
22061 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6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

11 � アサクサゲンキ 牡2鹿 54 和田 竜二田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

452± 01：08．8 2．0�
44 ディアボレット 牝2栗 54

52 △荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 426＋ 81：09．54 16．7�
33 ソルトドリーム 牝2鹿 54 北村 友一杉浦 敏夫氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 462＋181：09．71� 9．3�
710 シンゼンホープ 牡2黒鹿54 	島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442－ 41：09．8
 24．5�
79 カクテルドレス 牝2芦 54 浜中 俊 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 槇本牧場 474＋ 6 〃 アタマ 4．2�
67 ローズマリア 牝2黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 428－ 21：10．12 57．0	
68 ロードイヒラニ 牡2青鹿54 武 豊 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 462－ 21：10．2
 5．3

56 メイショウスイレン 牝2黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 380＋ 41：10．51
 220．2�
22 ミ ク 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 中神牧場 404＋ 41：10．6� 27．9�
812 アクアレーヌ 牝2鹿 54 川須 栄彦鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 436－ 41：10．7クビ 126．4
55 デンコウメジャー 牡2栗 54 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 454＋ 21：11．55 226．5�
811 キラメキサマー 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B404－ 41：17．9大差 355．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，527，000円 複勝： 28，336，400円 枠連： 7，276，700円
馬連： 38，457，000円 馬単： 20，707，700円 ワイド： 22，349，200円
3連複： 53，111，400円 3連単： 81，456，900円 計： 272，222，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 290円 � 210円 枠 連（1－4） 1，660円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 490円 �� 350円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 10，180円

票 数

単勝票数 計 205270 的中 � 83384（1番人気）
複勝票数 計 283364 的中 � 120163（1番人気）� 15494（5番人気）� 25083（4番人気）
枠連票数 計 72767 的中 （1－4） 3394（6番人気）
馬連票数 計 384570 的中 �� 21127（5番人気）
馬単票数 計 207077 的中 �� 7264（8番人気）
ワイド票数 計 223492 的中 �� 11726（5番人気）�� 17647（3番人気）�� 5036（13番人気）
3連複票数 計 531114 的中 ��� 16149（8番人気）
3連単票数 計 814569 的中 ��� 5797（31番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．3―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アサクサゲンキ �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2017．7．8 中京4着

2015．4．17生 牡2鹿 母 Amelia 母母 Aquilegia 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔騎手変更〕 アクアレーヌ号の騎手川又賢治は，第5日第12競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔その他〕 キラメキサマー号は，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。

22062 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6日 第2競走 ��1，700�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 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
1：41．7

不良
不良

816 アサカディスタンス 牡3鹿 56 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 468＋ 41：47．9 5．6�
815 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 524＋ 61：48．11 15．3�
12 ワンダーラジャ 牡3栗 56 和田 竜二山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 496± 01：48．63 2．4�
23 メイショウシエロ 牡3鹿 56

54 △荻野 極松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 492＋ 8 〃 ハナ 24．6�
35 レッドルドラ 牡3黒鹿56 武 豊 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498－ 8 〃 ハナ 3．9	
713 マリンシークレット 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 224．6

59 ジュティアン 牝3鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋101：49．34 87．9�
48 キ ャ ラ バ ン �3栗 56

55 ☆加藤 祥太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470± 01：49．4クビ 274．1�
24 オンワードミシガン 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B434＋141：49．5� 259．5
714 ストリートスマート 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか グランド牧場 482－ 81：49．92� 40．1�
612 ヒルノケープタウン 牡3青鹿56 浜中 俊�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 522＋10 〃 ハナ 25．1�
36 キングスーサ 牡3栗 56 �島 良太田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 470＋101：51．07 430．9�
510 シャープセンス 牡3黒鹿56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－121：51．42 5．7�
11 サ ン ナ イ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太新井 康司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B518＋10 〃 アタマ 32．7�
47 トウシンアサヒ 牡3鹿 56 高倉 稜�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 448－ 61：52．99 249．0�
611 フットステップ 牡3芦 56 森 一馬平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 B468＋101：53．21� 76．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，402，300円 複勝： 37，325，700円 枠連： 11，723，300円
馬連： 47，579，400円 馬単： 23，951，500円 ワイド： 28，592，800円
3連複： 65，436，600円 3連単： 88，317，100円 計： 327，328，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 260円 � 120円 枠 連（8－8） 4，610円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 8，550円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 350円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 22，810円

票 数

単勝票数 計 244023 的中 � 34681（3番人気）
複勝票数 計 373257 的中 � 53297（3番人気）� 26600（5番人気）� 112002（1番人気）
枠連票数 計 117233 的中 （8－8） 1970（15番人気）
馬連票数 計 475794 的中 �� 7604（16番人気）
馬単票数 計 239515 的中 �� 2099（27番人気）
ワイド票数 計 285928 的中 �� 5164（13番人気）�� 22907（3番人気）�� 13644（4番人気）
3連複票数 計 654366 的中 ��� 17098（7番人気）
3連単票数 計 883171 的中 ��� 2806（72番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．9―12．7―12．8―12．4―12．7―13．5―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．1―42．8―55．6―1：08．0―1：20．7―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―3F39．9
1
3
15（12，16）1（2，11）10，5（13，14）8（3，6，9）4＝7
15（12，16）5，2（10，8）（13，9）1（3，11）4－（6，14）＝7

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

勝馬の
紹 介

アサカディスタンス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．18 阪神4着

2014．5．21生 牡3鹿 母 アサカプティット 母母 プティットイル 3戦1勝 賞金 6，250，000円
〔騎手変更〕 オンワードミシガン号の騎手川又賢治は，第5日第12競走での落馬負傷のため三津谷隼人に変更。
〔発走状況〕 トウシンアサヒ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 キャラバン号の騎手加藤祥太は，3コーナー手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フットステップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月13日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジューンアンカー号・ポポチカ号・ロードスヴァローグ号
（非抽選馬） 2頭 キシュウサラリン号・テイエムアルドーレ号

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６日



22063 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

715 キョウエイレガシー 牝3鹿 54 D．ホワイト 田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 404＋ 61：08．7 18．5�
（香港）

36 レッドフィエルテ 牝3鹿 54
52 △荻野 極 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 408－10 〃 クビ 5．6�

612 タガノハウオリ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 440＋ 21：08．8� 14．7�
35 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 448－ 41：09．01� 103．1�
24 イルーシヴハピネス 牝3鹿 54 和田 竜二 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 514－201：09．1クビ 3．3	
48 エルミニョンヌ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太迎 徹氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 410－ 2 〃 アタマ 346．2

23 ケアリイカイ 牝3鹿 54 武 豊守内 満氏 高橋 義忠 新冠 高瀬牧場 442＋ 2 〃 ハナ 3．1�
816 ラニカイワヒネ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗横瀬 兼二氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 462＋181：09．52� 8．1�
714 クリノレモンチャン 牝3青鹿54 柴田 未崎栗本 守氏 田所 秀孝 新ひだか 村上牧場 422－10 〃 クビ 155．8
713 オースミペンタス 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 434－ 81：09．6クビ 45．0�
818 タマモヒナマツリ 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 440＋10 〃 ハナ 24．0�
47 バーニングテイスト 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B484± 0 〃 ハナ 25．0�

12 メイショウフウコウ 牝3青鹿 54
53 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 416＋ 6 〃 アタマ 45．6�

59 ピンクリボン 牝3黒鹿54 �島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 厚賀古川牧場 434－ 61：09．81� 160．1�
510 モードザナゲット 牝3黒鹿54 熊沢 重文竹本いずみ氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 502＋ 81：10．0� 73．2�
611 ハービーラヴド 牝3黒鹿54 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 亮 新冠 村上 欽哉 414± 0 〃 クビ 164．8�
817 タマモブローチ 牝3青鹿54 松山 弘平タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 430－ 61：10．1� 27．1�
11 タマモカリナン 牝3鹿 54 高倉 稜タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 458－ 61：10．52� 173．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，235，900円 複勝： 31，221，700円 枠連： 13，912，800円
馬連： 50，854，100円 馬単： 24，752，700円 ワイド： 32，765，200円
3連複： 74，117，300円 3連単： 88，437，800円 計： 341，297，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 420円 � 210円 � 300円 枠 連（3－7） 3，810円

馬 連 �� 5，730円 馬 単 �� 14，240円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 2，620円 �� 840円

3 連 複 ��� 14，330円 3 連 単 ��� 105，110円

票 数

単勝票数 計 252359 的中 � 10909（6番人気）
複勝票数 計 312217 的中 � 17437（7番人気）� 45677（3番人気）� 26159（4番人気）
枠連票数 計 139128 的中 （3－7） 2827（13番人気）
馬連票数 計 508541 的中 �� 6871（20番人気）
馬単票数 計 247527 的中 �� 1303（45番人気）
ワイド票数 計 327652 的中 �� 4966（20番人気）�� 3139（29番人気）�� 10383（5番人気）
3連複票数 計 741173 的中 ��� 3878（44番人気）
3連単票数 計 884378 的中 ��� 610（310番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―10．9―11．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．0―44．6―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイレガシー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．3．11 阪神12着

2014．2．27生 牝3鹿 母 ビ ジ ャ リ カ 母母 リ ー サ 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔騎手変更〕 キョウエイレガシー号の騎手川又賢治は，第5日第12競走での落馬負傷のためD．ホワイトに変更。
〔制裁〕 レッドフィエルテ号の騎手荻野極は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・7番）

タマモヒナマツリ号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・17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。

22064 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6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 7，800，000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

810 キングナポレオン �6黒鹿60 白浜 雄造田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 03：12．5 13．1�
11 ファントムライト 牡8黒鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500＋123：12．6� 4．9�
33 ブルーオリエント 牝4鹿 58 熊沢 重文桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 474＋ 83：12．81� 3．5�
55 ル ー 牡7鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 458－103：13．75 2．9�
77 	 サカジロウィーク 牡4黒鹿60 小坂 忠士ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 スガタ牧場 502－103：13．8� 44．1�
89 サトノアッシュ 牡5鹿 60 林 満明里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 484± 03：14．11� 9．5	
78 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－ 23：17．1大差 12．2

66 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 536＋163：19．2大差 87．2�
44 クリスタルキャノン 牝4芦 58 森 一馬飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 476＋123：20．810 40．9�
22 メイショウミツボシ 牡5鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 482＋ 63：25．2大差 9．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，076，800円 複勝： 14，401，100円 枠連： 8，125，000円
馬連： 29，271，500円 馬単： 17，634，400円 ワイド： 16，344，000円
3連複： 40，241，600円 3連単： 72，368，400円 計： 213，462，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 350円 � 200円 � 180円 枠 連（1－8） 2，200円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 720円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 35，880円

票 数

単勝票数 計 150768 的中 � 9158（7番人気）
複勝票数 計 144011 的中 � 8904（7番人気）� 19127（3番人気）� 23056（2番人気）
枠連票数 計 81250 的中 （1－8） 2855（9番人気）
馬連票数 計 292715 的中 �� 6917（13番人気）
馬単票数 計 176344 的中 �� 1943（30番人気）
ワイド票数 計 163440 的中 �� 3599（14番人気）�� 5805（10番人気）�� 8997（3番人気）
3連複票数 計 402416 的中 ��� 7021（14番人気）
3連単票数 計 723684 的中 ��� 1462（127番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 53．2－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングナポレオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2014．4．19 福島6着

2011．3．30生 �6黒鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 クリスタルキャノン号の騎手難波剛健は，第2回新潟競馬第5日第4競走での落馬負傷のため森一馬に変更。
〔制裁〕 キングナポレオン号の騎手白浜雄造は，2周目1コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔その他〕 ブルーオリエント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルーオリエント号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年9月13日まで出走できない。



22065 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6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

22 スーサンドン 牡2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 464 ―1：10．1 4．6�
33 チャームリング 牝2青鹿54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 新冠橋本牧場 436 ―1：10．52� 3．0�
11 モンサンフィエール 牡2栗 54 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 448 ―1：10．6� 4．9�
55 ソリストサンダー 牡2黒鹿54 高倉 稜村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 村田牧場 466 ―1：10．7クビ 9．8�
44 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 440 ―1：11．55 12．8�
66 カシノルビー 牝2黒鹿54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 444 ―1：12．35 66．7	
77 ビーコンファイヤー 牝2青鹿54 武 豊鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 474 ―1：13．78 3．9


（7頭）

売 得 金
単勝： 22，276，700円 複勝： 16，374，900円 枠連： 発売なし
馬連： 33，130，100円 馬単： 19，812，500円 ワイド： 13，715，400円
3連複： 32，699，800円 3連単： 81，447，400円 計： 219，456，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 240円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 4，060円

票 数

単勝票数 計 222767 的中 � 40342（3番人気）
複勝票数 計 163749 的中 � 28614（3番人気）� 46268（1番人気）
馬連票数 計 331301 的中 �� 36641（3番人気）
馬単票数 計 198125 的中 �� 10282（6番人気）
ワイド票数 計 137154 的中 �� 16952（1番人気）�� 9386（6番人気）�� 15062（3番人気）
3連複票数 計 326998 的中 ��� 37107（2番人気）
3連単票数 計 814474 的中 ��� 14511（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―47．1―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．6
3 2，3（1，4，5）（6，7） 4 2，3（1，5）4，6＝7

勝馬の
紹 介

スーサンドン �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2015．4．23生 牡2鹿 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22066 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6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 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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

611 メイショウモウコ 牡3栗 56
55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486＋ 42：01．4 11．7�

36 ギルデドアーマー 牡3鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 安平 追分ファーム 482－ 42：01．61� 3．0�
510 プライヤビスタ 牡3鹿 56 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム 596－ 2 〃 ハナ 4．8�
48 コスモトゥイーク 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 42：01．81� 39．2�
23 ファイナンス 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 82：01．9クビ 12．5	
24 アストロノート 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 420＋ 22：02．11� 4．5

818 ローズカスケイド 牝3鹿 54 D．ホワイト �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 ハナ 31．7�

（香港）

11 スリーソードシチー 牡3黒鹿 56
54 △荻野 極 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 394－ 4 〃 アタマ 8．4�

59 エバーゴールド 牡3黒鹿56 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 438＋ 82：02．95 138．9
47 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 444－ 42：03．0クビ 163．8�
612 ラニカイブルーム 牡3黒鹿56 小牧 太横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 500＋ 22：03．21� 10．7�
35 シャルマンクリール 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 484＋ 22：03．3クビ 132．7�
12 テイエムファンドル 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 486＋ 82：03．83 234．3�
713 レヴェンスホール 牡3鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム B460－ 42：04．33 83．9�
816 ハルノヒダマリ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B458－ 62：04．51� 233．8�
714 グランエルブ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 434＋222：04．71� 295．9�
817 シャムシエル 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 ハナ 122．0�
715 エ ー ジ ャ ロ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 斉藤 崇史 新ひだか 真歌田中牧場 490 ―2：05．12� 70．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，158，600円 複勝： 33，776，100円 枠連： 14，617，700円
馬連： 54，354，600円 馬単： 25，742，400円 ワイド： 32，378，000円
3連複： 74，445，900円 3連単： 91，578，500円 計： 353，051，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 320円 � 150円 � 170円 枠 連（3－6） 830円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，300円 �� 370円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 31，840円

票 数

単勝票数 計 261586 的中 � 17737（6番人気）
複勝票数 計 337761 的中 � 21462（7番人気）� 70313（1番人気）� 52584（3番人気）
枠連票数 計 146177 的中 （3－6） 13491（2番人気）
馬連票数 計 543546 的中 �� 19735（9番人気）
馬単票数 計 257424 的中 �� 3670（22番人気）
ワイド票数 計 323780 的中 �� 10155（10番人気）�� 5942（18番人気）�� 24570（2番人気）
3連複票数 計 744459 的中 ��� 13243（13番人気）
3連単票数 計 915785 的中 ��� 2085（103番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―13．0―12．5―12．3―12．2―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．4―48．4―1：00．9―1：13．2―1：25．4―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
11，17，15，8（7，9）（6，4，18）（5，3）1（13，16）10，12（2，14）
11（17，8）（6，9）16（3，18，1）15（7，4，5）12（10，2）13－14

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

勝馬の
紹 介

メイショウモウコ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．12 京都8着

2014．4．26生 牡3栗 母 メイショウオスカル 母母 メイショウヤヨイ 9戦1勝 賞金 9，750，000円
〔騎手変更〕 レヴェンスホール号の騎手川又賢治は，第5日第12競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインアブソルート号・ビューティーグリン号
※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。



22067 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

58 ゼットパール 牝3栗 52 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 426－ 4 59．0 4．3�
711� ハニージェイド 牝3黒鹿52 北村 友一吉田 和子氏 	島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

466＋ 2 〃 クビ 8．0�
45 ショウナンカイドウ 牡4栗 57

55 △荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B524＋ 2 59．1
 26．4�
69 タマモスズラン 牝4鹿 55 田中 健タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 448＋ 8 〃 ハナ 67．5�
814 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿 55

54 ☆	島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 434－ 6 59．31 12．5	
46 マルクデラポム 牝4青鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 480＋ 8 〃 ハナ 43．0

712 スリーチアサウス 牝6鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 486－ 4 59．51� 83．3�
11 � フライングニンバス 牝5鹿 55 和田 竜二橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 512＋ 21：00．13� 2．6�
813 オ リ エ ン ト 牡3鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか 嶋田牧場 514－ 61：00．52� 4．7
22 スーパーライナー 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B500－ 61：00．6クビ 11．4�
33  タイキレボー 牝4栗 55 中谷 雄太�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444－111：00．81� 263．2�
34  パ レ ー ド 牝4鹿 55 藤懸 貴志下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 436－18 〃 ハナ 226．7�
57 ヨドノベスト 牡3鹿 54

53 ☆岩崎 翼海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 B436－ 21：00．9� 37．0�
610 ラガーセブンカラー 牡3鹿 54 D．ホワイト 奥村 啓二氏 清水 久詞 日高 賀張三浦牧場 454＋ 41：01．75 66．2�

（香港）

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，973，100円 複勝： 37，225，000円 枠連： 14，371，000円
馬連： 63，293，700円 馬単： 29，515，800円 ワイド： 36，794，200円
3連複： 80，510，000円 3連単： 109，304，000円 計： 398，986，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 250円 � 560円 枠 連（5－7） 1，220円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，740円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 45，430円

票 数

単勝票数 計 279731 的中 � 51449（2番人気）
複勝票数 計 372250 的中 � 75293（2番人気）� 37391（4番人気）� 13587（8番人気）
枠連票数 計 143710 的中 （5－7） 9086（6番人気）
馬連票数 計 632937 的中 �� 31984（6番人気）
馬単票数 計 295158 的中 �� 7836（9番人気）
ワイド票数 計 367942 的中 �� 14764（7番人気）�� 5323（20番人気）�� 3736（25番人気）
3連複票数 計 805100 的中 ��� 4930（38番人気）
3連単票数 計1093040 的中 ��� 1744（146番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．0―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．4
3 ・（1，2，8）（5，7，13）9，10（3，6，11）12（4，14） 4 ・（1，2，8）5－（9，7）13（3，12，6，11）（14，10）－4

勝馬の
紹 介

ゼットパール �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．7．31 小倉3着

2014．5．1生 牝3栗 母 ゼットフウリン 母母 サーモンタイム 8戦2勝 賞金 20，300，000円
〔騎手変更〕 パレード号の騎手川又賢治は，第5日第12競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔制裁〕 タマモスズラン号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。

22068 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

78 エテレインミノル 牡3鹿 54 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 468＋ 21：59．6 6．8�
22 ス プ マ ン テ 牡3青鹿54 D．ホワイト 石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 474－ 41：59．81� 4．7�

（香港）

55 ジュンテオドーラ 牝3鹿 52 川須 栄彦河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：00．22� 12．1�
66 レッドカイザー �6黒鹿57 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：00．52 60．5�
33 バトルクライス 牡5鹿 57 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 476－ 42：00．71 24．4�
810 ナ ム ラ マ ル 牡3鹿 54 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 516＋ 82：01．02 3．0	
77 シェアザモーメント 牡3鹿 54 浜中 俊 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：01．1クビ 3．4�
44 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿 54

52 △荻野 極小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 22：02．05 56．2�
89 テイエムナナヒカリ 牡4青鹿57 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 508＋ 22：02．31	 8．4
11 
 エイユービリーヴ �5鹿 57 柴田 未崎笹部 義則氏 作田 誠二 浦河 赤田牧場 482＋ 6 〃 クビ 223．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，188，000円 複勝： 31，543，500円 枠連： 11，619，100円
馬連： 56，302，900円 馬単： 30，729，400円 ワイド： 30，062，000円
3連複： 67，124，700円 3連単： 125，343，100円 計： 384，912，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 180円 � 320円 枠 連（2－7） 630円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 450円 �� 760円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 19，360円

票 数

単勝票数 計 321880 的中 � 37654（4番人気）
複勝票数 計 315435 的中 � 42114（4番人気）� 51122（2番人気）� 22010（6番人気）
枠連票数 計 116191 的中 （2－7） 14141（3番人気）
馬連票数 計 563029 的中 �� 28479（6番人気）
馬単票数 計 307294 的中 �� 6578（16番人気）
ワイド票数 計 300620 的中 �� 18085（5番人気）�� 9765（13番人気）�� 11824（9番人気）
3連複票数 計 671247 的中 ��� 15651（13番人気）
3連単票数 計1253431 的中 ��� 4692（77番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―12．2―11．9―11．8―12．1―12．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．1―47．3―59．2―1：11．0―1：23．1―1：35．1―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エテレインミノル �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2016．9．25 阪神5着

2014．2．17生 牡3鹿 母 シルキーブライド 母母 ブラッシングブライド 10戦2勝 賞金 19，728，000円
〔騎手変更〕 エイユービリーヴ号の騎手難波剛健は，第2回新潟競馬第5日第4競走での落馬負傷のため柴田未崎に変更。
※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。



22069 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6日 第9競走 ��
��1，800�

ち く ご が わ

筑 後 川 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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

813 セイントバローズ 牡5鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 494＋ 81：48．1 9．9�
44 ト リ オ ン フ �3黒鹿54 和田 竜二�KTレーシング 須貝 尚介 洞	湖 レイクヴィラファーム 510－ 2 〃 クビ 2．1�
68 
 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 474± 01：48．31� 10．9�
710 スマートウェールズ 牡3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 452＋ 21：48．4� 7．8�
33 ウェーブヒーロー 牡4鹿 57 松山 弘平万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 21：48．61� 5．4�
812 シゲルボブキャット 牡3栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 442－ 21：48．81� 14．8	
69 ハ ム レ ッ ト 牡3鹿 54 北村 友一 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 クビ 8．2

45 タガノガジュマル 牡4黒鹿57 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 420－ 61：48．9クビ 21．4�
56 ペリステライト 牡3芦 54 田中 健吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 478－ 41：50．17 103．5�
57 マイネルソノリティ 牡3鹿 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 434－141：50．2クビ 173．9
711 ゴールドマリーン 牝4栗 55 加藤 祥太朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 504－ 61：50．3� 200．6�
11 フィールドリアン 牡5黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 476－ 41：51．47 84．9�
22 グランドサッチャー 牝4栗 55 岩崎 翼田畑 利彦氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 520＋321：59．3大差 148．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，177，900円 複勝： 40，757，800円 枠連： 17，694，200円
馬連： 80，215，100円 馬単： 38，353，800円 ワイド： 40，171，700円
3連複： 102，788，600円 3連単： 159，617，600円 計： 511，776，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 220円 � 120円 � 240円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，060円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 22，490円

票 数

単勝票数 計 321779 的中 � 25918（5番人気）
複勝票数 計 407578 的中 � 39563（4番人気）� 119420（1番人気）� 34354（6番人気）
枠連票数 計 176942 的中 （4－8） 24682（2番人気）
馬連票数 計 802151 的中 �� 57244（4番人気）
馬単票数 計 383538 的中 �� 9017（11番人気）
ワイド票数 計 401717 的中 �� 22210（5番人気）�� 9134（15番人気）�� 22930（4番人気）
3連複票数 計1027886 的中 ��� 26356（13番人気）
3連単票数 計1596176 的中 ��� 5145（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．1―49．5―1：01．5―1：13．6―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイントバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー 2014．11．29 京都9着

2012．4．20生 牡5鹿 母 ゴーンクレージー 母母 Nutcase 21戦3勝 賞金 37，624，000円
〔その他〕 グランドサッチャー号は，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。
※フィールドリアン号・マイネルソノリティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22070 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6日 第10競走 ��
��1，000�西部日刊スポーツ杯

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

西部日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

58 � ノボリクリーン 牡5青鹿57 水口 優也原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 474＋ 2 58．5 8．2�
46 メイショウボノム 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478－ 2 58．92	 38．5�
22 クリノシャンボール 牡4黒鹿57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 496－ 4 〃 クビ 2．8�
711� アドマイヤシャドウ 牡8鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 490＋ 6 59．0クビ 67．4�
69 ダノンチャンス 牡3鹿 54 松山 弘平�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 484± 0 〃 アタマ 3．6�
610
 ウ リ ボ ー 牡5栗 57 荻野 極冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 516± 0 59．1	 130．3	
45 アイファーサラオー 牡5鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 橋口 慎介 新冠 大林ファーム 494－ 2 59．2クビ 47．8

813 ア ン ミ 牝5鹿 55 川須 栄彦武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 470± 0 〃 ハナ 27．0�
57 タイセイラナキラ 牝4栗 55 浜中 俊田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 518＋ 4 〃 アタマ 10．0�
11 
 スーパーモリオン 牡3青鹿54 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 502＋ 4 59．41� 5．8
814 シゲルゴホウサイ 牝5鹿 55 太宰 啓介森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 450＋12 59．71� 16．4�
33 カラパナビーチ 牡5黒鹿57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 534－ 2 59．8� 55．8�
34 ギャラクシーエクス 牡6黒鹿57 加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472－ 41：00．01� 54．0�
712 グリューヴァイン 牝5栗 55 D．ホワイト �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 462－ 41：00．31� 37．7�

（香港）

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，356，500円 複勝： 58，041，200円 枠連： 24，307，100円
馬連： 113，813，600円 馬単： 50，253，900円 ワイド： 56，307，600円
3連複： 151，089，800円 3連単： 216，202，300円 計： 714，372，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 600円 � 150円 枠 連（4－5） 3，900円

馬 連 �� 13，590円 馬 単 �� 23，260円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 480円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 91，820円

票 数

単勝票数 計 443565 的中 � 43139（4番人気）
複勝票数 計 580412 的中 � 52905（5番人気）� 18835（8番人気）� 136663（1番人気）
枠連票数 計 243071 的中 （4－5） 4826（13番人気）
馬連票数 計1138136 的中 �� 6487（33番人気）
馬単票数 計 502539 的中 �� 1620（58番人気）
ワイド票数 計 563076 的中 �� 4776（31番人気）�� 32755（3番人気）�� 9650（17番人気）
3連複票数 計1510898 的中 ��� 12176（30番人気）
3連単票数 計2162023 的中 ��� 1707（262番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．8―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F36．0
3 ・（4，6）13（2，8）（7，14）（1，9）12（3，10）－（11，5） 4 ・（4，6）（2，13）8，7（1，14）9－（3，12，10）（11，5）

勝馬の
紹 介

�ノボリクリーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス （4戦0勝 賞金 1，100，000円）

2012．5．21生 牡5青鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 15戦2勝 賞金 42，094，000円
地方デビュー 2014．5．21 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ウリボー号の騎手川又賢治は，第5日第12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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 オンリーワンスター号・サンレイルージュ号・ブリンディス号・ベルエスメラルダ号・メイショウタラチネ号
※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。



22071 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6日 第11競走
エクセル博多開設10周年記念

��
��2，000�

は か た

博多ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．8．13以降29．8．6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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

33 マサハヤドリーム 牡5鹿 55 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462＋ 61：59．2 4．6�
78 プリメラアスール 牝5黒鹿53 酒井 学�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 510＋141：59．52 16．1�
67 サンライズタイセイ 牡7鹿 54 D．ホワイト 松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468－ 21：59．6クビ 15．7�

（香港）

811 コウエイワンマン 牡6黒鹿54 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 522－ 2 〃 アタマ 21．8�
55 ガンサリュート 牡3黒鹿53 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 514＋ 61：59．81� 5．4	
11 ブレイヴリー 牡6鹿 55 浜中 俊岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B482－ 21：59．9クビ 20．5

810 ショウナンバーキン 牝7青 51 高倉 稜国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 484＋ 2 〃 クビ 37．0�
44 コパノマリーン 牝4鹿 53 荻野 極小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 62：00．0� 2．9�
79 フロリダパンサー 牡6青鹿54 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474－ 42：00．42� 29．7
66 アドマイヤシャイ 牝5黒鹿52 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 434－102：05．3大差 84．9�
22 	 ザトゥルーエアー 牡6鹿 55 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 472－10 （競走中止） 4．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 52，347，700円 複勝： 51，328，300円 枠連： 33，543，100円
馬連： 170，087，600円 馬単： 79，841，600円 ワイド： 68，537，800円
3連複： 234，167，100円 3連単： 415，084，900円 計： 1，104，938，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 470円 � 330円 枠 連（3－7） 2，650円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 920円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 13，720円 3 連 単 ��� 64，890円

票 数

単勝票数 計 523477 的中 � 89949（3番人気）
複勝票数 計 513283 的中 � 76851（4番人気）� 25369（7番人気）� 38966（5番人気）
枠連票数 計 335431 的中 （3－7） 9798（13番人気）
馬連票数 計1700876 的中 �� 33239（16番人気）
馬単票数 計 798416 的中 �� 9009（24番人気）
ワイド票数 計 685378 的中 �� 14000（18番人気）�� 19592（7番人気）�� 6197（34番人気）
3連複票数 計2341671 的中 ��� 12795（46番人気）
3連単票数 計4150849 的中 ��� 4637（220番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．6―12．4―11．7―11．9―12．2―12．3―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．4―35．0―47．4―59．1―1：11．0―1：23．2―1：35．5―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
4－8（9，10）5（1，7）11（2，6，3）
4－5（9，7）8，10，1（3，2，11）＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．12 京都1着

2012．3．17生 牡5鹿 母 ラ ン ペ イ ア 母母 ス マ ラ 22戦5勝 賞金 91，882，000円
〔競走中止〕 ザトゥルーエアー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 コウエイワンマン号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤシャイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月13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。

22072 8月13日 晴 良 （29小倉2）第6日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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
1：41．7

不良
不良

815 ミヤジヴィジェ 牝3鹿 52 浜中 俊曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 460＋ 21：45．3 4．1�
11 スターペスユウコ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 474＋ 61：46．04 12．0�
816 ショウナンナナイロ 牝3青鹿 52

50 △荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 448＋121：46．85 14．1�
12 クルークハイト 牝3芦 52 秋山真一郎 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 446＋10 〃 アタマ 13．9�
23 マッカナバラ 牝5芦 55 酒井 学�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 450± 01：46．9� 75．1	
24 デイジーフローラ 牝4鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 81：47．0クビ 2．9

48 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55 武 豊�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 452－101：47．53 4．9�
714 シゲルメジロザメ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 462＋101：47．92� 27．3�
47 チェリーボンボン 牝3青鹿 52

51 ☆�島 克駿山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 440＋ 21：48．64 32．9
36 ワールドオンライン 牝3鹿 52 北村 友一玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 460＋ 41：48．81� 13．2�
35 メイショウケンプウ 牝4黒鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 462＋301：49．01	 177．8�
611 クインズヌーサ 牝3鹿 52 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 438－ 61：49．31� 44．8�
612 フ レ ー バ ー 牝3栗 52

49 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 41：49．72� 33．4�

713 サンマルアリュール 牝5栗 55 熊沢 重文相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 524＋261：50．23 225．6�
59 フラワーファースト 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 466－111：50．41� 51．6�
510
 ブライティアスワン 牝6芦 55

54 ☆義 英真小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 538－ 4 〃 クビ 113．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，716，800円 複勝： 58，032，000円 枠連： 33，237，900円
馬連： 126，815，100円 馬単： 52，330，900円 ワイド： 67，672，900円
3連複： 181，855，000円 3連単： 260，663，500円 計： 829，324，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 300円 � 380円 枠 連（1－8） 1，200円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 800円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 11，840円 3 連 単 ��� 53，420円

票 数

単勝票数 計 487168 的中 � 92934（2番人気）
複勝票数 計 580320 的中 � 105302（2番人気）� 46699（4番人気）� 33933（7番人気）
枠連票数 計 332379 的中 （1－8） 21398（5番人気）
馬連票数 計1268151 的中 �� 31172（10番人気）
馬単票数 計 523309 的中 �� 8988（12番人気）
ワイド票数 計 676729 的中 �� 14369（11番人気）�� 22468（7番人気）�� 5464（36番人気）
3連複票数 計1818550 的中 ��� 11512（38番人気）
3連単票数 計2606635 的中 ��� 3537（154番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―11．3―12．1―12．9―13．1―12．8―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．7―29．0―41．1―54．0―1：07．1―1：19．9―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤジヴィジェ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．5 京都3着

2014．4．20生 牝3鹿 母 ミヤジマッドレー 母母 ゴールデンコマーズ 4戦2勝 賞金 15，400，000円
〔発走状況〕 チェリーボンボン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 フレーバー号の騎手三津谷隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラワーファースト号・ブライティアスワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年9月13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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 センショウレイナ号・トゥールエッフェル号

２レース目



（29小倉2）第6日 8月13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 159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

192，400，000円
6，330，000円
12，060，000円
1，230，000円
20，320，000円
64，150，000円
4，716，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
371，437，300円
438，363，700円
190，427，900円
864，174，700円
413，626，600円
445，690，800円
1，157，587，800円
1，789，821，500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 5，671，130，300円

総入場人員 12，351名 （有料入場人員 11，018名）
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