
22097 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50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
1：07．8
1：07．8

良
良

811 ミーアシャム 牝2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 444－ 21：09．3 1．9�
810 マイレリーフ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 410－ 61：09．4� 5．7�
22 メイショウユリシス 牝2黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 464± 01：09．61� 15．7�
55 オークレイコート 牝2栗 54 中谷 雄太 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 438－ 4 〃 ハナ 4．8�
78 グレースオブナイル 牝2鹿 54 松若 風馬 	グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 422－12 〃 クビ 21．3

33 ハルハアケボノ 牝2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 446－ 41：10．02� 19．2�
66 アマノエリザベート 牝2栗 54 幸 英明中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 462－ 8 〃 クビ 18．7�
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 418－ 8 〃 アタマ 235．6
79 ミヤコシスター 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 466－121：10．1� 14．7�
44 ノブフランクリン 牝2鹿 54 高田 潤前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 414＋ 61：10．52� 259．4�
67 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 382－ 41：11．24 329．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，602，900円 複勝： 46，069，300円 枠連： 7，908，000円
馬連： 37，922，100円 馬単： 22，063，800円 ワイド： 31，347，900円
3連複： 56，641，300円 3連単： 84，605，900円 計： 310，161，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 290円 枠 連（8－8） 470円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 220円 �� 530円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 236029 的中 � 101788（1番人気）
複勝票数 計 460693 的中 � 231740（1番人気）� 55757（3番人気）� 19097（6番人気）
枠連票数 計 79080 的中 （8－8） 12812（2番人気）
馬連票数 計 379221 的中 �� 63281（2番人気）
馬単票数 計 220638 的中 �� 25904（1番人気）
ワイド票数 計 313479 的中 �� 42603（2番人気）�� 14120（6番人気）�� 9018（10番人気）
3連複票数 計 566413 的中 ��� 24485（6番人気）
3連単票数 計 846059 的中 ��� 11775（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミーアシャム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Out of Place デビュー 2019．6．8 阪神3着

2017．2．23生 牝2鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 3戦1勝 賞金 8，800，000円

22098 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10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
1：46．9
1：45．6

良
良

33 ク リ ス テ ィ 牝2芦 54 福永 祐一薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ
アーム 466＋ 21：49．5 1．7�

66 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 496＋ 61：50．03 6．3�
22 ヴァイスリヒト 牡2栗 54 北村 友一�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 4 〃 クビ 6．5�
77 サウンドロマン 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来増田 雄一氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 488＋10 〃 クビ 8．3�
89 ヴ ィ サ ル ガ 牡2黒鹿54 和田 竜二吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 472－ 81：50．42� 31．7�
55 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 522＋ 41：50．61 222．8	
11 メイショウカミング 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 456－ 41：50．81� 40．8

88 ル ヴ ァ ン 牡2鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454－ 21：50．9� 11．6�
44 ヴ ァ ー ユ 牡2鹿 54 松山 弘平野嶋 祥二氏 森 秀行 新冠 新冠橋本牧場 490－ 81：51．75 38．2
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売 得 金
単勝： 25，384，100円 複勝： 88，025，700円 枠連： 5，581，200円
馬連： 33，303，700円 馬単： 23，099，400円 ワイド： 28，103，900円
3連複： 43，827，000円 3連単： 92，918，700円 計： 340，243，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（3－6） 390円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 160円 �� 170円 �� 410円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，620円

票 数

単勝票数 計 253841 的中 � 125522（1番人気）
複勝票数 計 880257 的中 � 634743（1番人気）� 70834（2番人気）� 52974（3番人気）
枠連票数 計 55812 的中 （3－6） 10922（1番人気）
馬連票数 計 333037 的中 �� 66219（1番人気）
馬単票数 計 230994 的中 �� 32355（1番人気）
ワイド票数 計 281039 的中 �� 49405（1番人気）�� 44766（2番人気）�� 13454（6番人気）
3連複票数 計 438270 的中 ��� 52297（2番人気）
3連単票数 計 929187 的中 ��� 41385（2番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．0―12．5―12．3―12．4―11．7―11．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．4―49．9―1：02．2―1：14．6―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3
・（4，8）（1，5，9）（3，7）2－6・（4，8）（9，7）（1，5）3（6，2）

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

勝馬の
紹 介

ク リ ス テ ィ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 中京2着

2017．4．7生 牝2芦 母 ホワイトアルバム 母母 マッキーロイヤル 2戦1勝 賞金 7，800，000円

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９日



22099 8月24日 曇 稍重 （1小倉2） 第9日 第3競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走10時45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

11 ストームガスト 牡3黒鹿56 松山 弘平�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 462－ 2 58．5 4．8�
34 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 456± 0 58．92� 4．1�
69 ガールズロック 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来�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 444＋12 59．21� 13．8�

610	 ストームハート 牝3黒鹿54 福永 祐一広尾レース� 野中 賢二 米 Pomerol P
& Y Ltd 498± 0 59．41� 8．2�

33 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 448－ 2 59．5� 3．6�
711 メイショウワカタケ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 448－12 59．92 79．0	
45 オールマイト 牡3鹿 56 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 482＋ 8 〃 クビ 155．2

58 メモリーバリケード 牝3青鹿54 藤岡 佑介�シンザンクラブ 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 400＋ 2 〃 ハナ 60．8�
712 グローバルステップ 牡3青鹿56 酒井 学吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468－ 4 〃 クビ 73．9�
814 ク リ ー 牡3鹿 56 幸 英明サン 安達 昭夫 日高 滝本 健二 468＋ 21：00．0� 4．2
57 モズファヴォリート 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 518± 01：00．31� 84．2�
22 テーオースパーク 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠 パカパカ
ファーム B426－ 31：00．51� 318．2�

46 ラテントパワーズ 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 新ひだか 前谷 武志 520＋101：00．81� 62．4�
813 エイシントロイ 牝3鹿 54 松若 風馬�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 412－101：01．11� 100．9�
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売 得 金
単勝： 27，169，500円 複勝： 36，043，500円 枠連： 11，639，800円
馬連： 45，527，900円 馬単： 23，323，300円 ワイド： 33，062，900円
3連複： 68，380，200円 3連単： 81，293，800円 計： 326，440，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 150円 � 270円 枠 連（1－3） 590円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，170円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 16，920円

票 数

単勝票数 計 271695 的中 � 45278（4番人気）
複勝票数 計 360435 的中 � 51528（4番人気）� 74452（2番人気）� 28152（6番人気）
枠連票数 計 116398 的中 （1－3） 15288（3番人気）
馬連票数 計 455279 的中 �� 30065（6番人気）
馬単票数 計 233233 的中 �� 7902（9番人気）
ワイド票数 計 330629 的中 �� 18632（6番人気）�� 6906（15番人気）�� 12212（7番人気）
3連複票数 計 683802 的中 ��� 13547（14番人気）
3連単票数 計 812938 的中 ��� 3483（55番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．5―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストームガスト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2019．5．26 京都6着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 ラ シ ー ク 母母 ディペンドオンユー 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔3走成績による出走制限〕 テーオースパーク号・エイシントロイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月24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。
（非抽選馬） 1頭 スマートアクシス号

22100 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11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
1：56．9
1：56．1

良
良

12 ゴ ー ス ト �3芦 56 松山 弘平西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：00．7 5．0�
24 ロ ー ザ ン ヌ 牝3栗 54 酒井 学山本 英俊氏 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 468－ 22：01．23 23．3�
48 ランドリュウオー 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 438－ 42：01．3� 12．6�
818 ナチュラルスタイル 牝3鹿 54 松若 風馬中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 394－122：01．51	 78．9�
36 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 470－ 4 〃 クビ 7．7�
510 オノーレペスカ 牝3青 54 藤岡 佑介ユーモード 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 426± 02：01．71	 92．5�
817 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 512＋ 22：01．91 19．5

715 ケルンキングダム �3鹿 56

53 ▲岩田 望来谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 430＋ 82：02．0
 19．4�

11 クリノオオクニヌシ 牡3黒鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 460－ 6 〃 アタマ 18．8�
612 リ ス ト 牡3青鹿56 藤岡 康太吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B494± 0 〃 ハナ 71．0
59 ル デ ュ ッ ク 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：02．1クビ 3．4�
35 ダブルクラッチ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 62：02．2� 35．9�
611 シャドウアロング 牡3鹿 56 福永 祐一飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 ハナ 4．3�
23 ニホンピロターナー 牡3栗 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 478－ 4 〃 クビ 75．7�
714 スズカコンパス 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 428－ 22：02．41� 335．7�
47 ヤマカツマッハ 牡3黒鹿56 幸 英明山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 498－ 42：02．61	 25．0�
816 メイショウドウダン 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 436＋ 42：04．19 353．7�
713 タマモパスクワ 牡3鹿 56 中井 裕二タマモ	 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 484＋102：06．6大差 414．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，880，800円 複勝： 34，013，000円 枠連： 11，377，500円
馬連： 43，851，600円 馬単： 22，365，400円 ワイド： 36，581，400円
3連複： 69，256，300円 3連単： 72，801，900円 計： 314，127，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 630円 � 380円 枠 連（1－2） 3，080円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 8，120円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，360円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 17，350円 3 連 単 ��� 84，450円

票 数

単勝票数 計 238808 的中 � 37496（3番人気）
複勝票数 計 340130 的中 � 61374（2番人気）� 11746（10番人気）� 21395（5番人気）
枠連票数 計 113775 的中 （1－2） 2859（14番人気）
馬連票数 計 438516 的中 �� 7829（15番人気）
馬単票数 計 223654 的中 �� 2064（28番人気）
ワイド票数 計 365814 的中 �� 6906（14番人気）�� 6982（13番人気）�� 3648（29番人気）
3連複票数 計 692563 的中 ��� 2993（58番人気）
3連単票数 計 728019 的中 ��� 625（256番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．2―47．7―1：00．1―1：12．3―1：24．5―1：36．5―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．2
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ー ス ト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー 2019．1．14 京都15着

2016．4．23生 �3芦 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモパスクワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月24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〕 リスト号・スズカコンパス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月24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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウイングハーモニー号・サンマルフラッシュ号・ジャングリオン号・タイセイセイヴァー号・タナロア号・パルメ号・

ログブック号



22101 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時05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

67 マイネルヘルト 牡2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 410 ―1：10．2 24．7�

79 エ グ レ ム ニ 牡2鹿 54 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 アタマ 1．9�
55 ネクストエピソード 牝2鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 394 ―1：10．41 6．2�
33 スマートクリオス 牝2栗 54

51 ▲岩田 望来大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 静内山田牧場 472 ―1：10．93 13．9�
810 メイショウケアラシ 牡2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 480 ― 〃 クビ 5．2�
78 ペ イ ダ ー ト 牡2栗 54 福永 祐一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486 ―1：11．22 15．3	
66 テイエムワールド 牡2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 452 ―1：11．3� 96．5

44 ステーションワン 牡2鹿 54 川須 栄彦薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 450 ―1：11．72� 72．1�
811 ウェーブモンスター 牡2栗 54 酒井 学万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 510 ―1：11．91� 54．2�
11 ライジングペガサス 牡2鹿 54 幸 英明竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 木村牧場 470 ―1：12．85 10．5
22 アウトラウド 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 新冠 村上 進治 476 ―1：13．22� 75．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，190，700円 複勝： 28，515，100円 枠連： 7，258，600円
馬連： 38，200，100円 馬単： 22，184，900円 ワイド： 28，408，300円
3連複： 50，273，600円 3連単： 72，399，900円 計： 275，431，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 370円 � 110円 � 160円 枠 連（6－7） 1，580円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，760円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 40，160円

票 数

単勝票数 計 281907 的中 � 9651（7番人気）
複勝票数 計 285151 的中 � 12348（7番人気）� 96666（1番人気）� 40477（3番人気）
枠連票数 計 72586 的中 （6－7） 3554（7番人気）
馬連票数 計 382001 的中 �� 12432（9番人気）
馬単票数 計 221849 的中 �� 2654（24番人気）
ワイド票数 計 284083 的中 �� 7875（13番人気）�� 3690（20番人気）�� 32071（2番人気）
3連複票数 計 502736 的中 ��� 11347（11番人気）
3連単票数 計 723999 的中 ��� 1307（126番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―11．8―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．5―47．3―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．7
3 ・（5，9）11（1，6）（4，8）（3，7）（2，10） 4 ・（5，9）（11，7）（1，6）（3，8）4，10－2

勝馬の
紹 介

マイネルヘルト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ 初出走

2017．2．15生 牡2青鹿 母 マイネエレーナ 母母 ゲイリーピクシー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22102 8月24日 曇 稍重 （1小倉2） 第9日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時35分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

713 レッドシルヴァーナ 牝3芦 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 510－ 41：46．4 1．7�
59 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 462＋ 21：46．82� 11．0�
47 マ テ ィ ス 牝3黒鹿54 幸 英明水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452± 01：46．9クビ 31．8�
815 カーディストリー 牝3栗 54 福永 祐一�下河辺牧場 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 452－ 41：47．85 10．4�
11 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 436＋ 41：48．22� 16．6	
36 ケイティマドンナ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 458－ 4 〃 ハナ 6．6

12 ア カ マ 牝3黒鹿54 川須 栄彦安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 440－ 21：48．3� 135．3�
24 ビ ュ ブ リ ス 牝3黒鹿54 酒井 学 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 480－101：48．51� 92．3�
48 ラバーズケープ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 安田 隆行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 21：48．71 20．8

23 クインズジャスミン 牝3栗 54 小崎 綾也亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 富田牧場 422± 01：49．44 37．4�
611 ワンダールウェス 牝3栗 54 松若 風馬山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 452± 01：49．82� 75．1�
816 バブリーダンス 牝3栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 61：50．12 32．9�
714 キャルグリーン 牝3栗 54 中谷 雄太里見 治紀氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：50．84 98．4�
612 メイショウローザ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 462 ―1：52．29 94．9�
35 ヤマニンポンペルモ 牝3鹿 54 高倉 稜土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 448＋ 81：54．0大差 303．6�
510 ス ピ ン ク 牝3鹿 54 藤岡 康太窪田 康志氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 440＋ 1 （競走中止） 12．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，098，100円 複勝： 41，619，900円 枠連： 11，956，200円
馬連： 43，748，700円 馬単： 22，661，300円 ワイド： 39，266，100円
3連複： 70，249，400円 3連単： 82，760，000円 計： 339，359，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 250円 � 470円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 370円 �� 820円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 12，780円

票 数

単勝票数 計 270981 的中 � 125894（1番人気）
複勝票数 計 416199 的中 � 125645（1番人気）� 36431（4番人気）� 16187（8番人気）
枠連票数 計 119562 的中 （5－7） 18288（1番人気）
馬連票数 計 437487 的中 �� 41526（3番人気）
馬単票数 計 226613 的中 �� 16098（3番人気）
ワイド票数 計 392661 的中 �� 30485（3番人気）�� 12001（8番人気）�� 3675（28番人気）
3連複票数 計 702494 的中 ��� 10468（15番人気）
3連単票数 計 827600 的中 ��� 4692（29番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．8―12．9―12．7―12．4―12．7―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．6―42．5―55．2―1：07．6―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドシルヴァーナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．1．5 京都11着

2016．2．29生 牝3芦 母 シルバーフォックス 母母 ビーポジティブ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 スピンク号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウローザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月24日まで平地競

走に出走できない。
ヤマニンポンペルモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月24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〕 キャルグリーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月24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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エメラルドスピアー号・ファルネーゼブルー号
（非抽選馬） 4頭 イルマタル号・スギノジャベリン号・メイショウランラン号・ルージュフォンセ号



22103 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

22 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± 01：47．0 2．2�

814 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 410－ 41：47．63� 61．1�
35 パンコミード 牡4黒鹿57 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 534＋241：47．7	 2．4�
712 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 434＋ 21：47．8クビ 12．1�
58 エスペランサルル 牝7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 444± 0 〃 アタマ 205．4

34 タマモケトル 牝3栗 52

51 ☆森 裕太朗タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 442＋ 6 〃 アタマ 103．3�
47 キャノンストーム 牡6黒鹿57 幸 英明前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 61：47．9	 109．5�
11 ツーエムアロンソ 牡3鹿 54 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 518± 01：48．21� 229．3
46 レーヴドカナロア 牝3鹿 52 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 434－ 41：48．3� 16．3�
611 ソルトホープ 牡3栗 54 藤岡 佑介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 藤本ファーム 472－ 41：48．4� 17．6�
610 フ ィ ッ プ ル 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �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 466＋121：48．5	 111．4�
713 トウカイオルデン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 470－ 21：48．6� 9．9�
815� メイショウワンモア 牝5鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 468＋ 71：48．81 300．3�
59 アグネススターダム 牡6栗 57

54 ▲服部 寿希渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 アタマ 18．4�
23 � マジカルプリンセス 牝3鹿 52

49 ▲三津谷隼人国田 正忠氏 
島 一歩 米 Diana Shoop 420＋ 21：49．86 399．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，750，000円 複勝： 39，861，400円 枠連： 12，741，100円
馬連： 53，693，600円 馬単： 27，051，400円 ワイド： 41，140，500円
3連複： 74，446，500円 3連単： 98，993，100円 計： 381，677，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 470円 � 150円 枠 連（2－8） 3，900円

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 180円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 27，110円

票 数

単勝票数 計 337500 的中 � 117659（1番人気）
複勝票数 計 398614 的中 � 137372（1番人気）� 12177（8番人気）� 67472（2番人気）
枠連票数 計 127411 的中 （2－8） 2531（14番人気）
馬連票数 計 536936 的中 �� 9338（13番人気）
馬単票数 計 270514 的中 �� 3550（20番人気）
ワイド票数 計 411405 的中 �� 7988（13番人気）�� 74402（1番人気）�� 5427（20番人気）
3連複票数 計 744465 的中 ��� 15411（11番人気）
3連単票数 計 989931 的中 ��� 2647（87番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．3―12．4―12．3―11．5―11．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．7―48．1―1：00．4―1：11．9―1：23．4―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビックピクチャー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．7．29 新潟1着

2016．3．5生 牝3鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 7戦2勝 賞金 27，079，000円

22104 8月24日 曇 稍重 （1小倉2） 第9日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時40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
1：41．8
1：40．9

不良
重

59 タ イ サ イ 牡3栗 54 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466－181：45．7 2．9�

47 テイエムクロムシャ 牡3青鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 466± 01：45．8� 5．2�
24 	 モズエロイコ 牡3鹿 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 462－ 81：46．11
 7．4�
23 	 ウインプラウド 牡3栗 54 松山 弘平�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

498＋ 51：46．41
 20．7�
11 ミラクルユニバンス 牡6栗 57

54 ▲服部 寿希亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454＋141：46．61� 172．3�
713 モ サ 牡3鹿 54

53 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488＋ 21：46．7クビ 23．8	

36 � ベ ー 牡4栗 57 国分 優作北山 敏
氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 482± 01：47．33� 161．8�
12 トモノコテツ 牡4鹿 57 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 464－101：47．83 14．7�
815 ボンディマンシュ 3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心 シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－181：48．12 5．9�
611 カフジナイサー 牡6黒鹿57 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 2 〃 クビ 5．2�
612 アルームスクレト 牡3鹿 54 義 英真鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 福岡 駿弥 462± 01：48．2クビ 247．7�
48 	 ピースプレイヤー 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B482＋ 61：48．41� 134．9�
714 ド ラ セ ナ 4黒鹿57 中谷 雄太林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 476＋201：48．93 80．9�
816 マイネルプリサイス 牡3栗 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 474－ 21：49．53� 116．1�
35 アドマイヤカラット 牝4青鹿 55

52 ▲岩田 望来近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：49．6� 103．5�
510 サンライズハイアー 牡3鹿 54 長岡 禎仁松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 B478± 01：49．91
 61．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，470，200円 複勝： 56，110，100円 枠連： 15，876，500円
馬連： 69，043，500円 馬単： 32，534，200円 ワイド： 52，147，100円
3連複： 98，809，400円 3連単： 115，949，500円 計： 480，940，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 200円 枠 連（4－5） 900円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 330円 �� 630円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 404702 的中 � 109456（1番人気）
複勝票数 計 561101 的中 � 128761（1番人気）� 98229（2番人気）� 58433（5番人気）
枠連票数 計 158765 的中 （4－5） 13552（3番人気）
馬連票数 計 690435 的中 �� 63065（2番人気）
馬単票数 計 325342 的中 �� 14819（2番人気）
ワイド票数 計 521471 的中 �� 44737（1番人気）�� 20207（5番人気）�� 16886（10番人気）
3連複票数 計 988094 的中 ��� 31715（5番人気）
3連単票数 計1159495 的中 ��� 8725（17番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．5―12．9―12．6―12．4―12．4―12．6―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．5―42．4―55．0―1：07．4―1：19．8―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．3
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ イ サ イ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．6．16 阪神8着

2016．2．9生 牡3栗 母 プリティスター 母母 ベストゾーン 8戦2勝 賞金 21，500，000円
〔制裁〕 アルームスクレト号の騎手義英真は，負担重量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

ボンディマンシュ号の騎手亀田温心は，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について戒告。
※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 オーマオ号



22105 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時15分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円
生産者賞 九州軽種馬協会会長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

714 イ ロ ゴ ト シ 牡2鹿 55 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 454± 01：09．9 6．0�
59 ローランダー 牝2栗 55 幸 英明山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 448＋ 41：10．11� 1．5�
36 テイエムヤマカゼ �2鹿 55 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 410＋ 21：10．31� 4．4�
815 アーモンドカラー 牡2鹿 53 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 熊本 ストームファーム

コーポレーション 432－ 21：10．72	 19．5�
817 ヒ ノ カ ミ 牝2鹿 53 酒井 学杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 414＋ 21：10．91 287．3�
23 ブンキンタカシマダ 牝2鹿 53 国分 優作内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 444± 01：11．0	 220．3	
816
 カミノメグミ 牝2鹿 55 小松 丈二竹原 孝昭氏 真島 元徳 鹿児島 神野 生男 422－ 11：11．21	 49．8


（佐賀） （佐賀）

611 ベルウッドコチョウ 牡2黒鹿53 太宰 啓介鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 470＋ 21：11．52 32．3�
612 チョゴリザテソーロ 牡2黒鹿53 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 480－ 21：11．6クビ 61．9�
24 キリシマブリッジ 牝2黒鹿53 水口 優也土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 438＋ 61：12．34 66．6
48 カシノピアレス 牝2栗 53 森 裕太朗柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 478＋101：13．36 282．7�
713 ク レ ナ イ 牝2黒鹿53 岩崎 翼三岡 陽氏 小桧山 悟 熊本 有限会社

宮村牧場 436－161：13．61� 138．4�
510 ヤ エ ノ ガ ロ 牡2青鹿53 長岡 禎仁柳田 英子氏 蛯名 利弘 熊本 本田 土寿 488＋141：13．81� 158．3�
12 ハクアイトップ 牡2鹿 53 松若 風馬 �H.Iコーポレーション 村山 明 熊本 本田 土寿 532＋121：14．11� 118．1�
35 ヘイセイロード 牡2鹿 53 服部 寿希西村新一郎氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 470＋ 61：17．2大差 687．9�
11 ラトルメンタ 牡2黒鹿53 藤懸 貴志�ビリオンスター松永 幹夫 熊本 本田 土寿 448－ 41：23．8大差 534．4�
47 テイエムワッゼハエ 牝2鹿 53 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 424－ 2 （競走中止） 349．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 46，784，300円 複勝： 113，183，400円 枠連： 18，109，500円
馬連： 72，394，600円 馬単： 43，506，600円 ワイド： 48，069，400円
3連複： 112，289，700円 3連単： 185，989，400円 計： 640，326，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 200円 �� 280円 �� 150円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 3，120円

票 数

単勝票数 計 467843 的中 � 65284（3番人気）
複勝票数 計1131834 的中 � 74095（3番人気）� 807954（1番人気）� 104648（2番人気）
枠連票数 計 181095 的中 （5－7） 33851（2番人気）
馬連票数 計 723946 的中 �� 143982（2番人気）
馬単票数 計 435066 的中 �� 27769（4番人気）
ワイド票数 計 480694 的中 �� 59124（2番人気）�� 35834（3番人気）�� 99835（1番人気）
3連複票数 計1122897 的中 ��� 201218（1番人気）
3連単票数 計1859894 的中 ��� 43208（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．7―12．2―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．3
3 16（6，9）11，14，4－（3，15）17－12－8－13－10，2＝5，1，7 4 ・（16，9）（6，14，11）（3，15）（4，17）＝12－8－13＝（2，10）＝5＝1＝7

勝馬の
紹 介

イ ロ ゴ ト シ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．27 小倉4着

2017．3．7生 牡2鹿 母 イ ロ ジ カ ケ 母母 リッジローズ 3戦2勝 賞金 20，464，000円
〔競走中止〕 テイエムワッゼハエ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノピアレス号・クレナイ号・ヤエノガロ号・ハクアイトップ号・ヘイセイロード号・ラトルメンタ号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月24日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22106 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第10競走 ��2，000�
さ い か い

西 海 賞
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

811 ブライトムーン 牝5黒鹿55 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440＋ 41：59．6 2．1�

78 アロマドゥルセ 牝5青鹿55 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 442－ 41：59．81� 5．8�
33 ウインルチル 牝4栗 55 松若 風馬�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 4 〃 クビ 62．2�
79 ア ド ラ ー タ 牝4鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 02：00．01� 5．3�
55 アルファライズ 牝3青鹿52 斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋ 42：00．1� 16．4	
44 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿52 松山 弘平杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 446＋ 22：00．41� 4．6

11 	 スマートアエロ 牝4青鹿55 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 466＋ 42：00．6� 50．2�
22 オスカールビー 牝4鹿 55 川須 栄彦森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 506＋162：00．81� 9．5�
67 スパイクナード 牝5黒鹿55 小崎 綾也前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 22：01．12 140．2
66 ゴットパシオン 牝3栗 52 酒井 学後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 クビ 218．9�
810 ライブリーハピネス 牝3鹿 52 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 422－ 22：01．63 407．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，147，700円 複勝： 57，249，900円 枠連： 16，599，700円
馬連： 87，512，300円 馬単： 43，870，300円 ワイド： 51，840，600円
3連複： 111，764，500円 3連単： 198，573，500円 計： 613，558，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 690円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，540円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 16，830円

票 数

単勝票数 計 461477 的中 � 170608（1番人気）
複勝票数 計 572499 的中 � 193715（1番人気）� 99985（2番人気）� 11633（8番人気）
枠連票数 計 165997 的中 （7－8） 47185（1番人気）
馬連票数 計 875123 的中 �� 122292（2番人気）
馬単票数 計 438703 的中 �� 39533（1番人気）
ワイド票数 計 518406 的中 �� 66947（1番人気）�� 7714（17番人気）�� 4276（23番人気）
3連複票数 計1117645 的中 ��� 14499（20番人気）
3連単票数 計1985735 的中 ��� 8551（60番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．4―12．3―11．8―12．0―11．7―11．5―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．2―48．5―1：00．3―1：12．3―1：24．0―1：35．5―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトムーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．28 京都5着

2014．3．21生 牝5黒鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 18戦4勝 賞金 66，081，000円
〔3走成績による出走制限〕 ゴットパシオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月24日まで平地競走に出走で

きない。



22107 8月24日 曇 稍重 （1小倉2） 第9日 第11競走 ��
��1，700�

ぷ さ ん

�山ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．8．25以降1．8．18まで1回以上出走馬，除未出
走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 クルークハイト 牝5芦 52 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 476－ 21：44．2 8．8�
55 ボードウォーク 牝4鹿 53 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B460＋ 61：44．94 3．3�
79 ナンヨーイザヨイ 牡3黒鹿53 秋山真一郎中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：45．0� 2．4�
66 ビックリシタナモー 牡5黒鹿55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506± 01：45．1� 7．7�
22 アポロユッキー 牝5鹿 51 斎藤 新アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 532± 01：45．2� 27．6	
78 クリノフウジン 牡5栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 506＋ 41：45．3� 12．1

44 エ ネ ス ク 牡6鹿 55 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 518＋ 81：45．83 17．9�
810 ベディヴィア 牡5栗 55 小崎 綾也 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462± 01：45．9� 66．1�
11 キーグラウンド 牡5鹿 56 川須 栄彦北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 B480－ 61：46．75 26．9
67 	 トキメキジュピター 牡4黒鹿51 田中 健杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 500± 01：47．12� 238．4�
811 ネオスターダム 牡7黒鹿55 和田 竜二一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：47．41� 14．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，148，700円 複勝： 76，111，600円 枠連： 29，511，900円
馬連： 185，908，600円 馬単： 81，065，500円 ワイド： 99，273，300円
3連複： 260，082，900円 3連単： 407，170，300円 計： 1，201，272，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 170円 � 130円 � 110円 枠 連（3－5） 1，440円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 380円 �� 350円 �� 180円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 621487 的中 � 56110（4番人気）
複勝票数 計 761116 的中 � 83748（4番人気）� 158925（2番人気）� 218601（1番人気）
枠連票数 計 295119 的中 （3－5） 15844（8番人気）
馬連票数 計1859086 的中 �� 109161（4番人気）
馬単票数 計 810655 的中 �� 18052（12番人気）
ワイド票数 計 992733 的中 �� 59687（4番人気）�� 65423（3番人気）�� 164588（1番人気）
3連複票数 計2600829 的中 ��� 225389（1番人気）
3連単票数 計4071703 的中 ��� 38481（18番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．5―12．1―12．1―12．2―12．3―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．7―41．8―53．9―1：06．1―1：18．4―1：31．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クルークハイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．4．4生 牝5芦 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 26戦5勝 賞金 75，762，000円
〔制裁〕 クルークハイト号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：9番）

22108 8月24日 曇 良 （1小倉2） 第9日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時05分 （500万円以下） （芝・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
1：06．5
1：06．5

良
良

611 マッスルマサムネ �4鹿 57
54 ▲斎藤 新塩澤 正樹氏 池添 学 洞	湖 レイクヴィラファーム 478＋ 21：08．3 8．2�

612 ジョニーズララバイ 牡3鹿 54 松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 洞	湖 レイクヴィラファーム 458＋ 61：08．51
 3．7�

715� 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 482＋ 4 〃 ハナ 4．0�

48 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 496± 01：08．71� 21．1�
713 アテンフラワー 牝4青鹿55 高倉 稜河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 472－ 2 〃 クビ 135．9	
59 コパノマーティン 牡3黒鹿54 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 488－ 41：08．91
 6．7

47 � 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 470＋ 41：09．0クビ 25．7�
817 ジ ェ ス ロ �6鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 436－101：09．1� 20．1�
24 トーアライジン 牡6芦 57

54 ▲服部 寿希高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B512＋ 21：09．31
 23．2
35 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 小崎 綾也東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 B500＋ 4 〃 クビ 15．1�
23 ヒロノアンビシャス 牡3鹿 54

51 ▲亀田 温心サンエイ開発� 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466＋ 41：09．51
 169．1�
11 パールズベスト 牝5青鹿55 和田 竜二谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466＋ 41：09．6� 7．8�
816 メイショウイライザ 牝4黒鹿55 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 436± 0 〃 クビ 243．7�
12 レディギャング 牝5芦 55 酒井 学近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 484－ 2 〃 ハナ 23．2�
714 マ ナ マ カ ニ 牝4鹿 55 田村 太雅中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 前田牧場 436－221：10．45 399．7�
36 イズジョークラウン 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来泉 一郎氏 千田 輝彦 新ひだか へいはた牧場 468－ 21：10．61� 237．8�
818 エナジーラピス 牝3鹿 52 中谷 雄太 �キャピタル・システム �島 一歩 浦河 宮内牧場 464＋ 21：10．7� 45．3�
510 コンボルブルス 牡3黒鹿54 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 432± 0 （競走中止） 108．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，317，000円 複勝： 66，410，000円 枠連： 33，134，900円
馬連： 120，418，900円 馬単： 47，312，500円 ワイド： 85，400，300円
3連複： 192，277，500円 3連単： 215，115，800円 計： 806，386，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 290円 � 160円 � 150円 枠 連（6－6） 2，710円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 920円 �� 770円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 25，630円

票 数

単勝票数 計 463170 的中 � 44667（5番人気）
複勝票数 計 664100 的中 � 46429（5番人気）� 110763（2番人気）� 135832（1番人気）
枠連票数 計 331349 的中 （6－6） 9453（14番人気）
馬連票数 計1204189 的中 �� 37596（7番人気）
馬単票数 計 473125 的中 �� 6943（18番人気）
ワイド票数 計 854003 的中 �� 22795（11番人気）�� 27752（5番人気）�� 57640（1番人気）
3連複票数 計1922775 的中 ��� 39944（3番人気）
3連単票数 計2151158 的中 ��� 6084（41番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（5，7）16（1，11）（3，8，18）（2，13）14（15，12）9（6，4，17）10 4 ・（5，7，16）（1，11）（3，8）18（2，13，12）（9，14，15）17（6，10，4）

勝馬の
紹 介

マッスルマサムネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．17 阪神3着

2015．2．8生 �4鹿 母 プントバンコ 母母 ポリーズフリート 16戦2勝 賞金 19，150，000円
〔発走状況〕 ジェスロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 コンボルブルス号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コンボルブルス号の騎手城戸義政は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。



（1小倉2）第9日 8月24日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

193，720，000円
5，180，000円
21，020，000円
1，200，000円
21，370，000円
66，721，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
430，944，000円
683，212，900円
181，694，900円
831，525，600円
411，038，600円
574，641，700円
1，208，298，300円
1，708，571，800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 6，029，927，800円

総入場人員 9，381名 （有料入場人員 8，309名）
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