
22073 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第1競走 ��1，800�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
1：47．9
1：45．9

良
良

814 オイカケマショウ 牡2鹿 54
51 ▲荻野 極小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 460＋ 21：50．9 58．3�

610 ビートフォーセール 牝2鹿 54 D．ホワイト �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 クビ 5．9�
（香港）

45 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 424＋ 41：51．21� 2．2�
69 テイエムグッドマン 牡2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 474＋ 41：51．52 29．1�
34 クレアチェイス 牝2鹿 54 川田 将雅 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 422－141：51．6� 5．2�
58 タキシードネコ 牡2黒鹿54 �島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 396± 01：51．7� 52．8	
46 マナープリンセス 牝2鹿 54 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 石郷岡 雅樹 476＋ 41：51．8� 8．8

813 ユキエファルコン 牡2黒鹿54 松若 風馬平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 476＋101：52．01� 111．5�
22 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 454－ 21：52．1クビ 165．3�
711 ミルトプリンス 牡2鹿 54 藤岡 康太永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 長浜 忠 424＋ 21：52．31� 40．6
57 メザセテッペン 牡2栗 54 国分 優作西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 452－101：52．72� 353．4�
33 イ ヴ レ ア 牡2栗 54 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 454－ 41：53．12� 109．2�
712 シゲルアミメキリン 牡2芦 54

52 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 452－ 81：55．3大差 177．9�
11 ビップラフォーレ 牡2栃栗54 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 442－10 （競走中止） 6．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，591，900円 複勝： 20，599，400円 枠連： 7，768，500円
馬連： 30，657，200円 馬単： 19，470，800円 ワイド： 18，984，700円
3連複： 47，638，800円 3連単： 65，640，300円 計： 228，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，830円 複 勝 � 750円 � 170円 � 120円 枠 連（6－8） 6，280円

馬 連 �� 14，750円 馬 単 �� 36，870円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 2，870円 �� 340円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 151，070円

票 数

単勝票数 計 175919 的中 � 2561（9番人気）
複勝票数 計 205994 的中 � 4403（9番人気）� 29872（3番人気）� 60677（1番人気）
枠連票数 計 77685 的中 （6－8） 958（16番人気）
馬連票数 計 306572 的中 �� 1610（29番人気）
馬単票数 計 194708 的中 �� 396（71番人気）
ワイド票数 計 189847 的中 �� 1258（29番人気）�� 1577（25番人気）�� 16409（3番人気）
3連複票数 計 476388 的中 ��� 2847（33番人気）
3連単票数 計 656403 的中 ��� 315（322番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―12．7―12．6―12．2―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．4―49．1―1：01．7―1：13．9―1：26．0―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
・（9，11）13（6，4）（10，12）（8，14）（1，2）－（7，5）－3・（9，13）11（6，4，5）1，10，8（14，12）（7，2）－3

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

勝馬の
紹 介

オイカケマショウ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．6．26 阪神11着

2014．2．16生 牡2鹿 母 ハナヨメノレン 母母 メ ロ ン パ ン 3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〕 ビップラフォーレ号は，4コーナーで急に外側に逃避したため競走中止。
〔制裁〕 タキシードネコ号の騎手�島良太は，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100，000円。（被害馬：11番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビップラフォーレ号は，平成28年8月21日から平成28年9月11日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアミメキリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月20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。

22074 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系2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 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

22 スターペスマリア 牝2栗 54 浜中 俊河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 470＋ 8 59．6 2．4�
79 ウイナーズロード 牝2青鹿 54

51 ▲荻野 極�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 414＋ 2 59．7� 5．9�
33 カズマペッピーノ 牡2黒鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 488－ 21：00．33� 12．3�
11 テイエムアニマンテ 牡2青鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 474－ 21：00．51� 86．4�
710 ガールズブランド 牝2栗 54 太宰 啓介吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 428－ 4 〃 クビ 107．9�
68 キーメンバー 牡2鹿 54 酒井 学北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 420－ 21：00．6� 32．5	
55 ブルベアパンサー 牡2栗 54 和田 竜二 
ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 452－ 21：01．02� 6．2�
811 シゲルオカピ 牡2黒鹿54 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 430± 0 〃 クビ 135．1�
67 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 440＋ 21：01．63� 178．3
56 ライスエイト 牝2黒鹿54 幸 英明�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 448－ 21：01．81� 23．4�
812 メイショウカリナン 牡2鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 468± 0 〃 アタマ 3．9�
44 ブルベアリンクス 牡2黒鹿54 小牧 太 
ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 高橋 義浩 464＋ 41：02．11� 92．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，752，200円 複勝： 22，928，500円 枠連： 7，210，700円
馬連： 36，141，100円 馬単： 20，667，900円 ワイド： 19，715，900円
3連複： 45，344，000円 3連単： 69，392，300円 計： 243，152，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 170円 � 200円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 370円 �� 480円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 7，350円

票 数

単勝票数 計 217522 的中 � 74389（1番人気）
複勝票数 計 229285 的中 � 60044（1番人気）� 31383（4番人気）� 24470（5番人気）
枠連票数 計 72107 的中 （2－7） 7526（3番人気）
馬連票数 計 361411 的中 �� 33106（3番人気）
馬単票数 計 206679 的中 �� 10904（4番人気）
ワイド票数 計 197159 的中 �� 14368（3番人気）�� 10312（7番人気）�� 8167（9番人気）
3連複票数 計 453440 的中 ��� 15424（7番人気）
3連単票数 計 693923 的中 ��� 6842（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―35．0―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターペスマリア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．23 中京6着

2014．5．5生 牝2栗 母 ウインブロッサム 母母 ケイティディド 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 テイエムアニマンテ号は，枠入り不良。

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７日



22075 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・右）

牝，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
1：06．5
1：06．5

良
良

612 ナムラエルサ 牝3鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 462＋101：09．0 4．8�
816 スパイチャクラ 牝3黒鹿54 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 468＋161：09．74 3．3�
510 ウイングフィールド 牝3鹿 54 国分 優作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 468－ 21：09．91� 14．8�
47 テイエムサンピラー 牝3芦 54

52 △義 英真竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 508＋ 81：10．22 32．8�
35 ラブリーラッフル 牝3青鹿54 川田 将雅�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 434＋ 4 〃 ハナ 2．7�
24 ライドオンザムーン 牝3黒鹿54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 464－ 41：10．3クビ 128．3	
714 ジャストセーブラブ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼
ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 4 〃 クビ 11．7�

611 トーホウリリー 牝3栗 54 岩田 康誠東豊物産
 高橋 亮 日高 竹島 幸治 434＋10 〃 アタマ 40．6�
59 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 和田 竜二山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 484± 01：10．4クビ 11．5
36 メイショウオムロ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 �川フアーム 440－10 〃 アタマ 68．1�
23 セントラルルーク 牝3黒鹿54 D．バルジュー 大迫 基弘氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 470＋ 21：10．61� 94．1�

（伊）

11 タマモブレスレット 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人タマモ
 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 440＋ 61：10．91� 143．3�

12 ディバインブレス 牝3鹿 54 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 田中スタッド 426－ 21：11．0� 180．9�
713 ダムデミステル 牝3栗 54 岡田 祥嗣�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452－ 4 〃 クビ 293．8�
48 ルールチェリッシュ 牝3栗 54 松山 弘平儀賀 昭三氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 482＋12 〃 ハナ 45．8�
817 ヤマニンプチサボン 牝3栗 54

51 ▲荻野 極土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 454＋ 41：11．1� 146．6�
815 トウカイソンジュ 牝3鹿 54 松田 大作内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 434－12 〃 アタマ 93．7�
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売 得 金
単勝： 22，663，900円 複勝： 25，480，700円 枠連： 10，914，300円
馬連： 39，268，600円 馬単： 21，852，000円 ワイド： 24，775，100円
3連複： 55，907，500円 3連単： 69，708，000円 計： 270，570，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 140円 � 260円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 360円 �� 910円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 226639 的中 � 37562（3番人気）
複勝票数 計 254807 的中 � 37010（3番人気）� 54476（2番人気）� 20444（5番人気）
枠連票数 計 109143 的中 （6－8） 11075（3番人気）
馬連票数 計 392686 的中 �� 43125（2番人気）
馬単票数 計 218520 的中 �� 9271（5番人気）
ワイド票数 計 247751 的中 �� 19481（2番人気）�� 6570（12番人気）�� 7592（11番人気）
3連複票数 計 559075 的中 ��� 13055（10番人気）
3連単票数 計 697080 的中 ��� 3755（33番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．4―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラエルサ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．3．20 阪神7着

2013．5．21生 牝3鹿 母 レーヌヴェルト 母母 グリーンポーラ 5戦1勝 賞金 5，760，000円
※出走取消馬 サトノサンシャイン号（疾病〔感冒〕のため）
※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） 5頭 コンスタンシー号・ブラボーウォーム号・マクスウェル号・レイホーロマンス号・ロングブリオ号
※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。

22076 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7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 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� 基準タイム3：09．4良

88 ルペールノエル 牡6黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 518－ 43：10．5 2．4�

77 メイショウオヤシオ �4栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 462－ 23：10．71� 6．2�
22 ハクサンゲイン 牡4栗 60 植野 貴也篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 464＋ 43：10．8� 17．6�
55 リヴゴーシュ �4栗 60 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 63：11．0� 4．2�
44 ウメジマダイオー 牡7鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 526＋ 63：12．38 26．2�
11 タ ピ エ ス 牡4鹿 60 中村 将之細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 482－ 43：12．93� 13．2	
33 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 436－143：13．22 35．9

66 マイネルゼーラフ 牡5青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 478－ 83：13．62� 3．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 12，950，200円 複勝： 11，497，500円 枠連： 発売なし
馬連： 26，312，300円 馬単： 17，085，600円 ワイド： 13，470，700円
3連複： 34，473，900円 3連単： 73，209，000円 計： 188，999，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 530円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 129502 的中 � 42466（1番人気）
複勝票数 計 114975 的中 � 31280（1番人気）� 18232（4番人気）� 8312（5番人気）
馬連票数 計 263123 的中 �� 29541（3番人気）
馬単票数 計 170856 的中 �� 11148（3番人気）
ワイド票数 計 134707 的中 �� 12735（3番人気）�� 6407（7番人気）�� 2471（17番人気）
3連複票数 計 344739 的中 ��� 7293（12番人気）
3連単票数 計 732090 的中 ��� 4591（35番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．1－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

�
�
7，1，5，6（2，3）－8－4・（2，7）8，5－6（1，4）3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルペールノエル �

父 アドマイヤムーン �


母父 Lear Fan デビュー 2013．4．14 阪神4着

2010．3．12生 牡6黒鹿 母 サ ン タ マ マ 母母 Sangue 障害：11戦2勝 賞金 32，700，000円



22077 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第5競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

77 クリノヤマトノオー 牡2鹿 54 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 438 ―1：10．6 15．6�
66 スマートウェールズ 牡2黒鹿54 浜中 俊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 458 ―1：10．7� 4．2�
810 オーミシューマン 牡2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 442 ― 〃 アタマ 24．3�
33 マ ジ ョ ラ ム 牝2鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―1：10．8� 17．3�
22 イナズママンボ 牝2鹿 54 田中 健小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 444 ―1：11．01� 22．5�

（コウエイツバキ）

78 カフジリバー 牡2鹿 54 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506 ―1：11．42� 14．8	

11 ファンタジステラ 牡2鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 2．1

89 ボンセルヴィーソ 牡2栗 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 480 ―1：12．25 5．4�
55 メイショウヤエヤマ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 486 ― 〃 アタマ 61．2�
44 ランドジュピター 牡2鹿 54 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 450 ―1：12．62� 85．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，917，600円 複勝： 21，050，500円 枠連： 7，625，100円
馬連： 31，135，400円 馬単： 21，277，400円 ワイド： 17，296，900円
3連複： 40，247，200円 3連単： 69，547，500円 計： 230，097，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 410円 � 180円 � 490円 枠 連（6－7） 1，430円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，410円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 115，110円

票 数

単勝票数 計 219176 的中 � 11922（5番人気）
複勝票数 計 210505 的中 � 12112（5番人気）� 37713（2番人気）� 9617（7番人気）
枠連票数 計 76251 的中 （6－7） 4122（6番人気）
馬連票数 計 311354 的中 �� 8253（9番人気）
馬単票数 計 212774 的中 �� 2093（26番人気）
ワイド票数 計 172969 的中 �� 4975（10番人気）�� 1803（26番人気）�� 3035（17番人気）
3連複票数 計 402472 的中 ��� 2030（39番人気）
3連単票数 計 695475 的中 ��� 438（272番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．2―47．0―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノヤマトノオー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．3．5生 牡2鹿 母 ブリュンヒルト 母母 フィールディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22078 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時50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

36 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 496＋ 62：01．4 7．5�
35 メイショウガーデン 牝3黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 508－ 22：01．5� 28．1�
612 ゴッドテンス 牡3芦 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 510＋ 42：01．82 13．8�
713 バトルローザ 牝3鹿 54

52 △義 英真宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 442－ 22：02．22� 198．5�
611 ブリーズリー 牡3鹿 56 川田 将雅中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 474± 0 〃 クビ 6．2�
510 アズナヴァル 牡3鹿 56 浜中 俊前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 42：02．62� 4．8�
714 イメージング 牝3鹿 54 太宰 啓介	ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 458＋12 〃 クビ 32．3

47 エイシンミキサー 牡3黒鹿56 和田 竜二	栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494± 02：02．7クビ 18．2�
11 ミッキースマシング 牝3栗 54 幸 英明野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 420± 02：03．44 17．4�
23 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 D．ホワイト 前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 62：03．61 2．5
（香港）

816 ヤマカツリーダー �3黒鹿56 松山 弘平山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 2 〃 クビ 49．0�
59 ボ ー リ ン 牝3鹿 54 国分 優作松田 整二氏 日吉 正和 伊達 高橋農場 454± 02：03．91� 248．1�
24 ハッピーフィート 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極中本 行則氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 484± 02：04．0� 120．8�
817 スズカコメット 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 482＋ 42：04．1� 303．0�
715 マテンロウバッハ 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 486＋20 〃 ハナ 64．5�
12 レ イ ナ ア ラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太名古屋友豊	 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 22：04．2� 39．9�
818 スイフトアタック 牡3鹿 56 松若 風馬	ノースヒルズ 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 508＋ 22：04．41 49．7�
48 クローディーヌ 牝3栗 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 420－142：05．14 246．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，956，100円 複勝： 31，953，800円 枠連： 14，135，200円
馬連： 47，457，900円 馬単： 24，558，400円 ワイド： 28，681，300円
3連複： 66，441，700円 3連単： 82，889，700円 計： 319，074，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 580円 � 360円 枠 連（3－3） 13，770円

馬 連 �� 11，110円 馬 単 �� 19，970円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 1，290円 �� 6，250円

3 連 複 ��� 39，290円 3 連 単 ��� 222，570円

票 数

単勝票数 計 229561 的中 � 24355（4番人気）
複勝票数 計 319538 的中 � 33995（4番人気）� 13040（8番人気）� 23621（5番人気）
枠連票数 計 141352 的中 （3－3） 795（30番人気）
馬連票数 計 474579 的中 �� 3310（32番人気）
馬単票数 計 245584 的中 �� 922（63番人気）
ワイド票数 計 286813 的中 �� 2215（31番人気）�� 5878（12番人気）�� 1161（50番人気）
3連複票数 計 664417 的中 ��� 1268（100番人気）
3連単票数 計 828897 的中 ��� 270（564番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．7―12．5―12．1―11．9―12．3―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．1―47．8―1：00．3―1：12．4―1：24．3―1：36．6―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムナナヒカリ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．12．13 中京2着

2013．3．16生 牡3青鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 11戦1勝 賞金 11，690，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 イリデッセンス号・セブンスセンス号・タガノスケルド号・テイケイアムール号・トーコージュエリー号・

レッドレスパース号
※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。



22079 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走13時20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

23 エンヴァール 牡3栗 56 川田 将雅寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462－ 21：47．6 1．6�
48 メイショウミツタダ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B506＋ 21：47．81� 11．3�
713 エイシンリーダー 牡3栗 56 松田 大作�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 458－ 4 〃 ハナ 85．1�
815 ウォーターマクベス 牡3黒鹿56 藤岡 康太山岡 良一氏 吉村 圭司 浦河 畔高牧場 510－ 41：48．12 28．3�
35 メイショウエガオ 牝3栗 54 小牧 太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 吉田 又治 466＋ 61：48．2� 176．6�
36 メイショウトヅガワ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 日高 高柳 隆男 B480＋ 21：48．41 38．5	
24 イ フ リ ー ト 牡3栗 56 中谷 雄太 
サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 21：48．82� 28．8�
59 カレンジラソーレ 牡3栗 56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 アタマ 11．0�
12 メイショウコッコ 牝3栗 54 北村 友一松本 好氏 安達 昭夫 浦河 辻 牧場 428－12 〃 アタマ 140．2�
612 カフジマニッシュ 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 506－ 41：49．11� 4．8�
510 シゲルクロカジキ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 500－ 21：49．2� 301．1�
47 ゾ ン コ ラ ン 牡3鹿 56 D．バルジュー 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476－ 21：49．41� 51．4�

（伊）

11 ロードセレリティ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか 前川 正美 486－ 21：49．61� 10．7�
714 ノボリクラウン 牡3黒鹿56 酒井 学原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 444± 01：50．55 192．9�
816 ディッタースドルフ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 490－ 41：51．67 212．0�
611 ハートハンター 牝3鹿 54 藤岡 佑介
ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 笹地牧場 402± 01：52．13 408．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，281，600円 複勝： 54，458，000円 枠連： 14，151，600円
馬連： 54，824，300円 馬単： 31，045，400円 ワイド： 32，274，300円
3連複： 72，649，600円 3連単： 113，256，000円 計： 403，940，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 1，630円 枠 連（2－4） 610円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，820円 �� 8，420円

3 連 複 ��� 21，430円 3 連 単 ��� 47，730円

票 数

単勝票数 計 312816 的中 � 154706（1番人気）
複勝票数 計 544580 的中 � 236743（1番人気）� 49353（3番人気）� 4355（10番人気）
枠連票数 計 141516 的中 （2－4） 17902（3番人気）
馬連票数 計 548243 的中 �� 47753（4番人気）
馬単票数 計 310454 的中 �� 22564（3番人気）
ワイド票数 計 322743 的中 �� 26232（2番人気）�� 2026（29番人気）�� 909（46番人気）
3連複票数 計 726496 的中 ��� 2542（51番人気）
3連単票数 計1132560 的中 ��� 1720（135番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．9―12．9―12．5―12．7―13．1―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．9―42．8―55．3―1：08．0―1：21．1―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンヴァール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Charismatic デビュー 2015．10．18 京都2着

2013．3．14生 牡3栗 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 4戦1勝 賞金 11，400，000円
※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） 6頭 ウイングエンペラー号・サンマルオーロラ号・シゲルオニカマス号・ラファータ号・リベランジェロ号・

ロマンチックドラマ号
（非抽選馬） 1頭 ガラスダマノピアス号
※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。

22080 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右）

牝，500万円以下；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

56 レッドラヴィータ 牝5栗 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450± 01：48．1 17．2�
22 サンレイフローラ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B458＋ 41：48．52� 94．8�
811 ヴィンテージローズ 牝5栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 クビ 3．5�
33 トウシンハンター 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：48．71� 38．6�
55 ヤマニンエルフィン 牝5鹿 55 川田 将雅土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 468－ 81：49．01	 3．3�
68 センショウレイナ 牝3鹿 52 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 464－ 4 〃 アタマ 4．0	
11 フラッシュバイオ 牝5鹿 55 D．バルジュー バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：49．1クビ 14．4


（伊）

812 アルティマヒート 牝3栗 52 和田 竜二 �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 462＋ 2 〃 クビ 8．0�

710 アドマイヤウイング 牝5鹿 55
53 △義 英真近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474－121：49．31� 91．1

67 メイショウメリリー 牝3黒鹿52 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 440± 01：49．62 9．8�
79 カフジビーナス 牝3鹿 52 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 402－ 81：50．02� 41．1�
44 アグネスリュシアン 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 466－ 21：50．1	 291．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，899，400円 複勝： 34，486，900円 枠連： 15，129，800円
馬連： 53，478，800円 馬単： 28，241，600円 ワイド： 28，288，600円
3連複： 67，030，800円 3連単： 98，901，500円 計： 351，457，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 470円 � 1，470円 � 160円 枠 連（2－5） 11，130円

馬 連 �� 50，720円 馬 単 �� 82，090円

ワ イ ド �� 6，740円 �� 1，060円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 54，580円 3 連 単 ��� 547，350円

票 数

単勝票数 計 258994 的中 � 11988（7番人気）
複勝票数 計 344869 的中 � 16631（7番人気）� 4756（10番人気）� 74761（2番人気）
枠連票数 計 151298 的中 （2－5） 1053（19番人気）
馬連票数 計 534788 的中 �� 817（52番人気）
馬単票数 計 282416 的中 �� 258（94番人気）
ワイド票数 計 282886 的中 �� 1057（43番人気）�� 7168（13番人気）�� 1899（31番人気）
3連複票数 計 670308 的中 ��� 921（102番人気）
3連単票数 計 989015 的中 ��� 131（698番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．1―11．6―11．4―11．8―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．7―48．3―59．7―1：11．5―1：23．4―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドラヴィータ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．6．23 阪神2着

2011．2．22生 牝5栗 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 22戦3勝 賞金 30，400，000円
※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。



22081 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第9競走 ��
��1，700�

あ お し ま

青 島 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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：39．8
1：39．8

良
良

44 ウインクルサルーテ 牝3鹿 52 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 416＋101：41．7 6．4�
68 マテラアリオン 牡3黒鹿54 岩田 康誠大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 468＋ 41：41．91� 8．9�
79 クリノサンスーシ 牝3鹿 52 太宰 啓介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 424－ 61：42．0	 19．0�
22 ダノンスパーク 牡3鹿 54 浜中 俊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：42．42
 3．0�
11 グランノーブル 牡3鹿 54 川田 将雅三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 492＋ 2 〃 ハナ 2．2�
67 � 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 474＋ 81：42．5
 32．2	
33 ブルーフラッシュ �5芦 57 D．バルジュー 桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 444－ 2 〃 クビ 26．1


（伊）

812� ラックアサイン 牝4鹿 55 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 61：42．6クビ 118．5�
55 マコトクラダリング 牝3鹿 52 和田 竜二�ディアマント 島 一歩 安平 ノーザンファーム 490－ 41：42．81� 20．4�
811 クリノセゴビア 牝3黒鹿52 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 432＋101：42．9	 111．1
710 マイネルサグラ 牡3栗 54 D．ホワイト �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 41：43．53
 74．9�
（香港）

56 � パスファインダー 牡5鹿 57 松田 大作辻 高史氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 454± 01：43．71� 203．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，469，500円 複勝： 32，248，900円 枠連： 15，689，900円
馬連： 71，101，700円 馬単： 37，002，300円 ワイド： 34，703，300円
3連複： 84，811，100円 3連単： 140，764，200円 計： 444，790，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 210円 � 340円 枠 連（4－6） 1，360円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 830円 �� 910円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 30，920円

票 数

単勝票数 計 284695 的中 � 35562（3番人気）
複勝票数 計 322489 的中 � 49413（3番人気）� 40572（4番人気）� 21287（5番人気）
枠連票数 計 156899 的中 （4－6） 8892（6番人気）
馬連票数 計 711017 的中 �� 25102（6番人気）
馬単票数 計 370023 的中 �� 7310（13番人気）
ワイド票数 計 347033 的中 �� 11003（7番人気）�� 9943（8番人気）�� 5451（18番人気）
3連複票数 計 848111 的中 ��� 7056（28番人気）
3連単票数 計1407642 的中 ��� 3300（96番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―42．2―53．8―1：05．7―1：17．7―1：29．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
8（7，10）1（3，5）（2，4，11）9－12，6・（8，10）5，1（7，4）3（9，2，11）12，6

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ウインクルサルーテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．21 阪神1着

2013．3．7生 牝3鹿 母 パッショナルダンス 母母 ランバダスタイル 8戦2勝 賞金 30，696，000円
※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。

22082 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

お ご お り

小 郡 特 別
発走15時00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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

816 ビットレート 牝4栗 55 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：09．4 2．7�
818� エイシンピカソ 牝3栗 52 藤岡 康太平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

454＋ 2 〃 クビ 5．6�
510 ショウナンマキシム 牝4鹿 55 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 416－ 41：09．61 24．9�
23 キョウワゼノビア 牝3黒鹿52 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 490＋16 〃 クビ 9．2�
35 ゲンキチハヤブサ 	4栗 57 松山 弘平荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 454＋ 61：09．7クビ 36．8�
12 ブライティアレディ 牝3青鹿52 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 416－ 6 〃 ハナ 8．1	
714
 タイキパラドックス 牡4栗 57 小牧 太�大樹ファーム 音無 秀孝 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444＋ 2 〃 ハナ 36．5

47 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 D．バルジュー �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 10．0�

（伊）

611 クリノスーアンコー 牡4青鹿57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 486－ 41：09．8� 54．2�
36 サンライズビーム 牡3芦 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 444＋14 〃 ハナ 73．3
24 リルティングインク 牝3黒鹿52 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 61：10．01� 13．9�
817
 ラ バ ニ ー ユ 牝4芦 55 D．ホワイト 前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 410－10 〃 ハナ 21．8�

（香港）

713 コルボノワール 牝4青鹿55 松若 風馬�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 476＋ 21：10．21 18．6�
48 ブレイズガール 牝3鹿 52 和田 竜二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 488＋14 〃 クビ 62．5�
11 ラッシュストーム 牝3黒鹿52 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 468＋121：10．73 167．6�
59  ローカルロマン 牝3鹿 52 山口 勲 �グリーンファーム東 眞市 様似 スイートフアーム B422－ 21：11．97 394．6�

（佐賀） （佐賀）

715 キンシロケット 牡3鹿 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 480± 01：12．64 16．7�
612 イザシュツジン 牡3鹿 54 �島 克也松田 整二氏 東 眞市 宮崎 橋口 幸一郎 454＋ 61：12．7� 263．3�

（佐賀） （佐賀）

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，973，100円 複勝： 57，523，200円 枠連： 31，781，700円
馬連： 105，582，200円 馬単： 45，009，800円 ワイド： 55，814，600円
3連複： 148，712，200円 3連単： 185，689，100円 計： 669，085，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 190円 � 460円 枠 連（8－8） 710円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，080円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 16，780円

票 数

単勝票数 計 389731 的中 � 111880（1番人気）
複勝票数 計 575232 的中 � 129535（1番人気）� 81701（2番人気）� 23572（10番人気）
枠連票数 計 317817 的中 （8－8） 34634（2番人気）
馬連票数 計1055822 的中 �� 96104（1番人気）
馬単票数 計 450098 的中 �� 23800（1番人気）
ワイド票数 計 558146 的中 �� 47965（1番人気）�� 12518（10番人気）�� 7984（18番人気）
3連複票数 計1487122 的中 ��� 24838（7番人気）
3連単票数 計1856891 的中 ��� 8021（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビットレート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．5 中京3着

2012．1．28生 牝4栗 母 スルーレート 母母 スルーオール 18戦2勝 賞金 36，002，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 キンシロケット号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イザシュツジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月20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 ラブローレル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



22083 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第11競走 ��
��1，700�T V Q 杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．8．22以降28．8．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

��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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

612 ザ マ ン ダ 牝5青鹿52 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 41：44．8 25．8�

24 	 タガノヴェリテ 牡4鹿 57 浜中 俊八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486± 01：45．43
 3．5�

35 サンタエヴィータ 牝5栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 41：45．5� 3．7�

713 パフュームボム 牝5鹿 51 �島 克駿飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：45．71 73．8�
815 シーリーヴェール 牡5青鹿55 和田 竜二 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 492＋ 81：45．91 10．6�
47 アドマイヤシャイ 牝4黒鹿54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 17．0	
23 サンライズカラー 牡7鹿 53 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 544＋ 41：46．11
 95．7

510 オウケンゴールド 牡5栃栗53 松山 弘平福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B488± 01：46．42 60．0�
12 タマモワカサマ 牡4鹿 54 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 486± 01：46．5クビ 40．5
59 スズカウラノス 牡7鹿 54 高倉 稜永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464－ 41：46．82 17．5�
816	 ヒラボクダッシュ 牡7栗 54 太宰 啓介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 442± 01：47．01 144．4�
11 ライドオンウインド 牡4栗 57．5 松田 大作名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 500－ 41：47．31� 11．0�
36 メイショウシシマル 牡5鹿 53 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 484＋ 61：47．51 63．7�
48 ディアブルーダー �5鹿 55 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 508－ 8 〃 ハナ 14．2�
611	 ピ エ リ ー ナ 牝5芦 52 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 81：48．56 27．9�
714 スマートノエル 牝4鹿 53 松若 風馬大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 488＋ 61：51．5大差 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，210，300円 複勝： 74，570，500円 枠連： 45，359，300円
馬連： 201，395，400円 馬単： 84，432，200円 ワイド： 93，060，200円
3連複： 304，520，300円 3連単： 443，195，300円 計： 1，298，743，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 500円 � 160円 � 150円 枠 連（2－6） 2，830円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，880円 �� 310円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 67，030円

票 数

単勝票数 計 522103 的中 � 16138（9番人気）
複勝票数 計 745705 的中 � 26870（9番人気）� 131119（2番人気）� 161616（1番人気）
枠連票数 計 453593 的中 （2－6） 12412（14番人気）
馬連票数 計2013954 的中 �� 27190（17番人気）
馬単票数 計 844322 的中 �� 4340（50番人気）
ワイド票数 計 930602 的中 �� 13012（16番人気）�� 11702（19番人気）�� 88578（1番人気）
3連複票数 計3045203 的中 ��� 32448（16番人気）
3連単票数 計4431953 的中 ��� 4793（201番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．0―12．9―12．6―12．2―12．6―12．2―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．1―43．0―55．6―1：07．8―1：20．4―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
7（14，10）（1，4，12）15（5，8）2（13，11）16－（3，9）－6
7（10，15）（1，14，4）12（2，5，11，16）8（3，13，9）6

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

勝馬の
紹 介

ザ マ ン ダ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．9．28 阪神6着

2011．3．30生 牝5青鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 23戦4勝 賞金 44，077，000円
〔その他〕 スマートノエル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 3頭 インテグラード号・サトノアッシュ号・ミッキーシーガル号
（非抽選馬） 4頭 スズカアドニス号・パイロキシン号・フジインザスカイ号・マッシヴヒーロー号

22084 8月20日 晴 良 （28小倉2）第7日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
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
56．9
56．9

重
重

11 � サントノーレ 牝4栗 55 松若 風馬吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 488± 0 59．2 44．8�
45 サーティグランド 牡4鹿 57

55 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 508＋16 〃 クビ 17．2�
34 マルクデラポム 牝3青鹿 52

49 ▲荻野 極三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 460－ 8 59．41� 7．5�
610 マルカメテオ 牡4栗 57 川須 栄彦日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 4．2�
22 コウエイラブリー 牝4鹿 55 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 506－ 6 59．5� 2．2�
711 ツーエムカイザー 牡4鹿 57 D．バルジュー 水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 490－ 2 59．6クビ 17．4�

（伊）

814� チョウエンペラー 牡5栗 57 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 452－ 6 59．81	 92．6	
58 � メガミチャン 牝4鹿 55

54 ☆
島 克駿
イージス 小崎 憲 千歳 社台ファーム B480＋ 21：00．11� 60．7�
813 シゲルサンマ 牡3黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 528＋ 81：00．31	 79．3�
33 ニホンピロヘーラー 牝4鹿 55 藤岡 佑介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 506＋ 21：00．51 52．2
57 グランドポピー 牝4栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 484＋18 〃 アタマ 15．8�
69 アナフィエル 牝3栗 52 松山 弘平
ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋161：01．03 31．8�
712 キクノブレイン 牡6黒鹿57 岩田 康誠菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 496－101：01．32 80．0�
46 ナムラボルト 牡3栗 54

53 ☆岩崎 翼奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 492＋181：02．04 7．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，409，100円 複勝： 46，541，400円 枠連： 25，725，600円
馬連： 99，770，100円 馬単： 52，260，800円 ワイド： 48，986，500円
3連複： 130，834，700円 3連単： 214，784，500円 計： 661，312，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，480円 複 勝 � 1，100円 � 470円 � 270円 枠 連（1－4） 11，840円

馬 連 �� 31，740円 馬 単 �� 63，940円

ワ イ ド �� 7，150円 �� 4，860円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 65，810円 3 連 単 ��� 610，660円

票 数

単勝票数 計 424091 的中 � 7560（9番人気）
複勝票数 計 465414 的中 � 9850（10番人気）� 25310（6番人気）� 51943（3番人気）
枠連票数 計 257256 的中 （1－4） 1683（25番人気）
馬連票数 計 997701 的中 �� 2436（52番人気）
馬単票数 計 522608 的中 �� 613（104番人気）
ワイド票数 計 489865 的中 �� 1747（52番人気）�� 2581（42番人気）�� 7197（17番人気）
3連複票数 計1308347 的中 ��� 1491（140番人気）
3連単票数 計2147845 的中 ��� 255（1003番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．2―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．3
3 ・（2，12）（1，3）－（7，6）11（4，8）10，5，9，13，14 4 2，12（1，3）－7（4，11）6－（8，10）（14，5）13，9

勝馬の
紹 介

�サントノーレ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラローレル

2012．3．20生 牝4栗 母 キャトルキャール 母母 プティクレール 13戦1勝 賞金 11，090，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※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） 1頭 サンライズシーズン号
（非抽選馬） 2頭 アーネストミノル号・ジュエルメッセージ号
※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。



（28小倉2）第7日 8月20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 167頭 本 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

181，600，000円
10，400，000円
1，530，000円
18，300，000円
64，461，750円
4，807，600円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
339，074，900円
433，339，300円
195，491，700円
797，125，000円
402，904，200円
416，052，100円
1，098，611，800円
1，626，977，400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 5，309，576，400円

総入場人員 7，599名 （有料入場人員 6，526名）
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