
22085 8月18日 曇 稍重 （1小倉2） 第8日 第1競走 ��
��1，000�2歳未勝利

発走9時50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
57．7
57．7

重
重

55 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 470－ 4 58．6 4．7�
44 サウンドサンビーム 牡2黒鹿54 内田 博幸増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 468＋ 4 59．66 41．8�
811 フ ァ ル ー ク 牡2栗 54 松山 弘平林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 456± 0 59．81� 1．7�
79 グッドステージ 牡2鹿 54 川須 栄彦杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 494＋ 21：00．0� 13．9�
11 	 フラミンゴフライト 牝2芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

484－ 21：00．1� 10．4�
68 ミ コ ハ ー ン 牝2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 408± 01：00．31
 12．0�
67 ベッロコルサ 牡2鹿 54 北村 友一 	シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 416－ 21：00．61� 12．8

56 モウコフクソウ 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 460－ 21：00．91� 211．0�
33 ロックアビリティ 牡2鹿 54 水口 優也中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 490－ 4 〃 ハナ 146．0�
710 メイショウホルス 牡2芦 54

53 ☆西村 淳也松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 472－ 4 〃 クビ 25．7
22 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± 01：01．22 246．5�
812 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 448－ 61：01．51� 376．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，341，900円 複勝： 54，085，600円 枠連： 8，945，600円
馬連： 42，898，400円 馬単： 27，857，000円 ワイド： 33，830，500円
3連複： 66，830，200円 3連単： 106，145，300円 計： 370，934，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 450円 � 110円 枠 連（4－5） 7，780円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 11，900円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 180円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 38，450円

票 数

単勝票数 計 303419 的中 � 53054（2番人気）
複勝票数 計 540856 的中 � 63835（2番人気）� 9607（8番人気）� 332041（1番人気）
枠連票数 計 89456 的中 （4－5） 891（14番人気）
馬連票数 計 428984 的中 �� 4342（18番人気）
馬単票数 計 278570 的中 �� 1755（32番人気）
ワイド票数 計 338305 的中 �� 4396（20番人気）�� 64578（1番人気）�� 6610（16番人気）
3連複票数 計 668302 的中 ��� 12339（14番人気）
3連単票数 計1061453 的中 ��� 2001（109番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．3―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインガルーダ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バ ゴ デビュー 2019．8．3 小倉4着

2017．4．9生 牡2鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 2戦1勝 賞金 6，100，000円

22086 8月18日 曇 良 （1小倉2） 第8日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10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
1：07．8
1：07．8

良
良

810 メイショウベンガル 牡2芦 54 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 446± 01：09．4 1．5�
78 ソウルユニバンス 牡2黒鹿54 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 61：10．25 13．8�
77 タマモフェーム 牡2芦 54

51 ▲岩田 望来タマモ� 南井 克巳 新ひだか U・M・A 458－ 81：10．41 5．2�
33 ノーブルライガー 牡2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋101：10．72 9．0�
11 グランフェスタ 牡2黒鹿54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 424＋ 2 〃 ハナ 74．8�
44 メイショウカムロ 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 446＋ 8 〃 ハナ 9．8	
66 アイファーブルー 牡2栗 54 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 456＋ 61：11．23 30．2

55 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 446－ 21：11．41� 63．0�
22 ム ー ト 牡2黒鹿54 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 444＋101：12．04 76．0�
89 アイファーイエロー 牝2黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 376－ 61：12．95 280．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，375，000円 複勝： 73，408，700円 枠連： 7，259，900円
馬連： 34，683，900円 馬単： 28，357，100円 ワイド： 29，281，800円
3連複： 48，401，800円 3連単： 107，752，600円 計： 354，520，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 620円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 253750 的中 � 134592（1番人気）
複勝票数 計 734087 的中 � 557437（1番人気）� 22754（5番人気）� 50109（2番人気）
枠連票数 計 72599 的中 （7－8） 26620（1番人気）
馬連票数 計 346839 的中 �� 31866（4番人気）
馬単票数 計 283571 的中 �� 19074（5番人気）
ワイド票数 計 292818 的中 �� 19040（4番人気）�� 55922（1番人気）�� 9892（8番人気）
3連複票数 計 484018 的中 ��� 39390（4番人気）
3連単票数 計1077526 的中 ��� 23327（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベンガル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．27 小倉2着

2017．3．11生 牡2芦 母 キンショーオトヒメ 母母 サークルメモリー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーイエロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月18日まで平地

競走に出走できない。

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８日

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 7日第 6競走）
〔その他〕　　アイファープライス号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」・「３走成績による出走制限」の適用を除外。



22087 8月18日 曇 良 （1小倉2） 第8日 第3競走 ��
��2，600�3歳未勝利

発走10時55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
2：37．8
2：37．3

良
良

611 ヒラボクメルロー 牝3黒鹿54 小崎 綾也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 458＋ 22：43．8 16．2�
35 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＋102：44．22� 2．0�
612 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 476－ 42：44．3� 11．2�
48 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 B478＋ 6 〃 クビ 5．4�
23 アドマイヤコースト 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 22：44．61	 4．4	
713 サクセスクルーズ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 404－ 42：44．7クビ 123．1

47 ナムラシンゲキ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 木村牧場 534＋ 22：44．91
 22．9�
11 クライストチャーチ 牡3鹿 56 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 500＋ 42：45．22 46．9�
12 コルドゥーン 牡3青鹿56 藤懸 貴志西 浩明氏 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 460＋262：45．3� 134．7
36 ハーバーコメット 牝3芦 54 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 476＋ 62：45．93� 245．7�
714 キタサンハイドン 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也�大野商事 清水 久詞 千歳 社台ファーム 500－ 82：46．85 17．8�
24 サイモンノツバサ 牡3栗 56 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 530＋ 42：47．22� 383．3�
816� サトノナレッジ 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英 Rabbah Blood-

stock Limited 510± 0 〃 ハナ 19．6�
510 ピ エ ナ モ ネ 牡3鹿 56 中井 裕二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 476＋ 22：47．4	 109．8�
815 ゼットセントラル �3黒鹿56 岩崎 翼高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 478－ 82：49．2大差 120．0�
59 レイザーズエッジ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 B476± 02：52．3大差 263．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，332，200円 複勝： 24，685，000円 枠連： 10，323，900円
馬連： 40，866，900円 馬単： 19，995，900円 ワイド： 30，617，200円
3連複： 63，494，900円 3連単： 72，750，000円 計： 285，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 240円 � 130円 � 270円 枠 連（3－6） 620円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，550円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 34，290円

票 数

単勝票数 計 223322 的中 � 11021（5番人気）
複勝票数 計 246850 的中 � 21534（4番人気）� 69603（1番人気）� 18520（5番人気）
枠連票数 計 103239 的中 （3－6） 12805（3番人気）
馬連票数 計 408669 的中 �� 21017（5番人気）
馬単票数 計 199959 的中 �� 3432（14番人気）
ワイド票数 計 306172 的中 �� 16331（4番人気）�� 4684（18番人気）�� 17116（3番人気）
3連複票数 計 634949 的中 ��� 12030（13番人気）
3連単票数 計 727500 的中 ��� 1538（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．5―37．5―50．8―1：03．5―1：16．2―1：29．7―1：42．4―1：54．6―2：06．5―2：18．7―2：30．9

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクメルロー �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．6．1 阪神5着

2016．2．23生 牝3黒鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 4戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼットセントラル号・レイザーズエッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

9月18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〕 レイザーズエッジ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月18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） 4頭 キービジュアル号・ドゥオンフルール号・ランドリュウオー号・リスト号
（非抽選馬） 1頭 ナナカマドカ号

22088 8月18日 曇 稍重 （1小倉2） 第8日 第4競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走11時25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

59 マンノグランプリ 牡3鹿 56 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B504－121：47．3 34．3�
816 プラネットアース 牡3鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 464＋ 4 〃 クビ 2．7�
48 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 492± 0 〃 クビ 7．5�
11 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 502＋ 41：47．5� 4．6�
24 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 450＋ 21：47．82 17．2�
23 ブルベアペスカ 牡3栗 56 小牧 太 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 480＋ 4 〃 ハナ 18．6	
714 マッシヴレジェンド 牡3栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 468＋ 61：47．9� 69．4

713 イマジンラヴ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 480－ 81：48．0クビ 72．0�
612� ルリアンフォール 牝3栗 54 大野 拓弥前田 幸治氏 松永 幹夫 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

458＋141：48．21	 217．0�
47 ムーンオブバローダ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来 社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム B478－121：48．3クビ 12．6�
12 レッドスプリンガー 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 554± 0 〃 クビ 5．7�
510 ロックスピリット 牡3鹿 56 内田 博幸岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 B488＋ 81：49．78 38．0�
36 フィッツロイシチー 牡3鹿 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 B532± 01：50．55 17．8�
611 キャラメルムーン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 476－ 21：51．24 170．9�
815 モズナリマツ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 谷川牧場 494－111：52．05 273．1�
35 サンレイブランコ 牡3鹿 56 藤懸 貴志永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 今 牧場 472－ 8 （競走中止） 76．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，591，100円 複勝： 40，137，000円 枠連： 17，729，300円
馬連： 50，782，700円 馬単： 23，621，500円 ワイド： 41，129，800円
3連複： 84，250，900円 3連単： 92，459，100円 計： 377，701，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 790円 � 160円 � 260円 枠 連（5－8） 2，770円

馬 連 �� 6，660円 馬 単 �� 18，090円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 3，870円 �� 590円

3 連 複 ��� 14，480円 3 連 単 ��� 134，330円

票 数

単勝票数 計 275911 的中 � 6417（9番人気）
複勝票数 計 401370 的中 � 10057（9番人気）� 82424（2番人気）� 39606（4番人気）
枠連票数 計 177293 的中 （5－8） 4953（10番人気）
馬連票数 計 507827 的中 �� 5902（23番人気）
馬単票数 計 236215 的中 �� 979（54番人気）
ワイド票数 計 411298 的中 �� 4157（25番人気）�� 2621（36番人気）�� 19244（5番人気）
3連複票数 計 842509 的中 ��� 4362（46番人気）
3連単票数 計 924591 的中 ��� 499（374番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．7―55．3―1：08．0―1：20．8―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
6，7，8（1，2，16）10（3，11）（13，14）5（4，15）－（12，9）・（6，7）8（1，16）（2，9）3（10，11，4）（13，14）12，15，5

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

勝馬の
紹 介

マンノグランプリ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2018．7．29 札幌11着

2016．4．9生 牡3鹿 母 マンノヴィクトリア 母母 マ リ エ ン マ 10戦1勝 賞金 10，050，000円
〔競走中止〕 サンレイブランコ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 マンノグランプリ号の騎手菱田裕二は，決勝線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：1番）

プラネットアース号の騎手浜中俊は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アポロナッシュビル号・ハイロードシチー号・フェブタイズ号



22089 8月18日 曇 良 （1小倉2） 第8日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時15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
1：46．9
1：45．6

良
良

59 シャンドフルール 牝2黒鹿54 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510 ―1：52．1 2．7�

11 ヴ ァ ル コ ス 牡2鹿 54 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480 ―1：52．2� 4．0�
24 ミッキーローズ 牝2黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 408 ―1：52．41� 6．8�
815 ライトウォーリア 牡2鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466 ―1：52．5� 17．1�
714 ミレニアムクロス 牡2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488 ―1：52．6クビ 5．1�
713 サンライズミリオン 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 520 ― 〃 クビ 30．7	
12 ピエナボヘミアン 牡2芦 54 柴田 未崎本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 520 ―1：52．7クビ 302．4

510 ネイプルスイエロー 牡2青 54 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：52．91� 87．8�
612 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 478 ―1：53．11� 42．3�
611 メイケイスピリッツ 牡2鹿 54 松山 弘平名古屋競馬 武 英智 千歳 社台ファーム 466 ―1：53．2クビ 60．9�
23 マ ス カ テ ル 牡2鹿 54

53 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 480 ―1：53．62� 28．9�
48 マルヨシズト 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来野村 春行氏 梅田 智之 日高 前野牧場 456 ―1：53．7� 52．0�
36 ナリタアレス 牡2黒鹿54 太宰 啓介オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 470 ―1：53．91� 42．7�
47 シャイニーフック 牝2青鹿54 菱田 裕二兼松 康太氏 池添 学 日高 千葉飯田牧場 482 ―1：54．11� 188．0�
816 ナムラタイガー 牡2鹿 54 岩崎 翼奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 500 ―1：55．16 338．5�
35 ニューリリース 牡2栗 54 秋山真一郎江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 小島牧場 478 ―1：56．48 129．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，454，100円 複勝： 38，265，600円 枠連： 13，062，200円
馬連： 50，205，500円 馬単： 26，452，200円 ワイド： 36，473，000円
3連複： 71，813，500円 3連単： 85，573，600円 計： 357，299，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 270円 �� 410円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 354541 的中 � 106817（1番人気）
複勝票数 計 382656 的中 � 82788（1番人気）� 81114（2番人気）� 45723（4番人気）
枠連票数 計 130622 的中 （1－5） 16451（1番人気）
馬連票数 計 502055 的中 �� 65328（1番人気）
馬単票数 計 264522 的中 �� 20592（1番人気）
ワイド票数 計 364730 的中 �� 36637（1番人気）�� 21996（4番人気）�� 20428（5番人気）
3連複票数 計 718135 的中 ��� 44868（2番人気）
3連単票数 計 855736 的中 ��� 16223（4番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．4―13．0―12．6―12．0―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．4―51．4―1：04．0―1：16．0―1：28．1―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャンドフルール �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Gone West 初出走

2017．3．6生 牝2黒鹿 母 バイコースタル 母母 Ocean Queen 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イチザサンデー号

22090 8月18日 曇 良 （1小倉2） 第8日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時45分 （芝・右）

牝；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

710 メメントモリ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 460 ―1：10．0 4．0�
55 カリオストロ 牝2鹿 54 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 450 ―1：10．1� 18．5�
812 ゼットグローリ 牝2青 54 幸 英明�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：10．42 5．4�
811 パリスデージー 牝2黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432 ―1：10．71� 2．8�
44 フェールアシュバル 牝2栗 54 松若 風馬�日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 468 ―1：10．8� 20．5	
68 リリークラスター 牝2鹿 54 浜中 俊会田 浩史氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 440 ―1：11．43� 15．7

22 シンフェイス 牝2青鹿54 秋山真一郎佐々木 勉氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 456 ― 〃 クビ 7．6�
67 オメガラヴェリテ 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新原 �子氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 390 ―1：11．61� 27．7�

11 カ ン ゼ オ ン 牝2黒鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 426 ―1：11．7� 223．0
33 マサハヤアン 牝2鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454 ―1：12．55 21．8�
56 ハナノルージュ 牝2鹿 54 大野 拓弥華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 428 ―1：13．03 99．8�
79 フシミパオラー 牝2青鹿 54

51 ▲亀田 温心小林 祐介氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 386 ―1：13．74 105．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，240，100円 複勝： 27，954，000円 枠連： 10，628，400円
馬連： 43，087，200円 馬単： 20，926，300円 ワイド： 29，433，100円
3連複： 55，710，900円 3連単： 73，877，100円 計： 288，857，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 390円 � 160円 枠 連（5－7） 2，970円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 360円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 29，570円

票 数

単勝票数 計 272401 的中 � 57034（2番人気）
複勝票数 計 279540 的中 � 50104（3番人気）� 13877（6番人気）� 51496（2番人気）
枠連票数 計 106284 的中 （5－7） 2770（11番人気）
馬連票数 計 430872 的中 �� 8307（15番人気）
馬単票数 計 209263 的中 �� 2810（20番人気）
ワイド票数 計 294331 的中 �� 6144（13番人気）�� 23674（3番人気）�� 4691（21番人気）
3連複票数 計 557109 的中 ��� 7281（21番人気）
3連単票数 計 738771 的中 ��� 1811（92番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メメントモリ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Invincible Spirit 初出走

2017．3．31生 牝2鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 1戦1勝 賞金 7，000，000円



22091 8月18日 曇 良 （1小倉2） 第8日 第7競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走13時15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

715 サンキューユウガ 牡3青鹿56 松山 弘平田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 504± 01：09．1 2．9�
611 ラッキーバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 420＋ 2 〃 クビ 6．2�
510� パーティナシティ 牡3鹿 56 武 豊ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

490－ 61：09．41� 9．1�
818 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 480－ 21：09．61� 252．5�
612 ウェーブクリスタル 牝3黒鹿54 秋山真一郎万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 406± 01：09．7
 3．4�
713 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 466－ 41：09．8クビ 22．1�

48 マックスブロケイド 牝3鹿 54 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 438－ 61：10．01� 30．2	
817 マ ル キ ー ズ 牝3栃栗54 内田 博幸 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 452＋ 2 〃 クビ 88．0�
714 ブルベアリーノ 牡3栗 56 幸 英明 
ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 466＋ 61：10．31� 188．0�
12 ルミエールソレイユ 牝3栗 54 和田 竜二岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 6 〃 アタマ 11．0
35 シゲルトラメイシ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 ラツキー牧場 440± 0 〃 アタマ 345．7�
11 クールリアル 牡3鹿 56 松若 風馬川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 466＋ 21：10．4クビ 79．9�
23 レイナブローニュ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来山本又一郎氏 斉藤 崇史 新冠 秋田牧場 458＋ 81：10．5
 10．9�
24 ピエナキャプテン 牡3芦 56 高田 潤本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 462＋ 21：10．71� 237．7�
36 アストライア 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B424＋ 41：11．33� 31．4�
47 チーキーキュート 牝3栗 54 	島 良太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 410＋ 21：11．61
 263．2�
816� ファイナルドリーム 牝3黒鹿54 太宰 啓介 DMMドリームクラブ
 奥村 豊 英 Grangecon

Stud 500＋ 61：11．91
 46．1�
（17頭）

59 ダンシングプリンス 牡3鹿 56 北村 友一吉田 千津氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 508 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，165，100円 複勝： 52，608，100円 枠連： 20，094，400円
馬連： 67，154，800円 馬単： 29，570，100円 ワイド： 48，944，400円
3連複： 96，539，900円 3連単： 106，973，100円 計： 460，049，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 190円 � 240円 枠 連（6－7） 380円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 430円 �� 660円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 8，330円

票 数

単勝票数 差引計 381651（返還計 14237） 的中 � 102818（1番人気）
複勝票数 差引計 526081（返還計 17406） 的中 � 105177（2番人気）� 72009（3番人気）� 49707（5番人気）
枠連票数 差引計 200944（返還計 1563） 的中 （6－7） 40533（1番人気）
馬連票数 差引計 671548（返還計 48530） 的中 �� 50614（3番人気）
馬単票数 差引計 295701（返還計 21076） 的中 �� 15012（3番人気）
ワイド票数 差引計 489444（返還計 37655） 的中 �� 30527（3番人気）�� 18903（5番人気）�� 13138（10番人気）
3連複票数 差引計 965399（返還計116262） 的中 ��� 26480（6番人気）
3連単票数 差引計1069731（返還計130895） 的中 ��� 9303（12番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキューユウガ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．7．27 小倉5着

2016．3．9生 牡3青鹿 母 マイネアンティーク 母母 スターアルファ 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 ダンシングプリンス号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 シゲルトラメイシ号・チーキーキュート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月18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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 グレーフィンソニア号・トウケイココノエ号・ロングファイナリー号

22092 8月18日 曇 稍重 （1小倉2） 第8日 第8競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時45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

34 ファビュラスギフト 牝3鹿 52
49 ▲斎藤 新 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 454＋ 8 58．4 3．1�

58 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＋ 6 58．61� 12．4�

11 	 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 506＋ 4 58．81� 9．0�
610 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 59．11� 12．0�
69 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 452± 0 59．2� 5．2�
22 リトルウィッチ 牝3鹿 52 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 424＋20 〃 アタマ 3．3	
711 ジューンステータス 牡3青鹿 54

53 ☆西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 488＋ 4 59．3クビ 38．0

813 メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 480＋ 2 59．4� 22．8�
46 エイシンノホシ 牝3鹿 52 浜中 俊�栄進堂 高橋 康之 浦河 栄進牧場 472－ 2 59．61� 18．3�
814 アテンフラワー 牝4青鹿55 小崎 綾也河村 平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 474＋ 2 〃 クビ 144．1�
712 ホウロクダマ 牡5鹿 57

56 ☆森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 536－14 〃 ハナ 53．3�

57  マラビージャ 牡4鹿 57 藤井勘一郎古賀 慎一氏 村山 明 新ひだか 村上牧場 B452＋20 〃 アタマ 190．6�
45 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 452－141：00．34 139．2�
33  アイファーブレーヴ 牡4黒鹿57 水口 優也中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 470＋ 41：00．51� 324．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，701，200円 複勝： 43，002，400円 枠連： 15，119，500円
馬連： 66，061，500円 馬単： 30，504，500円 ワイド： 43，974，700円
3連複： 92，241，200円 3連単： 120，024，000円 計： 445，629，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 240円 � 210円 枠 連（3－5） 1，800円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 630円 �� 520円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 18，930円

票 数

単勝票数 計 347012 的中 � 87983（1番人気）
複勝票数 計 430024 的中 � 82043（1番人気）� 40870（5番人気）� 50908（4番人気）
枠連票数 計 151195 的中 （3－5） 6496（7番人気）
馬連票数 計 660615 的中 �� 29676（5番人気）
馬単票数 計 305045 的中 �� 8820（7番人気）
ワイド票数 計 439747 的中 �� 18219（6番人気）�� 22534（4番人気）�� 8759（16番人気）
3連複票数 計 922412 的中 ��� 17107（13番人気）
3連単票数 計1200240 的中 ��� 4596（54番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．8―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファビュラスギフト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．6．2 阪神4着

2016．2．21生 牝3鹿 母 ファビュラスセンス 母母 ファビラスターン 12戦2勝 賞金 19，900，000円



22093 8月18日 曇 稍重 （1小倉2） 第8日 第9競走 ��
��1，700�

あ ま く さ

天 草 特 別
発走14時15分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．8．18以降1．8．11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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

48 タガノファジョーロ 牡3鹿 53 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B444－ 21：45．2 7．1�

47 ゲンパチルシファー 牡3鹿 53 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 490＋10 〃 ハナ 14．0�
611 ゴールドラグーン 牡3栗 53 松山 弘平吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 486－13 〃 クビ 7．8�
714 カ ム カ ム 牡5鹿 54 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 480＋161：45．3� 90．9�
36 サンマルエンパイア 牡5鹿 54 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 462－ 41：45．61� 82．3�
11 グレースゼット 牝3芦 51 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 510＋ 81：45．7	 2．9	
59 キコクイーン 牝3青 51 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 424－ 21：45．8	 29．4

23 アスターソード 牡4鹿 54 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 452＋ 6 〃 ハナ 47．7�
35 スズカスマート 牝5鹿 53 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 492± 0 〃 ハナ 5．7�
510
 リュウシンベガス 牡5黒鹿53 小牧 太桑畑 信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 506＋141：46．01� 89．0�
24 イナズママンボ 牝5鹿 50 西村 淳也小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B468＋ 31：46．63	 59．4�
815 アスターストーリー 牝5鹿 53 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 460＋ 21：46．7クビ 25．6�
816 ブリーズスズカ 牡6青鹿54 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466＋ 41：46．8	 35．5�
612 ジャストコーズ �6青鹿54 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 41：47．12 53．3�
12  ベストマイウェイ 牡4鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

532＋ 41：48．05 12．2�
713 レディバード 牝4鹿 52 北村 友一吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 （競走中止） 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，676，600円 複勝： 61，875，700円 枠連： 25，773，300円
馬連： 99，268，400円 馬単： 39，956，000円 ワイド： 68，382，700円
3連複： 151，489，300円 3連単： 167，544，900円 計： 656，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 360円 � 290円 枠 連（4－4） 3，410円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，220円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 8，610円 3 連 単 ��� 47，280円

票 数

単勝票数 計 426766 的中 � 47901（3番人気）
複勝票数 計 618757 的中 � 79231（3番人気）� 41472（6番人気）� 56003（4番人気）
枠連票数 計 257733 的中 （4－4） 5849（16番人気）
馬連票数 計 992684 的中 �� 23754（13番人気）
馬単票数 計 399560 的中 �� 5495（20番人気）
ワイド票数 計 683827 的中 �� 17413（8番人気）�� 14373（14番人気）�� 11903（18番人気）
3連複票数 計1514893 的中 ��� 13191（25番人気）
3連単票数 計1675449 的中 ��� 2569（130番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．6―12．8―12．5―12．2―12．4―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．3―42．1―54．6―1：06．8―1：19．2―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノファジョーロ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．9．17 阪神4着

2016．4．4生 牡3鹿 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 9戦3勝 賞金 30，250，000円
〔競走中止〕 レディバード号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 コカボムクイーン号・コンクエストシチー号・サンキュー号・スズカマサル号・スナークライデン号・

ダンツカホウ号・トキメキジュピター号・ナムラキヌ号

22094 8月18日 曇 良 （1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，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

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

11 タガノアスワド 牝5黒鹿55 西村 淳也八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508－101：47．5 12．2�

810 アンドラステ 牝3黒鹿52 和田 竜二 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 41：47．71� 1．7�

22 リリーモントルー 牡5鹿 57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 430－ 81：48．76 17．2�
78 ゴータイミング 牡3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446－ 21：48．8クビ 2．5�
66 	 スズカマサル 牡6鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 448－ 41：49．43� 103．4	
55 インターセクション 牡4栗 57 浜中 俊ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 21：49．71
 12．3

33 エイシンスレイマン 牡5鹿 57 幸 英明�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 476－ 21：50．02 19．6�
44 	 トニーファイブ �4黒鹿57 藤井勘一郎トニー倶楽部 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 442＋101：50．32 298．8�
77 カ カ ア コ 牝5栗 55 小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 476－ 61：50．51� 293．3
89 フィールインラヴ 牡4黒鹿57 田中 健大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 442－ 41：50．92� 130．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，275，700円 複勝： 56，687，700円 枠連： 14，256，200円
馬連： 99，101，300円 馬単： 56，964，800円 ワイド： 48，535，700円
3連複： 116，987，600円 3連単： 277，263，000円 計： 719，072，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 270円 � 110円 � 280円 枠 連（1－8） 840円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，140円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 23，250円

票 数

単勝票数 計 492757 的中 � 32256（3番人気）
複勝票数 計 566877 的中 � 34902（4番人気）� 248492（1番人気）� 32787（6番人気）
枠連票数 計 142562 的中 （1－8） 13094（2番人気）
馬連票数 計 991013 的中 �� 86797（2番人気）
馬単票数 計 569648 的中 �� 11527（12番人気）
ワイド票数 計 485357 的中 �� 32753（4番人気）�� 10039（14番人気）�� 28067（5番人気）
3連複票数 計1169876 的中 ��� 31584（11番人気）
3連単票数 計2772630 的中 ��� 8645（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．6―49．8―1：01．7―1：12．9―1：24．2―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノアスワド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2017．1．16 中京1着

2014．3．28生 牝5黒鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 14戦4勝 賞金 59，363，000円
※スズカマサル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22095 8月18日 曇 良 （1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54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，30．8．18以降1．8．11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 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

816 ダイメイプリンセス 牝6黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500＋ 41：08．2 30．8�
35 ディアンドル 牝3黒鹿52 北村 友一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 486－ 41：08．41 5．5�
611 ア ン ヴ ァ ル 牝4鹿 54 藤岡 康太 �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 474＋ 4 〃 クビ 8．1�
713� モズスーパーフレア 牝4栗 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 506＋261：08．5クビ 5．4�
818 ミラアイトーン 牡5青鹿56．5 浜中 俊島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 540＋ 8 〃 クビ 3．2

23 アレスバローズ 牡7黒鹿57．5 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 492－ 41：08．6� 11．5�
817 カラクレナイ 牝5栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 ハナ 24．2�
12 クインズサリナ 牝5黒鹿51 西村 淳也亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 460－ 2 〃 ハナ 44．8
510 エントリーチケット 牝5栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：08．8	 100．4�
24 イエローマリンバ 牝4青鹿53 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 442＋ 41：08．9	 66．5�
715� シャドウノエル 牝4黒鹿52 内田 博幸飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 466± 0 〃 ハナ 33．4�
59 キングハート 牡6鹿 56 小崎 綾也増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 494± 01：09．0クビ 244．6�
612 ディープダイバー 牡3黒鹿53 和田 竜二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 452＋ 4 〃 クビ 21．4�
48 ファンタジスト 牡3黒鹿54 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 482± 01：09．1	 7．0�
11 ラインスピリット 牡8黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 21：09．2クビ 178．9�
47 ラインシュナイダー 牡7鹿 55 藤井勘一郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 474± 01：09．41 421．6�
36 ラブカンプー 牝4黒鹿53 川須 栄彦増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 434＋101：09．61
 85．4�
714 ナインテイルズ 牡8栗 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 484＋ 2 〃 クビ 229．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 182，660，500円 複勝： 238，006，600円 枠連： 107，186，400円
馬連： 569，147，300円 馬単： 210，040，800円 ワイド： 335，326，800円
3連複： 1，090，599，600円 3連単： 1，392，905，600円 計： 4，125，873，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，080円 複 勝 � 610円 � 210円 � 250円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 8，810円 馬 単 �� 22，790円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 1，810円 �� 810円

3 連 複 ��� 14，490円 3 連 単 ��� 117，900円

票 数

単勝票数 計1826605 的中 � 47349（9番人気）
複勝票数 計2380066 的中 � 84571（9番人気）� 345298（2番人気）� 256458（3番人気）
枠連票数 計1071864 的中 （3－8） 107110（2番人気）
馬連票数 計5691473 的中 �� 50016（31番人気）
馬単票数 計2100408 的中 �� 6912（72番人気）
ワイド票数 計3353268 的中 �� 32922（31番人気）�� 47069（20番人気）�� 110845（5番人気）
3連複票数 計10905996 的中 ��� 56425（46番人気）
3連単票数 計13929056 的中 ��� 8565（369番人気）

ハロンタイム 11．5―10．1―11．1―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．6―32．7―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイプリンセス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．11．7 京都9着

2013．4．9生 牝6黒鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 29戦7勝 賞金 198，735，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エイシンデネブ号・タマモブリリアン号・メイソンジュニア号

22096 8月18日 曇 良 （1小倉2） 第8日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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

46 シ ー リ ア 牝4青鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462－ 21：48．8 6．9�
69 ビックピクチャー 牝3鹿 52

49 ▲岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 418＋ 41：48．9� 2．7�
45 � ブルーメンクローネ 牝4鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498＋161：49．11� 2．7�
814 アスタービーナス 牝4鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 416－101：49．31 16．5�
58 ジャストマリッジ 牝3栗 52

51 ☆西村 淳也 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 420± 0 〃 ハナ 20．9	
11 ブリリアントリリー 牝4鹿 55

54 ☆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 478＋ 41：49．4� 22．9


34 サマーセント 牝3黒鹿52 武 豊ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 81：49．61� 9．9�

610 レディーキティ 牝4鹿 55 藤井勘一郎廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 414－ 2 〃 アタマ 88．4�
711 フェータルイヴ 牝3黒鹿52 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 213．3
712 オーシャンスケイプ 牝3黒鹿52 大野 拓弥 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 414＋ 61：49．8	 45．7�
33 プリヴェット 牝4鹿 55 藤岡 康太下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 486＋ 21：50．33 29．8�
57 アドマイヤクィーン 牝4鹿 55 松山 弘平近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 29．6�
813 タムロドリーム 牝3鹿 52

49 ▲亀田 温心谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 B472＋ 21：50．4� 134．8�
22 バ ッ カ ー ノ 牝3栗 52 秋山真一郎泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 458－ 61：54．3大差 149．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，148，500円 複勝： 72，137，600円 枠連： 33，977，500円
馬連： 143，707，700円 馬単： 60，721，100円 ワイド： 86，742，500円
3連複： 204，769，700円 3連単： 285，197，400円 計： 946，402，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（4－6） 310円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 310円 �� 360円 �� 210円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 591485 的中 � 68354（3番人気）
複勝票数 計 721376 的中 � 98039（3番人気）� 184216（1番人気）� 152839（2番人気）
枠連票数 計 339775 的中 （4－6） 84034（1番人気）
馬連票数 計1437077 的中 �� 109870（3番人気）
馬単票数 計 607211 的中 �� 18009（9番人気）
ワイド票数 計 867425 的中 �� 67085（2番人気）�� 55926（3番人気）�� 116511（1番人気）
3連複票数 計2047697 的中 ��� 176559（1番人気）
3連単票数 計2851974 的中 ��� 27922（11番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．6―12．7―11．9―12．0―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．7―49．4―1：01．3―1：13．3―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ー リ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．11．12 京都2着

2015．3．17生 牝4青鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 8戦2勝 賞金 20，350，000円
〔制裁〕 アドマイヤクィーン号の騎手松山弘平は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。

（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バッカーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月18日まで平地競走に

出走できない。
※バッカーノ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（1小倉2）第8日 8月18日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

234，850，000円
2，590，000円
23，130，000円
1，720，000円
27，790，000円
71，520，500円
4，752，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
574，962，000円
782，854，000円
284，356，600円
1，306，965，600円
574，967，300円
832，672，200円
2，143，129，500円
2，888，465，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，388，372，900円

総入場人員 16，244名 （有料入場人員 14，525名）
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