
22037 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

715 メイショウカリン 牝2鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 470－ 21：09．7 23．8�
714 ミュークレックス 牡2鹿 54 幸 英明庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 418－ 61：09．91� 20．2�
59 ラニカイサンデー 牡2鹿 54 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 440＋ 21：10．0� 1．8�
24 マイアミトロピカル 牝2栗 54 藤岡 康太 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 416＋ 2 〃 ハナ 4．4�
817 タガノグルナ 牡2鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 21：10．21� 40．1�
12 グランドガール 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450－ 21：10．51� 9．4	
818 ペプチドホープ 牡2鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 474± 01：10．82 35．5

48 オ ニ チ ャ ン 牡2栗 54 藤岡 佑介山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 422＋ 2 〃 ハナ 42．1�
816 ヴィグランドサヤカ 牝2芦 54

53 ☆�島 克駿大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 460－ 21：11．01� 70．4�
47 コウエイダリア 牝2黒鹿54 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 470＋ 2 〃 クビ 371．6
510 イイコトバカリ 牝2鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450－ 4 〃 アタマ 17．2�
36 メイショウグジョウ 牡2栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 450＋ 61：11．1クビ 66．1�
23 ナムラバウアー 牡2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 428＋121：12．05 198．2�
612 ナムラボンド 牡2鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 416＋ 21：12．42� 95．6�
11 ショウナンカラーズ 牡2鹿 54

52 △義 英真国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 438－ 8 〃 クビ 262．6�
35 ホ ノ ル ア 牡2黒鹿54 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 448＋ 41：12．61� 36．1�
611 ダンツアムール 牝2青鹿 54

51 ▲森 裕太朗山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 420－10 （競走中止） 205．1�
713 リッカゴールド 牡2栗 54

51 ▲荻野 極立花 幸雄氏 日吉 正和 新ひだか 原口牧場 418± 0 （競走中止） 179．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，606，300円 複勝： 30，225，400円 枠連： 11，244，200円
馬連： 41，537，200円 馬単： 23，992，500円 ワイド： 26，229，300円
3連複： 66，031，500円 3連単： 85，945，200円 計： 306，811，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 420円 � 390円 � 120円 枠 連（7－7） 10，080円

馬 連 �� 14，710円 馬 単 �� 24，210円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 850円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 70，320円

票 数

単勝票数 計 216063 的中 � 7689（6番人気）
複勝票数 計 302254 的中 � 13056（6番人気）� 14418（4番人気）� 106140（1番人気）
枠連票数 計 112442 的中 （7－7） 864（23番人気）
馬連票数 計 415372 的中 �� 2187（30番人気）
馬単票数 計 239925 的中 �� 743（55番人気）
ワイド票数 計 262293 的中 �� 1757（32番人気）�� 7954（7番人気）�� 12958（3番人気）
3連複票数 計 660315 的中 ��� 7835（17番人気）
3連単票数 計 859452 的中 ��� 886（188番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．1―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．1―44．9―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．6
3 14，9（2，13）15，4，10（6，8）（11，16）3（5，18，17）－7－12，1 4 14，9，2，15，4（6，10）（8，16，17，13）18，3－7＝5－12，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカリン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．7．24 中京16着

2014．5．14生 牝2鹿 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ 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〕 ダンツアムール号は，3コーナー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。

リッカゴールド号は，4コーナーで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ダンツアムール号の騎手森裕太朗は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：8番・

3番・5番・18番・17番・7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リッカゴールド号は，4コーナーで急に外側に逃避したことについて平成28年8月8日から平成28年

8月28日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 1頭 ハナハタチバナ号

22038 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

814 プリティクイーン 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 430± 0 59．1 26．8�

34 デルマオチョウ 牝3鹿 54 川田 将雅浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460－ 2 59．52� 3．0�
712 シゲルカマス 牝3鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 434－ 4 59．92� 4．5�
69 ローゼンタール 牝3栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 8 〃 ハナ 5．9�
11 テイエムサンピラー 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 500± 01：00．0� 25．9�
33 � ロケットビーン 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 530－ 21：00．21	 7．9�
58 ピーマックス 牝3鹿 54 
島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 平取 北島牧場 444± 01：00．41	 286．9	
610 ドリームプランナー 牝3鹿 54 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 438－ 81：00．72 174．9

711 ハーランズワンダー 牝3鹿 54 太宰 啓介�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 434＋12 〃 アタマ 50．5�
45 ハニーブーケ 牝3鹿 54 松田 大作�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 438＋ 61：00．8クビ 9．2
46 トチノマドンナ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 436± 01：01．22� 53．8�
22 エイシンヴィーヴォ 牝3栗 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 城地 清満 442＋ 41：01．51� 29．1�
813 カフジキセキ 牝3黒鹿54 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム 452 ―1：01．6� 22．2�
57 � ジークイーン 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 平田 修 米 Oratis & New

Dawn Stable 502－ 8 （競走中止） 10．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，904，200円 複勝： 27，034，100円 枠連： 8，791，900円
馬連： 37，804，400円 馬単： 18，773，200円 ワイド： 22，535，700円
3連複： 53，575，800円 3連単： 66，384，500円 計： 254，803，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 530円 � 150円 � 190円 枠 連（3－8） 1，020円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 11，790円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 2，420円 �� 360円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 65，300円

票 数

単勝票数 計 199042 的中 � 5927（9番人気）
複勝票数 計 270341 的中 � 9392（8番人気）� 61126（1番人気）� 38671（3番人気）
枠連票数 計 87919 的中 （3－8） 6642（4番人気）
馬連票数 計 378044 的中 �� 6438（18番人気）
馬単票数 計 187732 的中 �� 1194（42番人気）
ワイド票数 計 225357 的中 �� 3360（19番人気）�� 2220（27番人気）�� 17948（2番人気）
3連複票数 計 535758 的中 ��� 4352（33番人気）
3連単票数 計 663845 的中 ��� 737（219番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―34．3―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリティクイーン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．1．16 京都13着

2013．3．28生 牝3栗 母 レディタキオン 母母 オースミシャイン 5戦1勝 賞金 6，800，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走中止〕 ジークイーン号は，決勝線手前で異常歩様となり，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 ジークイーン号は，決勝線手前で異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オクタゴン号・サウンドダンサー号・メイショウヒナタ号

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４日



22039 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 モンストルコント 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 490± 01：47．8 2．4�
23 ドルチェリア �3鹿 56 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 510＋ 21：48．01� 3．0�
714 テイエムボンドン 牡3鹿 56

54 △義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 460＋ 81：48．53 9．3�
59 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 486－ 41：48．6� 82．0�
612 キングエイティ 牡3鹿 56 小牧 太前田 篤久氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田 宗将 472＋ 81：49．02� 11．9	
816 タガノジーニアス 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 61：49．1� 11．5

815 スリーベアハート 牡3鹿 56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 B474－ 21：49．31 69．4�
11 サウンドスプレッド 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 468＋101：49．83 49．7�
47 マルヨプラード 牡3栗 56 国分 恭介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 478＋ 61：49．9� 12．0
611 シゲルクロメバル 牡3黒鹿56 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 454＋121：50．21� 237．4�
35 フローレススカイ 牝3芦 54 和田 竜二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B466－ 41：50．62� 95．5�
510 ロードリゲル 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 472－ 61：50．81� 34．6�
12 アグネスストーム 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿渡辺公美子氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 488－141：51．01� 235．4�
713 ナスノチドリ 牝3鹿 54 D．バルジュー �須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470－ 21：51．21� 31．6�
（伊）

36 シャインレイ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 晴哉氏 池添 学 安平 追分ファーム 506＋ 81：51．52 42．2�
（15頭）

48 ジ ー パ ワ ー 牡3鹿 56 川田 将雅大久保和夫氏 音無 秀孝 浦河 駿河牧場 456± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，279，400円 複勝： 32，400，500円 枠連： 14，190，400円
馬連： 40，843，900円 馬単： 22，693，500円 ワイド： 26，409，700円
3連複： 54，492，200円 3連単： 74，476，400円 計： 289，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（2－2） 340円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 160円 �� 290円 �� 430円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 差引計 242794（返還計 6733） 的中 � 79229（1番人気）
複勝票数 差引計 324005（返還計 9955） 的中 � 89735（1番人気）� 70212（2番人気）� 33879（3番人気）
枠連票数 差引計 141904（返還計 940） 的中 （2－2） 32031（1番人気）
馬連票数 差引計 408439（返還計 38050） 的中 �� 99572（1番人気）
馬単票数 差引計 226935（返還計 20342） 的中 �� 25136（2番人気）
ワイド票数 差引計 264097（返還計 25112） 的中 �� 51512（1番人気）�� 20788（2番人気）�� 12774（5番人気）
3連複票数 差引計 544922（返還計 97583） 的中 ��� 47753（1番人気）
3連単票数 差引計 744764（返還計123541） 的中 ��� 17011（3番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―11．9―13．3―12．4―12．5―12．7―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．5―43．8―56．2―1：08．7―1：21．4―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンストルコント �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kendor デビュー 2015．12．5 阪神6着

2013．5．23生 牡3黒鹿 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 9戦1勝 賞金 12，500，000円
〔競走除外〕 ジーパワー号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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 イフリート号・スズカパレード号・ゼンノリボーン号・トップエンパイア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22040 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，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� 基準タイム3：09．4良

55 プルーヴダモール 牝4芦 58 植野 貴也 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 426＋ 23：15．0 17．7�
33 マイネルアイザック 牡7黒鹿60 佐久間寛志 �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 B468＋ 43：15．31� 5．4�
66 ラスカルトップ 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454＋ 23：16．25 12．6�
44 オビーディエント 牡7黒鹿60 林 満明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 83：17．58 25．0�
77 メイショウクオン 牡4鹿 60 平沢 健治松本 好	氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 510＋ 43：19．8大差 8．9

88 トキノディライト 牝3黒鹿56 白浜 雄造田中 準市氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 496＋ 43：21．9大差 44．5�
22 � ワンダープレジール 牡4黒鹿60 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 448＋ 43：22．32� 70．9�
11 ロードレグナム 牡3青鹿58 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 482± 03：24．1大差 35．7
89 ゴッドフロアー 牝6鹿 58 西谷 誠広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 504－ 4 （競走中止） 1．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，005，400円 複勝： 45，840，200円 枠連： 7，017，200円
馬連： 24，200，000円 馬単： 23，777，000円 ワイド： 14，617，400円
3連複： 37，773，300円 3連単： 97，919，600円 計： 269，150，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 820円 � 460円 � 750円 枠 連（3－5） 3，130円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，520円 �� 840円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 76，410円

票 数

単勝票数 計 180054 的中 � 8132（5番人気）
複勝票数 計 458402 的中 � 14355（5番人気）� 27738（2番人気）� 15787（4番人気）
枠連票数 計 70172 的中 （3－5） 1735（10番人気）
馬連票数 計 242000 的中 �� 5476（10番人気）
馬単票数 計 237770 的中 �� 1906（21番人気）
ワイド票数 計 146174 的中 �� 5317（6番人気）�� 2396（14番人気）�� 4483（9番人気）
3連複票数 計 377733 的中 ��� 3720（23番人気）
3連単票数 計 979196 的中 ��� 929（154番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 51．3－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

�
�
4－5＝3，6－7＝1，2，8
5－3－4－6＝7＝8＝2－1

勝馬の
紹 介

プルーヴダモール �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．24 小倉1着

2012．1．26生 牝4芦 母 プルーフオブラヴ 母母 ページプルーフ 障害：6戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走中止〕 ゴッドフロアー号は，3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



22041 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．9
1：45．9

良
良

48 ミラアイトーン 牡2青鹿54 武 幸四郎島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506 ―1：50．4 1．7�
815 シ シ オ ウ 牡2鹿 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 476 ―1：50．5� 24．7�
23 デュパルクカズマ 牡2鹿 54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 420 ―1：50．6クビ 7．6�
36 ナムラライラ 牝2黒鹿54 松若 風馬奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 460 ―1：51．02� 15．4�
12 ビップラフォーレ 牡2栃栗54 D．ホワイト 鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 452 ―1：51．1� 63．5	

（香港）

35 アステロイド 牡2鹿 54 川田 将雅 
シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 508 ―1：51．31� 7．6�
59 テイエムシュート 牡2鹿 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 上村 清志 468 ―1：51．4� 16．4�
510 セイイーグル 牡2鹿 54 浜中 俊吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 23．1
713 ツーエムブルーム 牡2黒鹿54 古川 吉洋水谷 昌晃氏 本田 優 平取 北島牧場 502 ―1：52．35 70．5�
611 メイショウハチク 牡2鹿 54

52 △義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 474 ― 〃 クビ 38．0�
714 ニューミレニアム 牡2栗 54 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 422 ―1：52．5� 158．7�
612 バイオネッタ 牡2栗 54 酒井 学松本 俊廣氏 北出 成人 浦河 林 孝輝 450 ―1：52．71	 54．8�
816 タガノオマケ 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 510 ―1：52．91	 213．7�
47 ゴーフォーザベスト 牡2鹿 54 国分 恭介前田 剛氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：53．0� 235．2�
11 アテンソード 牡2鹿 54 北村 友一齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 428 ―1：53．74 189．0�
24 タガノディグオ 牡2黒鹿54 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514 ―1：54．65 32．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，917，800円 複勝： 44，499，200円 枠連： 13，726，400円
馬連： 45，540，800円 馬単： 32，231，400円 ワイド： 29，007，300円
3連複： 60，944，600円 3連単： 97，595，200円 計： 363，462，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 290円 � 150円 枠 連（4－8） 1，450円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 610円 �� 250円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 399178 的中 � 197327（1番人気）
複勝票数 計 444992 的中 � 204658（1番人気）� 20182（6番人気）� 58203（2番人気）
枠連票数 計 137264 的中 （4－8） 7317（6番人気）
馬連票数 計 455408 的中 �� 22425（5番人気）
馬単票数 計 322314 的中 �� 12713（6番人気）
ワイド票数 計 290073 的中 �� 11411（5番人気）�� 34220（1番人気）�� 6320（12番人気）
3連複票数 計 609446 的中 ��� 20943（4番人気）
3連単票数 計 975952 的中 ��� 8351（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．0―12．5―12．1―12．4―12．0―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．4―49．9―1：02．0―1：14．4―1：26．4―1：37．9

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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミラアイトーン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Tiznow 初出走

2014．3．22生 牡2青鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コスモヴァーズ号・ジャーミネイト号・シュンヒーロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22042 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

89 レーヌミノル 牝2栗 54 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：09．3 1．8�
11 メイショウルーシー 牝2青鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 412 ―1：09．61� 5．6�
44 ヤマノヒマワリ 牝2黒鹿54 国分 恭介山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：09．7� 15．8�
55 ショウサンルヴィア 牝2鹿 54 松若 風馬鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 444 ―1：10．44 9．6�
78 アイファーチャンス 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 元茂 義一 430 ―1：11．78 191．7�
66 ア プ リ リ ス 牝2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 426 ―1：11．9� 5．8	
22 ゲイムフリー 牝2鹿 54 国分 優作山上 和良氏 大根田裕之 平取 スガタ牧場 478 ―1：12．43 18．2

77 ビットエポナ 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人礒川 正明氏 西村 真幸 新ひだか タガミファーム 434 ―1：13．88 122．8�
810 クレメンティーナ 牝2鹿 54 D．バルジュー 田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 418 ―1：15．410 25．8�

（伊）

33 ヤエノシボラ 牝2栗 54
52 △義 英真柳田 英子氏 二本柳俊一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 430 ―1：16．04 120．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，145，300円 複勝： 36，031，100円 枠連： 8，142，300円
馬連： 37，371，800円 馬単： 28，183，500円 ワイド： 20，607，400円
3連複： 47，354，300円 3連単： 102，396，200円 計： 310，231，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連（1－8） 530円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 301453 的中 � 140419（1番人気）
複勝票数 計 360311 的中 � 186509（1番人気）� 43021（2番人気）� 21491（5番人気）
枠連票数 計 81423 的中 （1－8） 11728（2番人気）
馬連票数 計 373718 的中 �� 53732（2番人気）
馬単票数 計 281835 的中 �� 30933（2番人気）
ワイド票数 計 206074 的中 �� 27715（2番人気）�� 16013（4番人気）�� 6771（10番人気）
3連複票数 計 473543 的中 ��� 26631（5番人気）
3連単票数 計1023962 的中 ��� 20113（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヌミノル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2014．4．24生 牝2栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビットエポナ号・クレメンティーナ号・ヤエノシボラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年9月7日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22043 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時20分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

713 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 456＋ 62：01．7 4．5�
36 トライブキング 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 436＋ 22：02．02 21．9�
510 ウォータープリアム 牡3栗 56 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 500－ 4 〃 クビ 6．9�
24 ブリーズリー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 474± 02：02．31� 11．9�
48 マテンロウビクサス 牡3鹿 56 岩田 康誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 462－ 2 〃 ハナ 43．0�
47 コンパッション 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース藤岡 健一 浦河 酒井牧場 474－ 2 〃 アタマ 6．2	
11 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 450－ 22：02．4� 102．4

12 タガノプリンセス 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 22：02．5� 26．0�
816 ライペンミノル 牡3栗 56 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 42：02．71 9．2�
611 レンベルガー 牡3青鹿56 川須 栄彦 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 410－ 8 〃 クビ 35．8
23 クーパーズヒル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 426＋ 22：02．8� 34．5�
612 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 448＋ 6 〃 ハナ 3．3�
35 エイシンイジゲン 牝3青鹿54 D．バルジュー �栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 514± 0 〃 クビ 50．0�

（伊）

59 クレッシェレ 牡3黒鹿 56
54 △義 英真布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 460＋ 62：02．9クビ 180．3�

817 ナンヨーリノ 牝3黒鹿54 幸 英明中村 德也氏 松田 国英 浦河 福岡 光夫 B440± 02：03．85 101．6�
714 インフィニティラヴ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 浦河 高岸 順一 462－ 42：04．12 69．5�
818 ミスターライジン 牡3鹿 56 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 488＋ 22：04．84 197．1�
715 エイシンイパネマ 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 408± 02：06．5大差 91．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，117，200円 複勝： 40，354，000円 枠連： 16，806，700円
馬連： 63，544，900円 馬単： 29，338，000円 ワイド： 37，134，500円
3連複： 91，407，000円 3連単： 107，413，700円 計： 414，116，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 460円 � 240円 枠 連（3－7） 3，040円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 9，590円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 670円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 61，800円

票 数

単勝票数 計 281172 的中 � 49742（2番人気）
複勝票数 計 403540 的中 � 75339（2番人気）� 18404（7番人気）� 44250（4番人気）
枠連票数 計 168067 的中 （3－7） 4283（14番人気）
馬連票数 計 635449 的中 �� 10184（17番人気）
馬単票数 計 293380 的中 �� 2294（34番人気）
ワイド票数 計 371345 的中 �� 6320（15番人気）�� 15027（6番人気）�� 4128（22番人気）
3連複票数 計 914070 的中 ��� 7061（27番人気）
3連単票数 計1074137 的中 ��� 1260（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．8―35．5―48．2―1：00．5―1：12．7―1：25．1―1：37．4―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンスインアライフ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．7．18 中京9着

2013．3．17生 牡3鹿 母 エレガントトーク 母母 Sheena’s Gold 15戦1勝 賞金 16，650，000円
〔騎手変更〕 トライブキング号の騎手森裕太朗は，第1競走での落馬負傷のため荻野極に変更。
※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） 1頭 グランサーブル号
（非抽選馬） 5頭 ウイングカイユウ号・クリノヴェルサイユ号・ヒロノカイザー号・ベストティアラ号・ロードアルペジオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22044 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：41．7

不良
不良

713 タマモワカサマ 牡4鹿 57 浜中 俊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 486＋ 41：48．0 9．4�
47 � ダイゴマサムネ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 504± 0 〃 クビ 177．1�
36 カシノランド 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 460－ 81：48．21� 12．6�
510 レイズオブザサン 牡7黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 452＋ 2 〃 アタマ 29．4�
612 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 D．バルジュー 大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 476＋ 21：48．3クビ 57．3�

（伊）

35 エイシンミサイル 牡3鹿 54 北村 友一�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 508＋ 41：48．62 2．5	
48 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 中谷 雄太 
キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：48．7� 4．1�
59 マルカロゼッタ 牡5栗 57 松山 弘平日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498－ 61：48．8クビ 90．1�
816 テイエムテツジン 牡4栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 452＋10 〃 クビ 14．6
714 テイエムトラネコ 牡4芦 57

56 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 494＋ 81：48．9クビ 65．2�
12 エフハリスト 牡3青鹿54 D．ホワイト 吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456－ 61：49．11� 10．3�
（香港）

611 ゴ ブ レ ッ ト 牝3鹿 52 岩田 康誠�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 488＋ 41：49．41	 85．9�

815 フィールブリーズ 牡3鹿 54 和田 竜二水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 534＋281：49．82� 8．3�
23 メイショウサンゾウ 牡4鹿 57

55 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 B504＋ 61：51．410 182．1�
11 ワンラヴワンハート 牡4青鹿57 岡田 祥嗣山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 488＋ 41：52．46 115．4�
24 ミキノヘラクレス 牡3栗 54 太宰 啓介谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 516＋18 （競走中止） 27．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，423，200円 複勝： 37，550，100円 枠連： 19，010，700円
馬連： 68，134，700円 馬単： 31，887，400円 ワイド： 37，952，800円
3連複： 88，216，200円 3連単： 115，821，500円 計： 427，996，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 320円 � 3，690円 � 370円 枠 連（4－7） 1，370円

馬 連 �� 87，560円 馬 単 �� 132，130円

ワ イ ド �� 20，270円 �� 1，750円 �� 21，010円

3 連 複 ��� 239，710円 3 連 単 ��� 1，499，470円

票 数

単勝票数 計 294232 的中 � 24979（4番人気）
複勝票数 計 375501 的中 � 33839（4番人気）� 2300（16番人気）� 27881（6番人気）
枠連票数 計 190107 的中 （4－7） 10729（6番人気）
馬連票数 計 681347 的中 �� 603（86番人気）
馬単票数 計 318874 的中 �� 181（153番人気）
ワイド票数 計 379528 的中 �� 477（81番人気）�� 5726（19番人気）�� 460（83番人気）
3連複票数 計 882162 的中 ��� 276（273番人気）
3連単票数 計1158215 的中 ��� 56（1668番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．0―13．0―12．7―12．6―13．1―13．2―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―43．3―56．0―1：08．6―1：21．7―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモワカサマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．19 京都2着

2012．4．6生 牡4鹿 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 17戦2勝 賞金 25，350，000円
〔騎手変更〕 ゼンノスサノヲ号の騎手森裕太朗は，第1競走での落馬負傷のためD．バルジューに変更。
〔競走中止〕 ミキノヘラクレス号は，発走後まもなく異常歩様となり，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 ミキノヘラクレス号は，発走後まもなく異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 エイシンナセル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22045 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

あ だ ち や ま

足 立 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

44 � ストロングタイタン 牡3鹿 54 D．ホワイト �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 526＋ 41：48．1 1．7�

（香港）

78 フロレットアレー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 ハナ 6．4�
810 ゴールドインゴット 牡3黒鹿54 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 466± 0 〃 クビ 8．8�
33 オブリゲーション 牡3鹿 54 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 452－ 61：48．73	 8．8�
55 レッドカイザー 牡5黒鹿57 松田 大作 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 61：49．01
 15．1	
66 � ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55 岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 466－ 6 〃 クビ 27．9

79 エリタージュゲラン 牡5鹿 57 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 日高 白井牧場 458＋ 21：49．21� 86．6�
11 � シ ン キ ロ ウ 牡4青鹿57 酒井 学野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 452－ 4 〃 クビ 73．2�
67 マコトサダイジン 5栗 57 D．バルジュー �ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 434－ 2 〃 アタマ 7．0

（伊）

22 メ ナ ス コ 4黒鹿57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432－ 81：49．52 51．2�

811� エアシーラン 牡4黒鹿57 小牧 太村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 480＋ 81：50．77 82．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，826，200円 複勝： 66，020，500円 枠連： 13，569，600円
馬連： 70，376，500円 馬単： 44，190，400円 ワイド： 34，254，200円
3連複： 87，286，800円 3連単： 185，315，600円 計： 535，839，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 240円 �� 330円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 348262 的中 � 158386（1番人気）
複勝票数 計 660205 的中 � 376754（1番人気）� 65835（2番人気）� 44040（5番人気）
枠連票数 計 135696 的中 （4－7） 19589（2番人気）
馬連票数 計 703765 的中 �� 90868（2番人気）
馬単票数 計 441904 的中 �� 43709（2番人気）
ワイド票数 計 342542 的中 �� 40270（1番人気）�� 26082（4番人気）�� 12328（8番人気）
3連複票数 計 872868 的中 ��� 55094（4番人気）
3連単票数 計1853156 的中 ��� 36918（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．7―11．8―11．9―12．0―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．8―47．6―59．5―1：11．5―1：23．9―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングタイタン �
�
父 Regal Ransom �

�
母父 Tiznow デビュー 2015．8．30 小倉1着

2013．3．22生 牡3鹿 母 Titan Queen 母母 Ensnare 5戦2勝 賞金 20，801，000円
〔その他〕 ゴールドインゴット号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22046 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

あ ま く さ

天 草 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

611 ヒデノインペリアル 牡4栗 57 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 518＋ 41：45．4 2．5�
58 ロンドンタウン 牡3鹿 54 川田 将雅薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 512＋ 81：45．61� 6．9�
814 カフェブリッツ 牡3鹿 54 D．ホワイト 西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 544－ 41：45．91	 7．4�

（香港）

59 セレッソレアル 牝5栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 492－ 21：46．0
 75．8�
22 キョウワランサー 牡5栗 57 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B472＋ 21：46．32 10．6�
815 キクノレジェ 牡3鹿 54 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 野島牧場 466－ 71：46．51 22．1	
23 パイロキシン 牡4栗 57 D．バルジュー 加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B496＋ 81：46．6	 6．3


（伊）

712 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 466± 01：46．92 35．0�
47 フジインザスカイ 牝5鹿 55 藤岡 康太藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470＋161：47．0クビ 70．6�
713 モ ズ ス タ ー 牡5鹿 57 国分 優作 キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 宮内牧場 490－ 41：47．1
 10．7�
610� タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿57 酒井 学浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：47．2	 46．2�
11 ヒドゥンブレイド 牡6黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 ハナ 17．1�
46 スズカアドニス 牡6栗 57 義 英真永井 宏明氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 484－ 41：47．41
 63．6�
34 メイショウキトラ 牡5栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 500＋141：47．6	 42．7�
35 � ベストサーパス 牡7栗 57 藤懸 貴志小川 勲氏 奥村 豊 米 Iron County

Farms Inc B496－ 21：50．1大差 122．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，872，900円 複勝： 52，486，400円 枠連： 28，201，100円
馬連： 113，209，800円 馬単： 51，473，000円 ワイド： 54，141，900円
3連複： 150，929，100円 3連単： 212，585，600円 計： 700，899，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 240円 枠 連（5－6） 940円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 530円 �� 420円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 10，800円

票 数

単勝票数 計 378729 的中 � 120714（1番人気）
複勝票数 計 524864 的中 � 140082（1番人気）� 53462（3番人気）� 45741（5番人気）
枠連票数 計 282011 的中 （5－6） 23048（3番人気）
馬連票数 計1132098 的中 �� 80568（4番人気）
馬単票数 計 514730 的中 �� 23030（3番人気）
ワイド票数 計 541419 的中 �� 26675（4番人気）�� 34949（2番人気）�� 10361（14番人気）
3連複票数 計1509291 的中 ��� 42510（5番人気）
3連単票数 計2125856 的中 ��� 14261（17番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．4―12．8―12．0―11．7―12．1―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．9―43．7―55．7―1：07．4―1：19．5―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F38．0
1
3
13，14（5，6，11）（4，12）（2，3）（8，10）15，7，9，1
13（14，11）（4，12）（5，3）8（2，6，10）15，7－9，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒデノインペリアル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2014．11．15 福島2着

2012．3．25生 牡4栗 母 ジャックヒマワリ 母母 レディアイスキューブス 17戦4勝 賞金 65，748，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 タイマツリ号の騎手太宰啓介は，第8競走での落馬負傷のため酒井学に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22047 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第52回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，27．8．8以降28．7．31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

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

33 クランモンタナ 牡7芦 54 和田 竜二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480－ 42：00．0 36．6�
55 ベ ル ー フ 牡4鹿 56 D．ホワイト �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 2 〃 クビ 7．8�
（香港）

22 エキストラエンド 牡7鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464－ 62：00．1� 10．9�
811 ダ コ ー ル 牡8鹿 58 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 474－ 22：00．2クビ 4．1�
56 マーティンボロ 牡7青鹿57 藤岡 佑介吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 10．9	
68 テイエムイナズマ 牡6黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 498－ 42：00．41 13．9

11 サトノラーゼン 牡4鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460± 02：00．61� 4．4�
67 メイショウナルト 	8鹿 56 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 454－ 6 〃 クビ 21．2�
44 アングライフェン 牡4鹿 55 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 42：00．8
 5．2
812 プランスペスカ 牡6鹿 53 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472± 02：01．01� 11．0�
710 ウインリバティ 牝5黒鹿52 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 22：01．1
 30．2�
79 リヤンドファミユ 牡6鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 42：01．41� 62．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 144，853，100円 複勝： 192，219，000円 枠連： 95，561，100円
馬連： 569，004，200円 馬単： 233，978，100円 ワイド： 235，571，700円
3連複： 929，937，700円 3連単： 1，554，530，200円 計： 3，955，655，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 790円 � 290円 � 380円 枠 連（3－5） 7，670円

馬 連 �� 13，340円 馬 単 �� 35，060円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 2，950円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 30，720円 3 連 単 ��� 321，730円

票 数

単勝票数 計1448531 的中 � 31599（11番人気）
複勝票数 計1922190 的中 � 57882（11番人気）� 187956（4番人気）� 134080（7番人気）
枠連票数 計 955611 的中 （3－5） 9652（24番人気）
馬連票数 計5690042 的中 �� 33039（44番人気）
馬単票数 計2339781 的中 �� 5005（96番人気）
ワイド票数 計2355717 的中 �� 18749（42番人気）�� 20395（38番人気）�� 41811（20番人気）
3連複票数 計9299377 的中 ��� 22698（107番人気）
3連単票数 計15545302 的中 ��� 3503（843番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―36．2―48．7―1：00．5―1：12．3―1：23．9―1：35．6―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クランモンタナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．23 京都4着

2009．2．12生 牡7芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 40戦6勝 賞金 178，858，000円
〔制裁〕 マーティンボロ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・5

番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22048 8月7日 晴 良 （28小倉2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 特 別
発走16時15分 （芝・右）
3歳以上，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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

55 スカイパッション 牝4栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 466＋221：08．6 71．3�
810 フェザリータッチ 牡3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 440－ 21：08．81� 4．3�
89 メイショウラバンド 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 460＋ 4 〃 アタマ 6．8�
22 ウォーターラボ 牝4青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 460－ 41：08．9
 2．9�
44 エスペランサリュウ 牡3鹿 54 和田 竜二江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 456＋ 41：09．0クビ 13．9	
66 サカジロテンオー 牡3鹿 54 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 484－ 4 〃 ハナ 8．5

77 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57 D．ホワイト 亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 444＋ 4 〃 クビ 5．0�

（香港）

33 オールパーパス �5栗 57 D．バルジュー 前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470－101：09．32 26．8�

（伊）

78 ラホーヤビーチ 牝4青鹿55 古川 吉洋 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 468＋10 〃 クビ 37．7�

11 � エナジータウン 牡4鹿 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s
Stud 452＋ 21：10．47 14．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，705，500円 複勝： 62，924，100円 枠連： 26，812，300円
馬連： 129，800，300円 馬単： 62，897，900円 ワイド： 60，727，100円
3連複： 161，088，800円 3連単： 302，664，100円 計： 862，620，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，130円 複 勝 � 1，240円 � 180円 � 210円 枠 連（5－8） 6，840円

馬 連 �� 16，850円 馬 単 �� 44，840円

ワ イ ド �� 5，720円 �� 5，150円 �� 550円

3 連 複 ��� 28，140円 3 連 単 ��� 321，270円

票 数

単勝票数 計 557055 的中 � 6244（10番人気）
複勝票数 計 629241 的中 � 9655（10番人気）� 111744（2番人気）� 84882（4番人気）
枠連票数 計 268123 的中 （5－8） 3035（20番人気）
馬連票数 計1298003 的中 �� 5967（36番人気）
馬単票数 計 628979 的中 �� 1052（78番人気）
ワイド票数 計 607271 的中 �� 2610（40番人気）�� 2903（39番人気）�� 30674（6番人気）
3連複票数 計1610888 的中 ��� 4292（82番人気）
3連単票数 計3026641 的中 ��� 683（555番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイパッション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．1．11 京都7着

2012．2．27生 牝4栗 母 ユ キ ノ マ イ 母母 エ ス カ ニ ア 7戦1勝 賞金 12，573，000円
〔騎手変更〕 ラホーヤビーチ号の騎手太宰啓介は，第8競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目 ４レース目



（28小倉2）第4日 8月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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 手 当

237，950，000円
1，270，000円
10，400，000円
1，900，000円
25，830，000円
63，646，500円
4，991，800円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
484，656，500円
667，584，600円
263，073，900円
1，241，368，500円
603，415，900円
599，189，000円
1，829，037，300円
3，003，047，800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 8，691，373，500円

総入場人員 20，296名 （有料入場人員 ）
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