サンライズアカシア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンライズアカシア号は，令和元年8月4日から令和元年8月25日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アポロナッシュビル号・シゲルブルーダイヤ号・ナリタブルグ号・ニホンピロターナー号



22029 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3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

55 カーフライターク 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456 ―1：09．1 1．7�
710 アオイスイセイ 牡2黒鹿54 秋山真一郎星加 浩一氏 坂口 智康 浦河 田中スタッド 456 ―1：10．16 22．8�
33 リ ヴ ェ ー ル 牝2芦 54 松山 弘平栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 430 ―1：10．41� 11．1�
67 ラインガルーダ 牡2鹿 54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 474 ― 〃 クビ 5．7�
44 ヴァルムチェーナ 牝2黒鹿54 福永 祐一ディアレストクラブ� 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 430 ―1：10．61	 18．2	
56 ヒデノヴェローチェ 牡2鹿 54

51 ▲亀田 温心大石 秀夫氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 448 ―1：11．13 83．6

11 アポロアベリア 牡2栗 54

51 ▲服部 寿希アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 518 ―1：11．2クビ 123．5�
812 ヤマニンベデュータ 牡2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新冠 長浜 秀昭 466 ―1：11．52 166．3�
22 ヴ ァ ー ユ 牡2鹿 54 武 豊野嶋 祥二氏 森 秀行 新冠 新冠橋本牧場 498 ―1：11．81� 6．3
79 プリンスオブジオン 牡2青鹿54 和田 竜二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 428 ―1：11．9クビ 66．8�
811 キクノフラッシュ 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新菊池 五郎氏 吉田 直弘 新冠 長浜牧場 458 ―1：13．8大差 33．1�
68 タガノヒロライド 牝2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444 ―1：20．1大差 221．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，511，900円 複勝： 37，131，100円 枠連： 7，369，200円
馬連： 41，317，900円 馬単： 24，373，400円 ワイド： 30，420，900円
3連複： 52，962，300円 3連単： 82，523，200円 計： 310，609，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 200円 枠 連（5－7） 930円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 520円 �� 360円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 11，440円

票 数

単勝票数 計 345119 的中 � 171893（1番人気）
複勝票数 計 371311 的中 � 165173（1番人気）� 18712（6番人気）� 32270（4番人気）
枠連票数 計 73692 的中 （5－7） 6127（4番人気）
馬連票数 計 413179 的中 �� 25213（5番人気）
馬単票数 計 243734 的中 �� 9821（7番人気）
ワイド票数 計 304209 的中 �� 14944（6番人気）�� 23331（3番人気）�� 5029（16番人気）
3連複票数 計 529623 的中 ��� 13173（10番人気）
3連単票数 計 825232 的中 ��� 5229（33番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．3―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーフライターク �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2017．3．15生 牡2黒鹿 母 アナスタシアブルー 母母 ラ イ ラ プ ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノフラッシュ号・タガノヒロライド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

9月3日まで平地競走に出走できない。

22030 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・右）

牝；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

611 ゲンティアナ 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414－ 42：00．0 16．0�

35 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 432＋122：00．32 16．0�
714 リアオリヴィア 牝3青鹿 54

51 ▲岩田 望来 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B430－ 62：00．61� 9．9�
47 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 452＋ 2 〃 アタマ 2．5�
23 カ ラ ミ ン サ 牝3黒鹿54 武 豊吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 484－ 22：00．7クビ 15．9	
816 ア モ ロ ー サ 牝3栗 54 松若 風馬�Horse Net 寺島 良 日高 スマイルファーム 442－ 6 〃 アタマ 8．7

713 タマモケトル 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 436－ 82：00．8� 121．1�
48 パ ル メ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 430± 0 〃 クビ 39．5�
815 ミカエリビジン 牝3黒鹿54 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 奥村 豊 新ひだか 幌村牧場 456＋122：00．9� 11．8
11 ボニーゴールド 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―2：01．0� 4．2�
59 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 秋山真一郎兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 クビ 27．5�
510 リヴォルバー 牝3鹿 54 岩崎 翼薪浦 亨氏 石橋 守 新ひだか 木下牧場 462－ 82：01．21� 77．5�
36 カフジローズ 牝3鹿 54 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 クビ 26．1�
24 ジュンヴァルボンヌ 牝3鹿 54 �島 良太河合 裕明氏 安田 翔伍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 426＋ 82：01．73 121．0�
612 スズカシビル 牝3鹿 54 藤井勘一郎永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 480＋202：02．65 267．2�
12 クレスコマリン 牝3鹿 54 水口 優也堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 浦河 笠松牧場 450－ 82：02．91� 353．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，233，600円 複勝： 46，287，100円 枠連： 12，892，200円
馬連： 52，594，700円 馬単： 23，865，700円 ワイド： 44，327，500円
3連複： 77，205，000円 3連単： 83，900，500円 計： 374，306，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 430円 � 480円 � 310円 枠 連（3－6） 5，520円

馬 連 �� 9，850円 馬 単 �� 16，510円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 1，300円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 23，020円 3 連 単 ��� 149，080円

票 数

単勝票数 計 332336 的中 � 16588（7番人気）
複勝票数 計 462871 的中 � 27476（6番人気）� 24239（7番人気）� 41971（3番人気）
枠連票数 計 128922 的中 （3－6） 1809（22番人気）
馬連票数 計 525947 的中 �� 4136（35番人気）
馬単票数 計 238657 的中 �� 1084（58番人気）
ワイド票数 計 443275 的中 �� 4577（31番人気）�� 8926（11番人気）�� 4708（26番人気）
3連複票数 計 772050 的中 ��� 2515（79番人気）
3連単票数 計 839005 的中 ��� 408（479番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3
16，11，14，5，13（6，7）－（3，10）12（2，8）9，15－4－1・（16，11）14（5，13，7）（10，12）（6，15）3，8，1，9，2，4

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

勝馬の
紹 介

ゲンティアナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2018．10．8 京都6着

2016．4．19生 牝3鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 7戦1勝 賞金 6，000，000円



22031 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第7競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

811 ミヤビパーフェクト �3鹿 56 福永 祐一村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 458－ 61：48．3 3．0�
22 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 488－ 41：48．51� 1．5�
44 バ ニ ュ ル ス 牡3黒鹿56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 19．3�
33 ニホンピロハービン 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 466± 0 〃 ハナ 46．6�
812 サトノライジン 牡3黒鹿56 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510－ 21：48．81� 28．3�
68 ダブルクラッチ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 	キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 466－ 4 〃 ハナ 16．3

55 ナムラチヨガミ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 414－ 2 〃 アタマ 85．8�
56 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 466－ 6 〃 クビ 99．7�
11 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 466－ 21：48．9� 114．1
79 タ ナ ロ ア 牡3鹿 56 松若 風馬名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 426－101：49．0� 12．6�
710 パ ワ ー ロ ワ 牡3鹿 56 川須 栄彦	まの 大橋 勇樹 新冠 村上牧場 418－ 41：49．1� 319．8�
67 エールジョリー 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新佐伯由加理氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 420－ 61：49．73� 134．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，380，900円 複勝： 108，327，500円 枠連： 11，179，600円
馬連： 47，420，900円 馬単： 31，886，200円 ワイド： 35，029，800円
3連複： 67，092，100円 3連単： 128，199，400円 計： 461，516，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 100円 � 180円 枠 連（2－8） 190円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 140円 �� 470円 �� 290円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 3，250円

票 数

単勝票数 計 323809 的中 � 84220（2番人気）
複勝票数 計1083275 的中 � 89881（2番人気）� 848919（1番人気）� 29018（4番人気）
枠連票数 計 111796 的中 （2－8） 44621（1番人気）
馬連票数 計 474209 的中 �� 154218（1番人気）
馬単票数 計 318862 的中 �� 35291（2番人気）
ワイド票数 計 350298 的中 �� 88544（1番人気）�� 14511（7番人気）�� 26218（3番人気）
3連複票数 計 670921 的中 ��� 78063（2番人気）
3連単票数 計1281994 的中 ��� 28521（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．0―12．4―11．7―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．7―47．7―1：00．1―1：11．8―1：23．8―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビパーフェクト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2019．2．17 小倉10着

2016．3．7生 �3鹿 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ 7戦1勝 賞金 10，350，000円
〔3走成績による出走制限〕 パワーロワ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月3日まで平地競走に出走できな

い。
※パワーロワ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22032 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第8競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・右）
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

33 ヤマニンブルーベル 牝3芦 52 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 462－ 8 59．1 8．2�
56 � エ ル ズ リ ー 牝3栗 52 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan
d Farm 502－ 6 59．2	 32．9�

813 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 B488＋ 4 59．3
 12．4�

68 ナムラマッチェリ 牝3栗 52 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 456－10 59．51 3．7�
44 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 〃 ハナ 11．3�
711 コ ラ ー ド 牡4芦 57

54 ▲岩田 望来名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 492± 0 〃 ハナ 10．1	
57 エレスチャル 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 446－ 2 〃 クビ 17．7


22 ブライトメジャー 牝5栗 55 和田 竜二谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 4 59．6	 45．3�
11 ウエスタンヒューズ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 488＋ 4 59．81� 34．1�
45 トーホウレジーナ 牝5栗 55 福永 祐一東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 478＋ 4 59．9クビ 2．2
812 リボンナイト 牡5鹿 57 小崎 綾也吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 432＋ 41：00．32	 146．0�
69  トーコーブリザード 牡6芦 57

56 ☆西村 淳也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：00．72	 183．1�
（12頭）

710 ノボリレーヴ 牝4鹿 55 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 442＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，433，600円 複勝： 39，573，900円 枠連： 12，255，500円
馬連： 49，506，100円 馬単： 22，843，900円 ワイド： 35，610，100円
3連複： 58，917，000円 3連単： 74，873，300円 計： 326，013，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 300円 � 920円 � 430円 枠 連（3－5） 4，200円

馬 連 �� 12，220円 馬 単 �� 19，670円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 1，670円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 33，620円 3 連 単 ��� 183，380円

票 数

単勝票数 差引計 324336（返還計 12351） 的中 � 31345（3番人気）
複勝票数 差引計 395739（返還計 28009） 的中 � 37730（3番人気）� 10215（10番人気）� 24503（6番人気）
枠連票数 差引計 122555（返還計 1422） 的中 （3－5） 2261（16番人気）
馬連票数 差引計 495061（返還計 91939） 的中 �� 3138（33番人気）
馬単票数 差引計 228439（返還計 37169） 的中 �� 871（59番人気）
ワイド票数 差引計 356101（返還計 60800） 的中 �� 2658（35番人気）�� 5609（21番人気）�� 1948（41番人気）
3連複票数 差引計 589170（返還計204047） 的中 ��� 1314（85番人気）
3連単票数 差引計 748733（返還計247174） 的中 ��� 296（480番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．8―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．7
3 ・（3，8）（4，13）－11，6，7，1（5，9，12）－2 4 3，8（4，13）－6，11，7，1（5，12）（2，9）

勝馬の
紹 介

ヤマニンブルーベル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．11．18 京都4着

2016．3．23生 牝3芦 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 6戦2勝 賞金 14，350，000円
〔競走除外〕 ノボリレーヴ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 コラード号の騎手岩田望来は，決勝線手前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・5番）



22033 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

77 ファンタジステラ 牡5鹿 57 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438－ 41：08．0 2．9�
55 キャスパリーグ 牝5鹿 55 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 458＋ 41：08．21� 3．2�
89 	 クーファウェヌス 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 478－ 41：08．3
 22．1�
22 クロンヌデトワール 牝4栗 55 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 450± 0 〃 ハナ 6．3�
810 ラッシュハート 牝5鹿 55 北村 友一小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 438＋ 81：08．4
 26．5�
11 ザイツィンガー 牡3芦 54 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 424± 01：08．5
 6．6	
78 	� ボスキャットグレイ 牡6芦 57 藤井勘一郎林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten B466＋ 21：08．6� 9．0

33 アドマイヤロマン 牡6栗 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 61：08．81� 42．3�
66 ミヤジシルフィード 牡3芦 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 478－ 4 〃 アタマ 13．1�
44 スノーガーデン 牝4鹿 55 水口 優也グリーンスウォード吉田 直弘 日高 浜本牧場 B470＋ 21：09．11� 102．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，573，100円 複勝： 41，821，700円 枠連： 12，572，000円
馬連： 68，491，200円 馬単： 34，296，400円 ワイド： 42，554，000円
3連複： 88，728，300円 3連単： 139，127，400円 計： 464，164，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 140円 � 370円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，110円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 10，410円

票 数

単勝票数 計 365731 的中 � 97773（1番人気）
複勝票数 計 418217 的中 � 96157（1番人気）� 90494（2番人気）� 19191（8番人気）
枠連票数 計 125720 的中 （5－7） 21475（1番人気）
馬連票数 計 684912 的中 �� 94490（1番人気）
馬単票数 計 342964 的中 �� 32902（1番人気）
ワイド票数 計 425540 的中 �� 53310（1番人気）�� 8847（16番人気）�� 9510（15番人気）
3連複票数 計 887283 的中 ��� 21235（11番人気）
3連単票数 計1391274 的中 ��� 9685（24番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジステラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2016．8．20 小倉7着

2014．5．9生 牡5鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 10戦3勝 賞金 29，588，000円

22034 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第10競走 ��2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走15時00分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

711 モアナアネラ 牝3黒鹿52 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418－ 62：00．1 2．8�
22 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 西村 淳也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 462－ 42：00．31� 102．9�
57 ビックピクチャー 牝3鹿 52 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 414＋14 〃 クビ 2．9�
33 ルエヴェルロール 牝5黒鹿55 松若 風馬 �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 432－ 4 〃 クビ 29．9�
710 エリンズロマーネ 牝4栗 55 北村 友一吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 494＋ 62：00．4クビ 19．2	
813 ブリリアントリリー 牝4鹿 55 森 裕太朗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 474－ 2 〃 クビ 364．4

69 レッドアウローラ 牝3鹿 52 松山 弘平 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464＋24 〃 アタマ 9．1�
68 マセラシオン 牝4黒鹿55 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 452＋ 42：00．5� 45．6�
56 アイリッシュビート 牝4栗 55 藤井勘一郎林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 430＋ 22：00．81� 81．3
44 ト ロ ハ 牝3黒鹿52 幸 英明橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞	湖 レイクヴィラファーム 466－ 2 〃 クビ 23．4�
812 ショウサンシルエラ 牝3栗 52 和田 竜二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 468＋142：01．43� 22．7�
11 プリモプレミオ 牝3黒鹿52 武 豊堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 446－ 6 〃 アタマ 16．3�
45 グランデストラーダ 牝3鹿 52 川田 将雅 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 22：01．5� 6．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，246，400円 複勝： 61，415，800円 枠連： 19，982，500円
馬連： 94，324，200円 馬単： 39，357，100円 ワイド： 63，060，400円
3連複： 132，587，100円 3連単： 171，021，400円 計： 628，994，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 810円 � 150円 枠 連（2－7） 8，120円

馬 連 �� 14，240円 馬 単 �� 21，640円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 250円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 85，330円

票 数

単勝票数 計 472464 的中 � 132892（1番人気）
複勝票数 計 614158 的中 � 162705（1番人気）� 11600（11番人気）� 119405（2番人気）
枠連票数 計 199825 的中 （2－7） 1905（20番人気）
馬連票数 計 943242 的中 �� 5130（36番人気）
馬単票数 計 393571 的中 �� 1364（60番人気）
ワイド票数 計 630604 的中 �� 5461（31番人気）�� 78367（1番人気）�� 4806（36番人気）
3連複票数 計1325871 的中 ��� 7901（43番人気）
3連単票数 計1710214 的中 ��� 1453（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．7―48．1―1：00．0―1：11．9―1：24．0―1：36．1―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1
1
3
・（9，12）（3，7，11）（1，2，5）－（4，13）－（10，6）8・（9，12）（3，7，11）（1，2，5）（4，13）（10，6）8

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

勝馬の
紹 介

モアナアネラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．11．4 京都4着

2016．2．15生 牝3黒鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 7戦2勝 賞金 21，715，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 エリンズロマーネ号の騎手北村友一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）



22035 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3日 第11競走
ディープインパクト追悼競走

��
��1，700�九州スポーツ杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

48 ナンヨーイザヨイ 牡3黒鹿54 秋山真一郎中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋121：44．8 5．8�
12 タガノプレトリア 牡4鹿 57 幸 英明八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 21：44．9� 24．5�
23 コ ン カ ラ ー 牡3鹿 54 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476＋ 21：45．43 2．3�
714 サ ン キ ュ ー 牡6栗 57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 510± 0 〃 ハナ 76．5�
815 ダノンプレシャス 牡6青鹿57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか グランド牧場 B470－ 21：45．61	 5．7�
816 サンライズフルメン 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 498± 01：45．7� 55．9	
59 
 ラホーヤノキセキ 牡5青鹿57 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488－16 〃 ハナ 20．5

510 ヴァルディノート 牡4黒鹿57 岩田 望来 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486± 01：45．91	 35．9�
11 
 シュプリームゾーン 牡5黒鹿57 松山 弘平村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 514－ 41：46．11 13．0
24 ナムラヘラクレス 牡5鹿 57 小崎 綾也奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 494＋ 8 〃 クビ 34．1�
611
 トキメキジュピター 牡4黒鹿57 小牧 太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 500＋ 41：46．84 346．8�
36 サイモンサーマル �4鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B484± 01：47．12 458．2�
612
 デュアルウィールド 牝4栗 55 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 500± 01：48．48 108．7�
713 ダノンロイヤル 牡4鹿 57 武 豊�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 542＋101：48．5� 5．7�
47 メイショウテンセイ 牡5鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 516± 01：48．82 43．4�
35 ハローマイディア 牡6黒鹿57 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 480＋ 4 〃 クビ 97．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，837，800円 複勝： 86，632，100円 枠連： 46，697，600円
馬連： 219，822，200円 馬単： 82，462，700円 ワイド： 114，358，400円
3連複： 333，888，200円 3連単： 434，517，100円 計： 1，392，216，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 350円 � 140円 枠 連（1－4） 1，870円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 10，030円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 370円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 39，970円

票 数

単勝票数 計 738378 的中 � 100521（4番人気）
複勝票数 計 866321 的中 � 110751（4番人気）� 48878（6番人気）� 210166（1番人気）
枠連票数 計 466976 的中 （1－4） 19308（10番人気）
馬連票数 計2198222 的中 �� 24509（22番人気）
馬単票数 計 824627 的中 �� 6162（29番人気）
ワイド票数 計1143584 的中 �� 15350（18番人気）�� 86375（1番人気）�� 30524（10番人気）
3連複票数 計3338882 的中 ��� 54370（11番人気）
3連単票数 計4345171 的中 ��� 7880（110番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．5―12．5―12．2―11．8―12．6―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．1―41．6―53．8―1：05．6―1：18．2―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．2
1
3
9，4，8（3，13，15）1，7－14，2，16－6，5（10，12）－11
9，4－8（1，3，13）（2，15）（7，14）16－6（10，5）－11－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーイザヨイ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．17 函館1着

2016．2．24生 牡3黒鹿 母 シャルルヴォア 母母 フリーヴァケイション 10戦3勝 賞金 36，228，000円

22036 8月3日 晴 良 （1小倉2） 第3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

69 ペ ガ サ ス 牡3青鹿54 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 452＋ 41：46．6 8．4�
33 エイシンヨッシー 牡3栗 54 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 438－ 81：46．7� 36．9�
45 レクスミノル 牡3栗 54

51 ▲亀田 温心吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 41：46．8クビ 44．5�
11 シホノフォルテ 牡3鹿 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 516± 0 〃 クビ 1．8�
610� 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 460＋101：47．01	 185．1�
22 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 498＋ 41：47．21	 22．0	
58 メイショウオオヅツ 牡5鹿 57

54 ▲服部 寿希松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 508－ 61：47．41
 33．2

34 ブライトエンパイア 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440－ 81：47．5クビ 14．5�
712� ヴィーヴァマーレ 牡4青 57 小崎 綾也芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 原口牧場 468－ 21：47．71	 18．4�
813 ブ ン ゴ 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 512＋141：48．01� 33．6
711 ブルベアジネンジョ 牡4栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B462＋ 41：48．31
 59．0�
46 イ グ ナ ー ツ 牡3鹿 54 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 6 〃 ハナ 3．8�
814 サンライズチャージ 牡5鹿 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 510＋121：48．62 55．4�
57 スマートサーブル 牡3栗 54

53 ☆西村 淳也大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 前田ファーム 490－ 71：52．4大差 139．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，830，700円 複勝： 89，224，400円 枠連： 24，191，500円
馬連： 103，770，400円 馬単： 49，176，900円 ワイド： 71，237，300円
3連複： 153，107，100円 3連単： 236，201，000円 計： 776，739，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 440円 � 1，080円 � 1，520円 枠 連（3－6） 3，000円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 16，840円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 4，410円 �� 9，100円

3 連 複 ��� 80，630円 3 連 単 ��� 437，960円

票 数

単勝票数 計 498307 的中 � 47263（3番人気）
複勝票数 計 892244 的中 � 58117（3番人気）� 21237（7番人気）� 14682（10番人気）
枠連票数 計 241915 的中 （3－6） 6249（10番人気）
馬連票数 計1037704 的中 �� 8054（26番人気）
馬単票数 計 491769 的中 �� 2189（41番人気）
ワイド票数 計 712373 的中 �� 6913（26番人気）�� 4166（38番人気）�� 2002（61番人気）
3連複票数 計1531071 的中 ��� 1424（140番人気）
3連単票数 計2362010 的中 ��� 391（715番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―11．7―12．4―12．6―12．2―12．3―13．0―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．2―42．6―55．2―1：07．4―1：19．7―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペ ガ サ ス �
�
父 キモンノカシワ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2019．2．9 京都1着

2016．3．10生 牡3青鹿 母 ベルモントアイリス 母母 ホープフェアリー 5戦2勝 賞金 17，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートサーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3日まで平地競

走に出走できない。



（1小倉2）第3日 8月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

167，700，000円
2，590，000円
18，460，000円
1，340，000円
18，500，000円
69，164，500円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
446，024，600円
733，884，300円
185，146，800円
840，343，100円
397，148，500円
565，410，200円
1，205，025，100円
1，664，193，400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 6，037，176，000円

総入場人員 8，909名 （有料入場人員 7，752名）
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