
22109 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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

88 フランシスコダイゴ 牡2鹿 54
53 ☆荻野 極 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 430± 01：09．2 3．0�

77 メイショウドウドウ 牡2黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 466－ 61：09．41� 12．7�
44 テイエムオスカー 牡2黒鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 476＋ 61：09．71� 2．0�
33 アルマアノン 牝2青鹿54 北村 友一コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 438－ 21：10．33� 12．2�
55 ヤマニンレジスタ 牡2栗 54 小坂 忠士土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 478± 01：10．4� 14．0�
11 ストロングタッグ 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 490＋ 61：10．93 88．1�
66 スターアイリス 牝2鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 北田 剛 426－ 8 〃 ハナ 8．0	
22 ジャスパームーン 牡2鹿 54 山口 勲加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 浜口牧場 422＋ 61：11．0� 58．6


（佐賀）

（8頭）

売 得 金
単勝： 19，087，300円 複勝： 19，753，400円 枠連： 発売なし
馬連： 31，668，200円 馬単： 19，281，400円 ワイド： 17，245，900円
3連複： 37，058，100円 3連単： 80，866，300円 計： 224，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 170円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 260円 �� 140円 �� 260円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 190873 的中 � 51392（2番人気）
複勝票数 計 197534 的中 � 50295（2番人気）� 15002（4番人気）� 81095（1番人気）
馬連票数 計 316682 的中 �� 16427（6番人気）
馬単票数 計 192814 的中 �� 6424（9番人気）
ワイド票数 計 172459 的中 �� 13999（4番人気）�� 41374（1番人気）�� 14310（3番人気）
3連複票数 計 370581 的中 ��� 58826（2番人気）
3連単票数 計 808663 的中 ��� 13330（16番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランシスコダイゴ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．16 中京4着

2015．5．1生 牡2鹿 母 セレスティアル 母母 アルバローズ 3戦1勝 賞金 6，600，000円
※出走取消馬 リネンクリーン号（疾病〔感冒〕のため）
※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。

22110 8月27日 晴 稍重 （29小倉2）第10日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

牝，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
1：41．8
1：40．9

不良
重

611 スズカスマート 牝3鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 480＋ 41：46．6 3．4�
510 エイシンムジカ 牝3栗 54 小牧 太平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 478＋ 4 〃 アタマ 4．5�
12 パープルミネルバ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 450－121：46．7� 12．9�

35 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 482－ 81：46．91� 5．5�
47 ナリタアマランサス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�オースミ 藤沢 則雄 日高 白井牧場 466＋10 〃 ハナ 18．7�
713 シャワーブーケ 牝3栗 54 北村 友一 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 478＋261：47．21� 73．3	
816 ストロベリーハーツ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿田島 政光氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 454＋ 61：47．41� 44．4

11 ブライトメモリー 牝3黒鹿54 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464＋ 41：47．5� 11．0�
23 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 酒井 学サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 21：47．6� 70．9�

24 キュイラッサ 牝3栗 54 松若 風馬一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 456＋ 81：47．7� 20．8
59 キシュウサラリン 牝3栗 54 山口 勲木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 412＋ 6 〃 ハナ 379．9�

（佐賀）

612 ウイングルイーズ 牝3栗 54 秋山真一郎池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 458＋ 4 〃 ハナ 15．9�
36 センターシティ 牝3鹿 54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 428± 01：47．8クビ 41．3�
714 シュクルダール 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム B508＋221：47．9� 15．1�
48 タムロセレッサ 牝3鹿 54 �島 克也谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 494± 01：48．43 16．9�

（佐賀）

815 スプレンダークラン 牝3黒鹿 54
53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B414± 01：48．61� 38．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，941，100円 複勝： 35，095，400円 枠連： 12，405，500円
馬連： 45，749，700円 馬単： 19，930，000円 ワイド： 31，406，300円
3連複： 67，809，400円 3連単： 77，003，900円 計： 311，341，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 160円 � 370円 枠 連（5－6） 790円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 400円 �� 860円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 14，990円

票 数

単勝票数 計 219411 的中 � 50411（1番人気）
複勝票数 計 350954 的中 � 65160（1番人気）� 62128（2番人気）� 18586（6番人気）
枠連票数 計 124055 的中 （5－6） 12030（2番人気）
馬連票数 計 457497 的中 �� 43071（1番人気）
馬単票数 計 199300 的中 �� 8919（2番人気）
ワイド票数 計 314063 的中 �� 21569（2番人気）�� 9054（5番人気）�� 5884（14番人気）
3連複票数 計 678094 的中 ��� 14334（4番人気）
3連単票数 計 770039 的中 ��� 3724（14番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．5―12．6―12．4―12．8―12．7―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．6―42．2―54．6―1：07．4―1：20．1―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカスマート �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．1．8 京都13着

2014．3．21生 牝3鹿 母 スズカルビー 母母 トーワルビー 11戦1勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 シャワーブーケ号の騎手北村友一は，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10，000円。（被害馬：3番・9

番）
※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 サンマルガイア号
※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。

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１０日



22111 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：06．5
1：06．5

良
良

713 タガノフレイア 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 404＋ 21：09．0 5．2�

11 タガノイシス 牝3鹿 54 川島 信二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B452＋ 41：09．1� 19．2�

715 シャイニーホーム 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 418－ 81：09．2クビ 18．1�
612 ミスパッション 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 452＋24 〃 アタマ 42．4�
47 レッドフィエルテ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 414＋ 6 〃 クビ 4．7	
36 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 松若 風馬山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 436＋ 4 〃 アタマ 4．2

611 ミツルファミリー 牡3鹿 56 �島 克也泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 494－221：09．41� 127．8�

（佐賀）

35 プラチナバイオ 牡3芦 56 松山 弘平バイオ� 高橋 義忠 平取 坂東牧場 470＋ 4 〃 アタマ 23．9�
59 マンボビート 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 中村 雅明 456＋ 4 〃 ハナ 9．6
24 メモリーディディ 牝3鹿 54 秋山真一郎�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 452－ 41：09．5� 38．4�
818 アルバシュルク 牝3栗 54

51 ▲富田 暁松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472＋101：09．71� 46．2�
714 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B476＋ 21：09．8� 36．2�
816 ファニーフェロー 牡3黒鹿56 浜中 俊小田 吉男氏 斉藤 崇史 日高 加藤牧場 468＋ 4 〃 アタマ 7．6�
48 サ ン バ デ ィ 牝3芦 54 川須 栄彦岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 420＋ 4 〃 アタマ 136．0�
510 エイシンプレミアム 牝3鹿 54 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 木田牧場 474＋ 21：10．01� 111．6�
23 イサチルリョウマ 牡3黒鹿56 菱田 裕二小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 454＋ 2 〃 クビ 274．2�
817 セレッソプレミオ 牝3黒鹿54 山口 勲三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 大平牧場 422－ 41：10．1� 212．1�

（佐賀）

12 エヴリトリック 牝3鹿 54 北村 友一�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B464－ 41：10．2� 9．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，420，400円 複勝： 41，352，400円 枠連： 13，031，200円
馬連： 54，738，500円 馬単： 24，071，900円 ワイド： 36，099，300円
3連複： 80，213，000円 3連単： 91，062，100円 計： 367，988，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 500円 � 410円 枠 連（1－7） 1，390円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，430円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 17，650円 3 連 単 ��� 90，060円

票 数

単勝票数 計 274204 的中 � 41880（3番人気）
複勝票数 計 413524 的中 � 63513（3番人気）� 19075（8番人気）� 24719（6番人気）
枠連票数 計 130312 的中 （1－7） 7235（6番人気）
馬連票数 計 547385 的中 �� 11048（14番人気）
馬単票数 計 240719 的中 �� 2722（23番人気）
ワイド票数 計 360993 的中 �� 6157（16番人気）�� 6578（12番人気）�� 2426（42番人気）
3連複票数 計 802130 的中 ��� 3407（56番人気）
3連単票数 計 910621 的中 ��� 733（281番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．3―11．8―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．3―45．1―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 2－（12，18）（6，14）（4，7，15）（5，13）（8，17）10（1，16）－11－（3，9） 4 2（12，18）14（6，15，13）（7，17，10）（4，5，8，1，16）11－（3，9）

勝馬の
紹 介

タガノフレイア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．1．28 京都6着

2014．3．11生 牝3鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 ミツルファミリー号の騎手�島克也は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）

タガノイシス号の騎手川島信二は，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10，000円。（被害馬：17番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 メイショウチロル号・ワンパーパス号
※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。

22112 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム3：09．4良

88 シゲルクーガー �3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 478－ 43：12．1 8．7�
11 アドマイヤデライト 牡4黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 522＋103：12．63 3．9�
55 ヨ カ グ ラ �4栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 1．6�
33 シゲルスズキ 牡4栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 498± 03：12．92 22．4�
44 ブラックマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 470－ 63：13．21� 36．7�
22 セルリアンコスモ 牡5鹿 60 中村 将之�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 520－163：16．9大差 78．5	
66 イチザビーナス 牝4鹿 58 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 柴田 光陽 新ひだか 木下牧場 478－103：17．32� 85．5

77 エアカミュゼ 牡6黒鹿60 西谷 誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506± 03：18．57 5．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 15，889，200円 複勝： 23，413，000円 枠連： 発売なし
馬連： 26，029，300円 馬単： 19，423，700円 ワイド： 13，291，000円
3連複： 31，925，300円 3連単： 91，928，600円 計： 221，900，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 150円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 300円 �� 210円 �� 130円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 8，040円

票 数

単勝票数 計 158892 的中 � 14597（4番人気）
複勝票数 計 234130 的中 � 15165（4番人気）� 26492（2番人気）� 148692（1番人気）
馬連票数 計 260293 的中 �� 12161（6番人気）
馬単票数 計 194237 的中 �� 3471（12番人気）
ワイド票数 計 132910 的中 �� 8754（5番人気）�� 13935（3番人気）�� 33400（1番人気）
3連複票数 計 319253 的中 ��� 57069（2番人気）
3連単票数 計 919286 的中 ��� 8288（26番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．5－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルクーガー 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．8．6 小倉11着

2014．3．17生 �3鹿 母 ワンサイドゲーム 母母 グッドゲーム 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円



22113 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時10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
2：01．2
1：59．8

良
良

66 バブリーバローズ 牡2栗 54 浜中 俊猪熊 広次氏 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442 ―2：03．6 2．2�

44 ナリタブルー 牡2栗 54
53 ☆岩崎 翼�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 462 ―2：03．91� 8．0�

89 クリノダイヤモンド 牡2黒鹿 54
53 ☆荻野 極栗本 博晴氏 荒川 義之 むかわ 上水牧場 482 ― 〃 ハナ 29．1�

55 ウインイノベーター 牡2鹿 54 菱田 裕二�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 448 ―2：04．0� 16．4�
77 キンノイナズマ 牡2青鹿54 松若 風馬岡 浩二氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 452 ― 〃 クビ 62．6�
33 タイセイトレイル 牡2黒鹿54 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480 ―2：04．21	 6．2	
88 クリノセッシュウ 牡2青鹿54 幸 英明栗本 博晴氏 中村 均 日高 シンボリ牧場 436 ―2：04．83� 27．8

11 ゼットアレース 牡2青 54 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472 ―2：04．9� 4．0�
22 グローリーグローリ 牡2黒鹿54 和田 竜二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494 ―2：06．38 13．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，896，500円 複勝： 27，918，600円 枠連： 7，943，800円
馬連： 39，302，700円 馬単： 25，191，000円 ワイド： 23，488，100円
3連複： 49，839，900円 3連単： 90，779，200円 計： 293，359，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 190円 � 490円 枠 連（4－6） 1，040円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 400円 �� 940円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 18，970円

票 数

単勝票数 計 288965 的中 � 105780（1番人気）
複勝票数 計 279186 的中 � 92874（1番人気）� 32271（4番人気）� 9220（8番人気）
枠連票数 計 79438 的中 （4－6） 5873（3番人気）
馬連票数 計 393027 的中 �� 31761（3番人気）
馬単票数 計 251910 的中 �� 13639（4番人気）
ワイド票数 計 234881 的中 �� 16451（3番人気）�� 6245（12番人気）�� 3243（25番人気）
3連複票数 計 498399 的中 ��� 6504（22番人気）
3連単票数 計 907792 的中 ��� 3468（67番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．7―13．2―12．8―12．3―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�
12．9―24．2―36．9―50．1―1：02．9―1：15．2―1：27．4―1：39．4―1：51．3

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

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

勝馬の
紹 介

バブリーバローズ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．2．5生 牡2栗 母 バブリームード 母母 バブルドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22114 8月27日 晴 稍重 （29小倉2）第10日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：41．8
1：40．9

不良
重

24 インツォリア 牡3鹿 56 北村 友一�G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492± 01：46．7 70．8�
12 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 和田 竜二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 484± 01：47．02 3．7�
510 メイショウクロス 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 松栄牧場 522－ 21：47．1クビ 2．9�
59 ゼ ル ビ ー ノ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム B466－ 4 〃 クビ 13．2�
23 パーセプション 牡3黒鹿56 山口 勲 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534 ―1：47．84 41．3	
（佐賀）

714 ファミリアリティ 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－141：47．9� 117．3


35 ショウナンラスター 牡3栗 56 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新冠 アラキフアーム 460＋ 61：48．53� 79．2�
612 クリノハプスブルク 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 青森 諏訪牧場 434± 01：48．6クビ 22．8�
816 イ ヴ レ ア 牡3栗 56

53 ▲富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 464－10 〃 ハナ 30．5
815 ロシニョール 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 502＋ 41：49．34 53．5�
713 サマーマロン 牝3鹿 54 �島 克也畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 沖田 博志 444＋ 21：49．72 278．0�

（佐賀）

48 クレスコシップ 牡3鹿 56 菱田 裕二堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム 494－ 81：49．8� 242．0�
36 オ ニ ダ ツ 牡3栗 56 川須 栄彦鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 504＋ 41：49．9クビ 4．2�
47 ストロングスタイル �3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新ひだか 土居牧場 414 ―1：51．28 102．3�
611 ア ト ラ ー ニ 牡3鹿 56 幸 英明 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506 ―1：51．62 6．9�
11 ナンヨージュピター 牡3黒鹿56 松山 弘平中村 德也氏 松田 国英 新ひだか 松本牧場 510 ―1：52．13 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，572，600円 複勝： 29，510，700円 枠連： 12，039，000円
馬連： 44，308，500円 馬単： 23，604，700円 ワイド： 27，426，000円
3連複： 60，217，800円 3連単： 78，148，200円 計： 299，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，080円 複 勝 � 990円 � 150円 � 130円 枠 連（1－2） 4，070円

馬 連 �� 11，780円 馬 単 �� 30，470円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 2，480円 �� 240円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 111，530円

票 数

単勝票数 計 245726 的中 � 2773（11番人気）
複勝票数 計 295107 的中 � 4699（11番人気）� 56092（3番人気）� 73379（1番人気）
枠連票数 計 120390 的中 （1－2） 2291（13番人気）
馬連票数 計 443085 的中 �� 2915（28番人気）
馬単票数 計 236047 的中 �� 581（69番人気）
ワイド票数 計 274260 的中 �� 2577（25番人気）�� 2500（27番人気）�� 36048（1番人気）
3連複票数 計 602178 的中 ��� 5439（23番人気）
3連単票数 計 781482 的中 ��� 508（278番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．0―12．9―12．6―12．2―12．5―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．0―55．6―1：07．8―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

インツォリア �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Purge デビュー 2017．7．16 中京12着

2014．4．21生 牡3鹿 母 ア ン ソ ニ カ 母母 Enabru 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ファミリアリティ号の騎手酒井学は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。

オニダツ号の騎手川須栄彦は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1番）
〔その他〕 ナンヨージュピター号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アスターフィール号・ウォースパイト号・ケイアイアン号・マリナー号・レクセル号
※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。



22115 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

612 インビジブルレイズ 牡3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 478＋141：47．3 4．5�
510� ゴールドハット 牡3黒鹿54 北村 友一合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 418± 01：47．51	 3．3�

23 トゥルーハート 牡4黒鹿 57
56 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 466＋ 41：47．71	 45．8�
24 アドマイヤリアル 牡4青鹿57 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 ハナ 6．0�
36 ナリタゴールド 
5鹿 57

54 ▲富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 426－ 6 〃 クビ 32．6	
48 グランディフローラ 牝5鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 462－ 21：47．8クビ 35．3

713 マイネルアトゥー 牡4青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 4 〃 クビ 15．0�
816 インウィスパーズ 牡3鹿 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 442± 01：47．9クビ 43．3�
714 スピリットソウル 牡3黒鹿54 浜中 俊落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484± 01：48．0� 11．1
11 � アポロテキサス 
4鹿 57

54 ▲森 裕太朗アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 496＋ 2 〃 アタマ 6．6�

59 ゼンノブレーメン 牡5鹿 57
56 ☆荻野 極大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 492＋ 41：48．1� 48．3�

47 トーホウドミンゴ 牡3青鹿54 山口 勲東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 474± 0 〃 クビ 59．5�
（佐賀）

35 グランドボヌール 牡3鹿 54
53 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 464－ 21：48．41� 18．1�

12 サトノフレイム 牡3鹿 54 川島 信二里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 504± 01：48．71� 137．5�
815 アサケハーツ 牡3栗 54 小牧 太大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 460＋12 〃 クビ 20．3�
611 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿 57

56 ☆�島 克駿岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 486－ 21：48．91	 105．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，114，500円 複勝： 48，153，100円 枠連： 15，234，500円
馬連： 67，216，000円 馬単： 28，616，500円 ワイド： 41，280，400円
3連複： 85，662，600円 3連単： 100，458，000円 計： 417，735，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 140円 � 680円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，430円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 12，390円 3 連 単 ��� 43，920円

票 数

単勝票数 計 311145 的中 � 54556（2番人気）
複勝票数 計 481531 的中 � 79787（2番人気）� 118680（1番人気）� 11880（12番人気）
枠連票数 計 152345 的中 （5－6） 14356（1番人気）
馬連票数 計 672160 的中 �� 65961（1番人気）
馬単票数 計 286165 的中 �� 11546（2番人気）
ワイド票数 計 412804 的中 �� 35594（1番人気）�� 2852（43番人気）�� 3964（33番人気）
3連複票数 計 856626 的中 ��� 5184（39番人気）
3連単票数 計1004580 的中 ��� 1658（132番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―12．1―11．8―11．7―11．8―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―36．5―48．3―1：00．0―1：11．8―1：23．5―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5
1
3
4，5（2，12，15）8（3，6，13）（1，7，10）9，11（14，16）
4，5（8，12）15，3（2，6，13）（9，1，10）（14，7，16）11

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

勝馬の
紹 介

インビジブルレイズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．1．22 中京3着

2014．4．28生 牡3鹿 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 6戦2勝 賞金 18，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シャッターチャンス号
（非抽選馬） 1頭 タガノガジュマル号
※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。

22116 8月27日 晴 稍重 （29小倉2）第10日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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

33 オアシスクイーン 牝3鹿 52 幸 英明村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484＋30 57．5 6．4�
711� クールゼファー 牝4芦 55 和田 竜二橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 556＋16 58．13	 1．6�
34 ハーツジュニア 牡5鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504± 0 58．41
 4．7�
11 キョウワエステル 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 490＋32 〃 クビ 32．3�
58 � ヒップホップスワン 牝3栗 52 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 494＋18 58．72 12．6�
712� ワンダーグロワール 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 498＋ 2 58．8	 99．7	
46 ロマンチスト 牡4栗 57 菱田 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 532－ 8 59．01� 34．4

69 � セイシュプリーム 牝4鹿 55

54 ☆島 克駿金田 成基氏 加藤 敬二 浦河 伏木田牧場 462＋10 59．1	 38．3�
45 ラタンドレス 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 484＋18 59．31� 44．6

814 タイキラトナンジュ 牡5鹿 57
54 ▲富田 暁�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452± 0 59．51� 72．8�
813 メモリートニック 牡3黒鹿54 秋山真一郎�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B448＋ 6 59．6
 126．1�
57 ウインフェルベール 牡4青鹿57 松若 風馬�ウイン 島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 B490＋ 31：00．23	 26．7�
22 � アイファーチェンジ 牝3青鹿 52

51 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 410＋ 31：00．41	 178．7�
610� タイセイプロスパー 牡3栗 54

53 ☆荻野 極田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 486－ 41：00．93 131．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，775，000円 複勝： 99，297，000円 枠連： 17，463，500円
馬連： 66，306，900円 馬単： 43，332，200円 ワイド： 38，071，100円
3連複： 87，365，900円 3連単： 170，928，200円 計： 558，539，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 110円 � 130円 枠 連（3－7） 210円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 250円 �� 540円 �� 190円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 計 357750 的中 � 44249（3番人気）
複勝票数 計 992970 的中 � 43263（3番人気）� 717279（1番人気）� 76606（2番人気）
枠連票数 計 174635 的中 （3－7） 62868（1番人気）
馬連票数 計 663069 的中 �� 108206（2番人気）
馬単票数 計 433322 的中 �� 20393（5番人気）
ワイド票数 計 380711 的中 �� 38157（2番人気）�� 14773（6番人気）�� 59279（1番人気）
3連複票数 計 873659 的中 ��� 79542（1番人気）
3連単票数 計1709282 的中 ��� 17479（14番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―11．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．5―45．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F35．2
3 4（11，13）3（12，14）（1，6）（9，8）2，7，10，5 4 ・（4，11）3（12，13）（1，14）6，8，9，5（2，7）－10

勝馬の
紹 介

オアシスクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2016．6．25 函館1着

2014．4．20生 牝3鹿 母 リッピアピンク 母母 カ ル メ ン 8戦2勝 賞金 17，040，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アスターメープル号・アユツリオヤジ号・シャインスプライト号・スリーチアサウス号



22117 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第9競走 ��2，000�
と す

鳥 栖 特 別
発走14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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

710 ブライトムーン 牝3黒鹿52 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430＋ 42：00．1 13．1�

44 パーシーズベスト 牝4黒鹿55 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462＋142：00．2� 3．2�
57 インターンシップ 牡6鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 460± 02：00．3� 9．6�
68 ステイキングダム 牡4鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430＋ 22：00．4クビ 14．6�
33 ゴ ー ド ン �3黒鹿54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 468＋ 22：00．61	 13．4	
11 ザ ク イ ー ン 牝3黒鹿52 北村 友一�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 3．2

812
 ミトノグラス 牡4鹿 57 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 476＋ 2 〃 クビ 12．0�
56 レッドストーリア 牝3鹿 52 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 418－ 2 〃 ハナ 28．7�
45 ダノンスターズ 牡3黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 444＋ 42：01．45 39．3
22 
 ミスズメサイア 牝5鹿 55 �島 克駿永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 448－ 62：01．82� 265．7�
813 ヴ レ 牡4栗 57 秋山真一郎宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 522± 02：01．9� 57．6�
711 オーバーカム �4鹿 57 �島 良太�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494＋ 22：02．96 10．0�
69 
 アグネスザルーツ 牡4栗 57 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 474＋ 62：03．43 20．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，145，500円 複勝： 49，163，400円 枠連： 20，370，400円
馬連： 90，552，200円 馬単： 43，549，300円 ワイド： 51，725，300円
3連複： 128，892，300円 3連単： 175，590，600円 計： 595，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 260円 � 140円 � 250円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，550円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 39，570円

票 数

単勝票数 計 361455 的中 � 21995（6番人気）
複勝票数 計 491634 的中 � 41102（4番人気）� 115588（1番人気）� 44459（3番人気）
枠連票数 計 203704 的中 （4－7） 17947（2番人気）
馬連票数 計 905522 的中 �� 33344（6番人気）
馬単票数 計 435493 的中 �� 6051（21番人気）
ワイド票数 計 517253 的中 �� 17634（6番人気）�� 8113（18番人気）�� 27278（2番人気）
3連複票数 計1288923 的中 ��� 17642（11番人気）
3連単票数 計1755906 的中 ��� 3217（106番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．3―12．1―12．4―11．8―11．6―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―36．5―48．6―1：01．0―1：12．8―1：24．4―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

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3黒鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 5戦2勝 賞金 16，436，000円

22118 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第10競走 ��
��1，200�

べ っ ぷ

別 府 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．8．27以降29．8．20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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

814 ワンアフター 牡4栗 55 松若 風馬薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 458＋ 41：07．8 12．1�
47 アドマイヤスカイ 牡5青鹿53 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460＋141：07．9� 24．9�
11 アイファープリティ 牝4鹿 53 菱田 裕二中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 442± 0 〃 アタマ 6．4�
23 ブラッククローバー 牡5黒鹿55 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490± 01：08．0クビ 4．5�
611 ダイシンバルカン 牡5鹿 54 和田 竜二大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 2 〃 アタマ 9．2�
610 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿54 荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：08．21 19．2�
34 	 エナジータウン 牡5鹿 56 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 464＋ 61：08．3
 7．6	
22 デ ィ ア エ ナ 牝5黒鹿52 北村 友一桑畑 
信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B510＋ 4 〃 クビ 15．8�
35 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿53 幸 英明山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 442＋ 41：08．4クビ 4．5�
713 ヤマニンアタシャン 牝6鹿 52 岩崎 翼土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 440－101：08．71� 81．8
815 ベルモントラハイナ 牝6鹿 52 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 488－ 2 〃 クビ 65．1�
58 エルカミーノレアル 牡6鹿 55 酒井 学広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 482－121：09．02 93．4�
712 キーナンバー 牡4栗 56 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 502＋ 21：09．42
 10．6�
59 � ウイングパラダイス 牝6鹿 51 三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 41：09．61� 85．3�
46 メイショウボノム 牡5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478± 01：09．92 26．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，040，900円 複勝： 64，176，300円 枠連： 29，785，400円
馬連： 114，416，000円 馬単： 47，478，200円 ワイド： 63，664，900円
3連複： 160，344，500円 3連単： 211，005，600円 計： 732，911，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 400円 � 590円 � 220円 枠 連（4－8） 7，100円

馬 連 �� 15，680円 馬 単 �� 29，870円

ワ イ ド �� 4，130円 �� 1，450円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 39，090円 3 連 単 ��� 252，850円

票 数

単勝票数 計 420409 的中 � 27637（7番人気）
複勝票数 計 641763 的中 � 39750（7番人気）� 25251（10番人気）� 87861（3番人気）
枠連票数 計 297854 的中 （4－8） 3247（24番人気）
馬連票数 計1144160 的中 �� 5652（51番人気）
馬単票数 計 474782 的中 �� 1192（97番人気）
ワイド票数 計 636649 的中 �� 3924（48番人気）�� 11565（16番人気）�� 4102（45番人気）
3連複票数 計1603445 的中 ��� 3076（132番人気）
3連単票数 計2110056 的中 ��� 605（809番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．0―44．4―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．8
3 3（4，13，15）（1，10，8，11）（2，5）14－6（7，9，12） 4 3（4，13，15）（1，10，11）（2，5，8，14）7－（9，6）12
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ワンアフター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．9 小倉11着

2013．4．3生 牡4栗 母 エキゾチックエレガンス 母母 Exotic Wood 10戦3勝 賞金 32，972，000円
〔発走状況〕 オフクヒメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



22119 8月27日 晴 良 （29小倉2）第10日 第11競走 ��
��1，800�小倉日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

67 ダノンメジャー 牡5栗 57 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：46．1 4．9�
68 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 468＋ 81：46．52� 8．0�
22 サトノラーゼン 牡5鹿 57 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋101：46．6	 2．4�
44 スーサンジョイ 牡5鹿 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 510－101：46．92 8．1�
11 パドルウィール 牡6芦 57 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：47．0クビ 12．4	
79 ベ ル ー フ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �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 492＋ 81：47．1	 5．5

812 サンライズタイセイ 牡7鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：47．41	 21．4�
710
 スーパーマックス 牡3黒鹿53 �島 克也内田 勝士氏 九日 俊光 新ひだか 荒谷 輝和 508＋ 61：47．71	 24．2�

（佐賀） （佐賀）

56 ロングリバイバル 牡6鹿 56 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 酒井牧場 494－ 81：48．23 40．0
55 
 パーティメーカー 牡5栗 56 左海 誠二山口 裕介氏 小久保 智 浦河 昭和牧場 474－ 41：48．73 139．7�

（浦和） （船橋）

811
 デリッツァリモーネ �6鹿 56 真島 正徳田中 一徳氏 真島 元徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 51：49．01	 74．2�

（佐賀） （佐賀）

33 
 リトルカントリー 牡6鹿 56 山口 勲�宮村牧場 九日 俊光 日高 川端 正博 B502－101：49．31	 151．0�
（佐賀） （佐賀）

（12頭）

売 得 金
単勝： 65，000，500円 複勝： 71，139，900円 枠連： 42，791，900円
馬連： 219，734，500円 馬単： 102，318，100円 ワイド： 90，346，800円
3連複： 308，363，400円 3連単： 604，051，000円 計： 1，503，746，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 180円 � 120円 枠 連（6－6） 2，140円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 600円 �� 270円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 11，320円

票 数

単勝票数 計 650005 的中 � 105880（2番人気）
複勝票数 計 711399 的中 � 102660（3番人気）� 80618（4番人気）� 205065（1番人気）
枠連票数 計 427919 的中 （6－6） 15481（9番人気）
馬連票数 計2197345 的中 �� 94710（7番人気）
馬単票数 計1023181 的中 �� 24192（13番人気）
ワイド票数 計 903468 的中 �� 35081（7番人気）�� 95749（1番人気）�� 50577（3番人気）
3連複票数 計3083634 的中 ��� 146337（2番人気）
3連単票数 計6040510 的中 ��� 38657（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―11．6―11．6―12．1―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．5―47．1―58．7―1：10．8―1：22．4―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour デビュー 2014．8．10 小倉1着

2012．1．28生 牡5栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 25戦6勝 賞金 143，257，000円
※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。

22120 8月27日 晴 稍重 （29小倉2）第10日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時05分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

611 ショウナンナナイロ 牝3青鹿 52
51 ☆荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 442－ 61：45．8 10．9�

815 セータコローナ 牝4鹿 55 秋山真一郎�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488－ 8 〃 クビ 8．4�
713 ノーブルスノー 牝4芦 55 小牧 太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 486＋141：46．33 4．9�
47 クルークハイト 牝3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 444－ 21：46．61� 10．5�
22 コンプリートベスト 牝3鹿 52 北村 友一吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B470＋ 41：46．81� 48．1	
34 マッカナバラ 牝5芦 55 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 444－ 61：46．9� 41．0

58 サンマルメジャール 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 476＋161：47．11� 91．2�
814	 バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 434－22 〃 クビ 67．7�
712 リュミエールドール 牝3鹿 52 和田 竜二 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 21：47．31 3．2
35 センショウレイナ 牝4鹿 55 菱田 裕二川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 4 〃 ハナ 18．6�
59 ネフェルティティ 牝4芦 55

54 ☆岩崎 翼前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ B478－ 61：47．51� 56．7�

23 トップノート 牝4栗 55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480＋ 4 〃 クビ 7．8�
46 	 ラックアサイン 牝5鹿 55 
島 良太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 81：47．6� 38．1�
11 	 チャーミングポッケ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 464＋201：47．7クビ 176．0�
610 フィアマロッサ 牝3栗 52 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528＋241：50．2大差 7．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，043，800円 複勝： 70，559，500円 枠連： 40，890，600円
馬連： 132，630，700円 馬単： 55，854，800円 ワイド： 75，494，200円
3連複： 187，036，100円 3連単： 255，583，500円 計： 870，093，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 290円 � 300円 � 180円 枠 連（6－8） 1，840円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 9，140円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 640円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 35，960円

票 数

単勝票数 計 520438 的中 � 38040（7番人気）
複勝票数 計 705595 的中 � 58239（5番人気）� 56507（6番人気）� 118532（2番人気）
枠連票数 計 408906 的中 （6－8） 17168（9番人気）
馬連票数 計1326307 的中 �� 22002（21番人気）
馬単票数 計 558548 的中 �� 4583（39番人気）
ワイド票数 計 754942 的中 �� 12850（17番人気）�� 30911（3番人気）�� 26353（6番人気）
3連複票数 計1870361 的中 ��� 29330（9番人気）
3連単票数 計2555835 的中 ��� 5152（123番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．9―42．5―54．6―1：06．8―1：19．3―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンナナイロ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．4．8 福島3着

2014．3．10生 牝3青鹿 母 ショウナンアピア 母母 ペ ラ ム ベ イ 5戦2勝 賞金 15，700，000円

１レース目



（29小倉2）第10日 8月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 160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

203，380，000円
5，060，000円
12，580，000円
1，320，000円
22，450，000円
65，141，000円
4，625，600円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
399，927，300円
579，532，700円
211，955，800円
932，653，200円
452，651，800円
509，539，300円
1，284，728，300円
2，027，405，200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 6，398，393，600円

総入場人員 12，352名 （有料入場人員 10，867名）
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