
22073 8月19日 晴 重 （29小倉2）第7日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時00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

814 ニシノダンテ 牡2青鹿 54
51 ▲三津谷隼人西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 482－10 59．2 11．9�

58 ラフィングマッチ 牡2栗 54 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 464－ 81：00．05 20．7�
57 ハルキストン 牡2鹿 54

53 ☆�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 422± 01：00．42� 5．2�
712 シゲルアサツキ 牝2栗 54 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 424－ 6 〃 クビ 91．6�
22 ロンリーボーイ 牡2鹿 54

53 ☆荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 402－101：00．5クビ 72．2�
11 ビ ッ グ ボ ス 牡2黒鹿54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470＋ 61：00．6� 15．3	
45 シゲルマツタケ 牝2栗 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 434－ 4 〃 クビ 36．3

33 ナンゴクユメネット 牝2栗 54 水口 優也渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 462± 01：00．92 167．3�
69 サイモンバイタル 牡2鹿 54 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 426－ 41：01．64 245．8�
34 セイウンデルレイ 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 476－ 41：01．7� 3．5
813 ホッコータピタン 牝2栗 54 秋山真一郎北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 448± 01：01．91� 4．8�
610 ブルベアノザワナ 牡2栗 54 和田 竜二 �ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 B444＋ 81：02．11� 18．7�
46 カシノレガーメ 牡2黒鹿 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 454－ 41：02．31 83．1�
711 コウエイゴールド 牡2栗 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 488＋ 41：03．15 5．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，339，500円 複勝： 22，869，700円 枠連： 8，941，500円
馬連： 39，726，600円 馬単： 20，068，000円 ワイド： 23，302，500円
3連複： 58，585，400円 3連単： 70，906，700円 計： 262，739，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 370円 � 500円 � 190円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 10，650円 馬 単 �� 19，420円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 860円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 12，520円 3 連 単 ��� 92，790円

票 数

単勝票数 計 183395 的中 � 13003（5番人気）
複勝票数 計 228697 的中 � 14948（6番人気）� 10472（8番人気）� 37439（3番人気）
枠連票数 計 89415 的中 （5－8） 12048（2番人気）
馬連票数 計 397266 的中 �� 2890（29番人気）
馬単票数 計 200680 的中 �� 775（56番人気）
ワイド票数 計 233025 的中 �� 2022（31番人気）�� 7175（9番人気）�� 4648（18番人気）
3連複票数 計 585854 的中 ��� 3509（41番人気）
3連単票数 計 709067 的中 ��� 554（288番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．0―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノダンテ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．7．22 中京8着

2015．2．11生 牡2青鹿 母 カナエチャン 母母 ザ ミ ル 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。
〔制裁〕 ラフィングマッチ号の騎手酒井学は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番・5番）

22074 8月19日 晴 良 （29小倉2）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時30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

79 タニノミステリー 牡2黒鹿54 M．デムーロ谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 420＋ 21：48．9 1．8�
67 ウインネプチューン 牡2青鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 456－ 21：49．0� 25．5�
66 シゲルホウレンソウ 牡2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 488－ 41：49．21� 3．4�
78 キングブラック 牡2鹿 54 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 490－ 21：49．73 51．4�
22 タイセイビスタ 牡2青鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 488－ 21：50．12� 12．1�
810 シゲルサツマイモ 牡2鹿 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング
フィールド牧場 458－ 81：50．73� 76．2	

811 ディヴァインサーガ 牡2青鹿54 秋山真一郎杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 440－ 81：50．8� 21．3

55 シミズミナト 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田 猛 476＋101：50．9� 194．5�
44 リスペクタブル 牡2鹿 54 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：51．22 7．2
33 マイネルサブリエ 牡2栗 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 452－ 61：51．3� 188．9�
11 カシノバイタル 牡2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 434＋ 61：51．4� 228．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，833，100円 複勝： 56，375，000円 枠連： 8，272，000円
馬連： 35，924，200円 馬単： 23，984，500円 ワイド： 22，101，700円
3連複： 44，944，600円 3連単： 87，045，500円 計： 299，480，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 110円 枠 連（6－7） 180円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 430円 �� 130円 �� 540円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 208331 的中 � 95381（1番人気）
複勝票数 計 563750 的中 � 387075（1番人気）� 16592（5番人気）� 75733（2番人気）
枠連票数 計 82720 的中 （6－7） 34079（1番人気）
馬連票数 計 359242 的中 �� 18544（6番人気）
馬単票数 計 239845 的中 �� 9303（6番人気）
ワイド票数 計 221017 的中 �� 10096（6番人気）�� 62254（1番人気）�� 7760（8番人気）
3連複票数 計 449446 的中 ��� 38096（3番人気）
3連単票数 計 870455 的中 ��� 13805（14番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．6―12．1―12．1―12．0―12．1―12．2―12．3

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

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

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

勝馬の
紹 介

タニノミステリー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．6．4 阪神3着

2015．2．26生 牡2黒鹿 母 ブライダルベール 母母 ファンシーブライド 3戦1勝 賞金 8，100，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第７日



22075 8月19日 晴 重 （29小倉2）第7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 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

612 エスポワールパレス 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 492＋ 81：46．4 2．5�

816� ファージンゲール 牝3鹿 54 D．ホワイト 吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill
Farm 472＋ 4 〃 クビ 3．0�

（香港）

714 ジューンアンカー 牡3栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B450－ 21：47．57 117．1�
510 デンコウグロリアス 牡3鹿 56 幸 英明田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468＋ 81：47．6� 28．9�
713 メイショウゴウキ 	3黒鹿56 和田 竜二松本 和子氏 沖 芳夫 安平 
橋本牧場 482± 01：47．81� 110．4�
48 ロードスヴァローグ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �ロードホースクラブ 松下 武士 新冠 パカパカ

ファーム 482－101：48．11� 10．1	
24 � ユ ウ ジ 牡3鹿 56 武 豊稻井田安史氏 森 秀行 米 River Bend

Farm, Inc. 518＋ 81：48．84 8．9

23 ポ ポ チ カ 牡3黒鹿56 中谷 雄太副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 482± 01：48．9� 30．2�
11 ラ ラ オ ー ロ 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B442－ 41：49．11� 67．8�
59 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 486－ 2 〃 ハナ 44．0
36 キ ク ノ コ ア 牡3鹿 56 畑端 省吾菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 524 ―1：50．37 77．5�
12 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 452＋ 8 〃 クビ 7．2�
815 ベ ニ ー ニ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太桑畑 �信氏 羽月 友彦 新ひだか 福岡 駿弥 490＋ 61：50．4クビ 380．3�
611 エイシンスパンキー 	3栗 56 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 B500－121：50．82� 33．5�
35 ミズデッポウ 	3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 468－22 〃 ハナ 344．9�
47 トリニダード 牡3鹿 56

55 ☆島 克駿前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：51．01� 98．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，108，300円 複勝： 31，116，500円 枠連： 10，845，700円
馬連： 42，471，300円 馬単： 23，283，100円 ワイド： 28，147，600円
3連複： 60，267，000円 3連単： 76，018，300円 計： 295，257，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 130円 � 1，900円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 220円 �� 4，560円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 10，470円 3 連 単 ��� 34，740円

票 数

単勝票数 計 231083 的中 � 73202（1番人気）
複勝票数 計 311165 的中 � 78720（1番人気）� 72975（2番人気）� 2301（14番人気）
枠連票数 計 108457 的中 （6－8） 22800（1番人気）
馬連票数 計 424713 的中 �� 82190（1番人気）
馬単票数 計 232831 的中 �� 24155（1番人気）
ワイド票数 計 281476 的中 �� 42056（1番人気）�� 1362（40番人気）�� 1406（39番人気）
3連複票数 計 602670 的中 ��� 4314（30番人気）
3連単票数 計 760183 的中 ��� 1586（101番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．2―13．0―12．7―12．2―12．7―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―30．0―43．0―55．7―1：07．9―1：20．6―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．5
1
3
4，8－（7，12）（10，16，11）13（1，14）（2，6，15）3，9－5
4，8，12，11，16，10（7，13，3）（14，15，9）2，6－1－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エスポワールパレス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Hennessy デビュー 2016．8．21 小倉8着

2014．4．12生 牡3鹿 母 ストーミングヘヴン 母母 Breezy Stories 13戦1勝 賞金 15，100，000円
〔発走状況〕 ポポチカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カガヒーロー号の騎手秋山真一郎は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ジューンアンカー号の騎手高田潤は，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：11番）
〔調教再審査〕 ポポチカ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴェストリス号
（非抽選馬） 4頭 キシュウサラリン号・ショウナンラスター号・マルカテノール号・ロシニョール号
※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。

22076 8月19日 晴 良 （29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 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム3：09．4良

44 シベリアンタイガー �6鹿 60 山本 康志岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 484＋ 83：09．9 28．5�
11 ミヤジタイガ 牡7鹿 62 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 494－ 63：10．32� 5．5�
77 シゲルヒノクニ 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 中村 雅明 508＋ 43：10．51 13．6�
66 スズカチャンプ 牡8鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 498＋ 2 〃 クビ 5．5�
88 プレシャスタイム 牡4鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 23：10．82 14．3�
33 メイショウナルト �9鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 466－ 23：11．01� 1．6�
22 ゼンノトライブ 牡4黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 446－ 43：11．53 36．8	
55 トーキングポイント 牡3黒鹿58 熊沢 重文水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 512－ 63：11．92 13．8


（8頭）

売 得 金
単勝： 17，474，400円 複勝： 34，588，900円 枠連： 発売なし
馬連： 30，801，100円 馬単： 19，500，200円 ワイド： 17，721，700円
3連複： 38，186，700円 3連単： 87，764，400円 計： 246，037，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 1，070円 � 360円 � 440円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 15，180円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，620円 �� 810円

3 連 複 ��� 12，340円 3 連 単 ��� 109，320円

票 数

単勝票数 計 174744 的中 � 4902（7番人気）
複勝票数 計 345889 的中 � 7780（7番人気）� 27057（3番人気）� 21241（4番人気）
馬連票数 計 308011 的中 �� 3840（19番人気）
馬単票数 計 195002 的中 �� 963（38番人気）
ワイド票数 計 177217 的中 �� 2745（20番人気）�� 2767（19番人気）�� 5813（9番人気）
3連複票数 計 381867 的中 ��� 2320（34番人気）
3連単票数 計 877644 的中 ��� 582（228番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．4－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シベリアンタイガー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．1．19 中山6着

2011．5．29生 �6鹿 母 ク ロ ネ コ 母母 フサイチグレース 障害：12戦2勝 賞金 30，500，000円



22077 8月19日 晴 良 （29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

711� モズスーパーフレア 牝2栗 54 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 470 ―1：08．5 1．7�

69 � ジャスパープリンス 牡2鹿 54 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米
Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

452 ―1：08．6� 4．8�
44 ジューンナイト 牡2青鹿54 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 434 ―1：09．77 9．6�
812 キンショーブラック 牝2黒鹿54 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 新冠 土井牧場 454 ―1：09．91� 34．3�
11 マッスルバローズ 牡2栗 54 D．ホワイト 猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488 ―1：10．11	 11．3�
（香港）

710 アスターシャンティ 牡2黒鹿54 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 442 ―1：10．2
 21．3	
45 サクセステーラー 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中
田牧場 442 ― 〃 アタマ 27．4


68 チョウフレンドリー 牡2鹿 54 酒井 学丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 草薙 利昭 450 ―1：10．51
 41．4�
56 ミトノブラック 牡2青鹿 54

53 ☆義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460 ―1：10．6� 147．3�
33 スプリングフライト 牡2鹿 54 小牧 太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 454 ―1：11．02� 49．1
22 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 484 ―1：11．95 187．9�
813 ウインサザンクロス 牡2鹿 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 日高 賀張三浦牧場 464 ―1：13．510 30．2�
57 ミンミンレジーナ 牝2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード崎山 博樹 新ひだか 高橋フアーム 416 ―1：15．8大差 116．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，894，700円 複勝： 43，963，100円 枠連： 11，399，400円
馬連： 37，808，600円 馬単： 24，484，400円 ワイド： 25，114，700円
3連複： 47，031，800円 3連単： 75，858，400円 計： 291，555，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（6－7） 340円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 258947 的中 � 126621（1番人気）
複勝票数 計 439631 的中 � 267057（1番人気）� 52370（2番人気）� 25360（3番人気）
枠連票数 計 113994 的中 （6－7） 25722（1番人気）
馬連票数 計 378086 的中 �� 87526（1番人気）
馬単票数 計 244844 的中 �� 36989（1番人気）
ワイド票数 計 251147 的中 �� 44406（1番人気）�� 20544（2番人気）�� 9522（6番人気）
3連複票数 計 470318 的中 ��� 34638（1番人気）
3連単票数 計 758584 的中 ��� 22576（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．6―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．6―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズスーパーフレア �
�
父 Speightstown �

�
母父 Belong to Me 初出走

2015．4．1生 牝2栗 母 Christies Treasure 母母 Roses At Sunset 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインサザンクロス号・ミンミンレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

9月19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。

22078 8月19日 晴 良 （29小倉2）第7日 第6競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

11 トルネードアレイ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440－ 21：47．3 1．5�
24 アバルラータ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 446－ 61：47．62 23．9�
59 ソルーナブルー 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 日高 石原牧場 476＋ 81：47．81 44．6�
816 ガルトマーン 牡3鹿 56 D．ホワイト �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 454＋ 21：47．9� 7．6�

（香港）

47 サンレイサワヤカ 牝3栗 54 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 422－ 21：48．21� 11．9	
611 ロイヤルテーラー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 414－ 61：48．41 68．5

35 カリブハーブ 牝3鹿 54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 444＋ 2 〃 クビ 13．3�
510 ド ナ マ コ ン 牝3鹿 54 中谷 雄太山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 462－ 61：48．61� 147．4�
23 ブルベアリンクス 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 468＋141：48．7� 34．9
714 タガノヴァン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 61：48．91� 39．0�
12 ヴィクトリーダンス 牝3鹿 54 川島 信二�G1レーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：49．0� 249．4�
612 ロングマリアベール 牝3黒鹿54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 432± 01：49．95 196．8�
815 ムーンシュトラール 牡3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500 ―1：50．53� 7．6�
48 ディーアヴァン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太前川 俊行氏 庄野 靖志 浦河 富菜牧場 448－ 21：50．71� 37．2�
36 ワンダフルセンス 牡3鹿 56 小牧 太ロイヤルパーク 笹田 和秀 新ひだか 高橋フアーム 414＋ 8 〃 ハナ 262．8�
713 テ ン ペ ス ト 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 458± 01：51．02 84．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，472，000円 複勝： 89，737，600円 枠連： 15，753，700円
馬連： 48，696，200円 馬単： 33，211，600円 ワイド： 33，548，500円
3連複： 70，435，900円 3連単： 112，004，400円 計： 432，859，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 380円 � 470円 枠 連（1－2） 850円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 610円 �� 900円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 10，520円 3 連 単 ��� 27，140円

票 数

単勝票数 計 294720 的中 � 150631（1番人気）
複勝票数 計 897376 的中 � 641110（1番人気）� 19558（6番人気）� 14966（7番人気）
枠連票数 計 157537 的中 （1－2） 14355（4番人気）
馬連票数 計 486962 的中 �� 28044（5番人気）
馬単票数 計 332116 的中 �� 14806（5番人気）
ワイド票数 計 335485 的中 �� 14890（5番人気）�� 9688（8番人気）�� 1335（51番人気）
3連複票数 計 704359 的中 ��� 5021（36番人気）
3連単票数 計1120044 的中 ��� 2992（84番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3

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

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

トルネードアレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．11．13 京都2着

2014．2．17生 牡3黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 7戦1勝 賞金 12，550，000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。



22079 8月19日 晴 良 （29小倉2）第7日 第7競走 ��
��1，200�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 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

714 キラーコンテンツ 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476－ 21：08．8 2．1�
715 サンブリリアント 牝3栗 54 北村 友一西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 482－ 61：09．01 4．4�
48 ファニーフェロー 牡3黒鹿56 D．ホワイト 小田 吉男氏 斉藤 崇史 日高 加藤牧場 464± 01：09．1� 10．2�

（香港）

36 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 456＋ 41：09．31� 24．1�
24 ロードアイビス 牡3鹿 56 和田 竜二 �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 462－ 61：09．51 7．4	
612 ニシノフローラル 牝3鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 506± 0 〃 ハナ 7．0

818 タンバレジーナ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 山際 辰夫 456＋221：09．82 340．8�
23 クラッチヒッター 牝3黒鹿54 川須 栄彦�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 394± 0 〃 クビ 313．9�
35 ミスターフウジン 牡3黒鹿56 松山 弘平阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 B490－ 4 〃 アタマ 112．1
611 シゲルキツネ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 442± 0 〃 ハナ 43．5�
12 カフジジュエル 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 21：09．9クビ 80．8�
817� ヴィアデラモーレ 	3栗 56

53 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Don Ming 502－101：10．0� 239．2�
11 スナッチアイズ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422－ 81：10．32 17．9�

59 シゲルエゾシカ 牝3栗 54
53 ☆義 英真森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 464＋ 81：10．51
 355．1�

713 ヴ ェ ネ ー ノ 牝3黒鹿54 松若 風馬 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 398＋ 4 〃 ハナ 277．8�
510� マ イ ギ フ ト 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗栗山 良子氏 �島 一歩 米 Double In-
finity Ranch B472－ 41：10．81� 106．1�

47 エールミニョン 牝3鹿 54 藤懸 貴志佐伯由加理氏 平田 修 日高 下河辺牧場 450＋181：10．9� 109．9�
816 グレートコマンダー 牝3黒鹿54 熊沢 重文山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 468± 01：12．39 366．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，891，200円 複勝： 37，031，400円 枠連： 14，729，300円
馬連： 56，928，200円 馬単： 30，098，400円 ワイド： 33，656，100円
3連複： 74，667，300円 3連単： 105，655，800円 計： 385，657，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 210円 枠 連（7－7） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 328912 的中 � 123801（1番人気）
複勝票数 計 370314 的中 � 110218（1番人気）� 56042（2番人気）� 33535（5番人気）
枠連票数 計 147293 的中 （7－7） 20694（2番人気）
馬連票数 計 569282 的中 �� 78913（1番人気）
馬単票数 計 300984 的中 �� 26059（1番人気）
ワイド票数 計 336561 的中 �� 43488（1番人気）�� 20470（4番人気）�� 13572（7番人気）
3連複票数 計 746673 的中 ��� 37278（3番人気）
3連単票数 計1056558 的中 ��� 17848（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．8―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 1（9，12）（2，4，14，15）5，8（6，18）11（3，17）13－（7，16）10 4 ・（1，9，12）（2，4，14）15（6，5）（8，18）（3，11）（17，13）－（10，7）16

勝馬の
紹 介

キラーコンテンツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Concorde’s Tune デビュー 2017．6．11 阪神3着

2014．1．23生 牡3鹿 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 シゲルエゾシカ号の騎手義英真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレートコマンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月19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 バーニングテイスト号・メイショウチロル号
※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。

22080 8月19日 晴 稍重 （29小倉2）第7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
1：40．9

不良
重

35 ゼンノワスレガタミ 牡3鹿 54 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 466－ 21：44．9 5．7�
11 エ レ メ ン ツ 牝4黒鹿55 小牧 太 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 510＋ 8 〃 アタマ 24．2�
48 ドライバーズハイ 牡4鹿 57 D．ホワイト 藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 448－ 2 〃 クビ 3．4�

（香港）

713 ラインフィール 牡4栗 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B498－ 21：45．0� 8．7�
611 メイショウササユリ 牝3黒鹿 52

49 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 496＋141：45．63� 20．8�
36 サウスオブボーダー 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B464－ 21：45．7� 5．2�
816 アフターミー 牡4鹿 57 北村 友一下河	美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 446＋12 〃 アタマ 54．9

510 スズカフューラー 牡3栗 54 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418± 01：45．8アタマ 5．5�
59 メイショウアケボノ 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 518＋ 81：46．54 168．1
815 ブルベアラクーン 牡3栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 530＋ 2 〃 クビ 29．1�
612 シンゼンガンプ 牡5鹿 57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 466＋ 21：46．81� 12．1�
23 	 オースミマルス 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 464－ 21：46．9� 298．8�
24 トゥールエッフェル 牝4芦 55 中谷 雄太 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 528＋14 〃 クビ 29．6�
12 カシノランド 牡5黒鹿 57

56 ☆義 英真柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 446－141：47．53� 72．9�
47 クリノケンリュウ 牡3栗 54 松山 弘平栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 460－ 21：48．88 49．1�
714	 エネルワンダー 牡4鹿 57 川須 栄彦鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 452－ 81：53．2大差 215．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，467，400円 複勝： 43，728，900円 枠連： 15，456，300円
馬連： 60，950，200円 馬単： 26，253，100円 ワイド： 37，364，400円
3連複： 83，817，800円 3連単： 98，693，600円 計： 394，731，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 600円 � 170円 枠 連（1－3） 2，390円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 11，220円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 620円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 44，910円

票 数

単勝票数 計 284674 的中 � 39534（4番人気）
複勝票数 計 437289 的中 � 44823（4番人気）� 14884（8番人気）� 82496（1番人気）
枠連票数 計 154563 的中 （1－3） 5003（11番人気）
馬連票数 計 609502 的中 �� 6777（21番人気）
馬単票数 計 262531 的中 �� 1754（38番人気）
ワイド票数 計 373644 的中 �� 3930（24番人気）�� 16472（6番人気）�� 6537（15番人気）
3連複票数 計 838178 的中 ��� 7993（21番人気）
3連単票数 計 986936 的中 ��� 1593（135番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．6―12．6―12．7―12．0―12．3―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．4―42．0―54．7―1：06．7―1：19．0―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．2
1
3
1，5，13（4，15）6（2，7，10）14－12，8－（9，11）（3，16）
1（5，13）15（4，6）10（2，8）（9，7，12）16，11，14，3

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

勝馬の
紹 介

ゼンノワスレガタミ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神5着

2014．1．26生 牡3鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 5戦2勝 賞金 13，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エネルワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月19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。



22081 8月19日 晴 良 （29小倉2）第7日 第9競走 ��
��1，200�

お ご お り

小 郡 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ダイメイプリンセス 牝4黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 492＋ 21：08．3 18．5�
815 タイセイブレーク 牡3栗 54 M．デムーロ田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 504－ 61：08．51� 2．4�
23 イサチルホープ 牡5栗 57 中谷 雄太小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 464－ 4 〃 クビ 7．0�
714 ラブローレル 牝5青鹿55 小牧 太増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426± 0 〃 ハナ 110．1�
713 アルパーシャン 牡5栗 57 酒井 学�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460± 01：08．6クビ 54．3�
611 ウインベントゥーラ 牡5鹿 57 和田 竜二	ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 460－ 4 〃 クビ 45．6

510 カノヤパリティ 牝4栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 462－ 61：08．7	 27．7�
36 
 アイファーヴリル 牡4栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 440－ 41：08．8� 30．3�
12 クールファンタジー 牝3黒鹿52 荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 446－ 61：09．01� 17．9
24 アドマイヤジャズ 牡5青鹿57 D．ホワイト 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 11．6�

（香港）

816 ナムラエルサ 牝4鹿 55 �島 克駿奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 474－ 4 〃 ハナ 10．0�
48 クールジョジョ 牝6黒鹿55 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 454＋201：09．1� 98．6�
59 ミルトドリーム 牡3鹿 54 松山 弘平永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 502＋ 21：09．31� 3．8�
47 ショウナンマキシム 牝5鹿 55 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 420± 0 〃 アタマ 87．6�
612 ジェントルハート 牝4栗 55 岩崎 翼前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 21：09．4クビ 171．1�
（15頭）

11 サンライズビーム 牡4芦 57 武 豊松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 450± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，146，500円 複勝： 45，668，800円 枠連： 23，075，300円
馬連： 80，864，400円 馬単： 35，226，800円 ワイド： 45，201，300円
3連複： 98，809，900円 3連単： 136，649，200円 計： 496，642，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 410円 � 140円 � 280円 枠 連（3－8） 1，250円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，970円 �� 570円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 47，420円

票 数

単勝票数 差引計 311465（返還計 4933） 的中 � 13444（7番人気）
複勝票数 差引計 456688（返還計 11363） 的中 � 22420（7番人気）� 118598（1番人気）� 36673（5番人気）
枠連票数 差引計 230753（返還計 829） 的中 （3－8） 14292（5番人気）
馬連票数 差引計 808644（返還計 49949） 的中 �� 29837（8番人気）
馬単票数 差引計 352268（返還計 20136） 的中 �� 4168（21番人気）
ワイド票数 差引計 452013（返還計 27680） 的中 �� 13627（8番人気）�� 5601（22番人気）�� 21363（4番人気）
3連複票数 差引計 988099（返還計114512） 的中 ��� 13251（15番人気）
3連単票数 差引計1366492（返還計152084） 的中 ��� 2089（146番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイプリンセス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．11．7 京都9着

2013．4．9生 牝4黒鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 13戦2勝 賞金 19，842，000円
〔競走除外〕 サンライズビーム号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 タイセイブレーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タイセイブレーク号は，発走調教再審査。
※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19日 晴 良 （29小倉2）第7日 第10競走 ��
��2，000�

ひ こ さ ん

英 彦 山 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

810 ウォータービルド 牡3鹿 54 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 482－ 21：59．8 4．8�
77 サウンドパラダイス 牝4鹿 55 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 506＋ 21：59．9� 12．9�
44 タガノシャルドネ 牡3鹿 54 酒井 学八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 22：00．22 4．0�
66 ブラックカード 牡3黒鹿54 M．デムーロ岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452＋ 42：00．3	 2．8�
55 グランノーブル 牡4鹿 57 北村 友一三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 B498± 02：00．4クビ 8．1�
78 バリオラージュ 牡3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B456－ 2 〃 クビ 15．0	
22 マスターコード 牡3黒鹿54 松若 風馬
G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 6 〃 アタマ 13．6�
89 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 54 幸 英明名古屋友豊
 木原 一良 新冠 オリエント牧場 446－ 42：00．5� 59．9�
11 リ セ エ ン ヌ 牝4青鹿55 荻野 極吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 418＋ 62：00．6� 12．5
33 カタヨクノテンシ 牡4鹿 57 小牧 太�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 512＋ 22：01．23� 126．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，638，200円 複勝： 44，707，900円 枠連： 15，642，500円
馬連： 91，359，500円 馬単： 43，259，300円 ワイド： 43，361，300円
3連複： 112，412，200円 3連単： 195，874，700円 計： 586，255，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 310円 � 160円 枠 連（7－8） 1，400円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 930円 �� 540円 �� 950円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 30，290円

票 数

単勝票数 計 396382 的中 � 64757（3番人気）
複勝票数 計 447079 的中 � 52141（3番人気）� 32014（7番人気）� 83782（2番人気）
枠連票数 計 156425 的中 （7－8） 8609（6番人気）
馬連票数 計 913595 的中 �� 24807（12番人気）
馬単票数 計 432593 的中 �� 6624（22番人気）
ワイド票数 計 433613 的中 �� 11740（13番人気）�� 21323（4番人気）�� 11497（15番人気）
3連複票数 計1124122 的中 ��� 12766（26番人気）
3連単票数 計1958747 的中 ��� 4688（113番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．2―11．8―11．7―12．1―12．7―12．4―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．6―46．4―58．1―1：10．2―1：22．9―1：35．3―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．9
1
3
5－8（1，9）6，2（4，7）－3－10
5，8（1，9）（2，6，3）（4，7）10

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

勝馬の
紹 介

ウォータービルド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2016．11．19 京都1着

2014．4．1生 牡3鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 2戦2勝 賞金 17，766，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22083 8月19日 晴 稍重 （29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，28．8．20以降29．8．13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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

47 タガノヴェローナ 牝3芦 51 藤懸 貴志八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468± 01：44．9 7．9�

35 	 タ イ マ ツ リ 牡6黒鹿53 森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 464－ 8 〃 クビ 27．8�
36 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 54 松山 弘平 �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 474＋ 21：45．21
 3．5�
24 トーコーグリーン 牡7黒鹿53 幸 英明森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506－10 〃 クビ 77．9�
12 ロードプレステージ 牡5黒鹿53 北村 友一 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 458＋101：45．3
 42．1�
816 シーリーヴェール 牡6青鹿55 M．デムーロ 	社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 478－ 61：45．4
 7．7

59 タガノグルナ 牡3鹿 53 �島 良太八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 41：45．5
 3．8�
611 キョウワランサー 牡6栗 55 D．ホワイト 	協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B464－ 41：45．6
 11．5�

（香港）

510	 メイショウトリトン 牡7黒鹿53 高倉 稜松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 468－12 〃 クビ 91．0
815 スターリーウインド 牝5黒鹿52 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480＋ 21：45．81
 41．6�
23 メイショウグジョウ 牡3栗 53 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 462＋ 61：45．9クビ 14．5�
11 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 51 �島 克駿竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B494＋12 〃 クビ 149．9�
713 コスモピーコック 牝5鹿 51 三津谷隼人 	ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 484－121：46．32
 69．0�
714 サンライズワールド �7栗 54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 444－ 81：46．4クビ 60．1�
48 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 56 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 544＋ 21：46．61
 22．7�
612 ウ ラ ガ ー ノ 牝3青鹿51 酒井 学藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 522＋ 61：46．92 9．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，304，900円 複勝： 80，334，900円 枠連： 48，872，000円
馬連： 211，093，800円 馬単： 84，234，200円 ワイド： 100，026，300円
3連複： 326，663，200円 3連単： 457，174，000円 計： 1，366，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 590円 � 150円 枠 連（3－4） 860円

馬 連 �� 10，840円 馬 単 �� 19，130円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 520円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 11，660円 3 連 単 ��� 84，590円

票 数

単勝票数 計 583049 的中 � 58622（4番人気）
複勝票数 計 803349 的中 � 76401（4番人気）� 26949（9番人気）� 182875（1番人気）
枠連票数 計 488720 的中 （3－4） 43645（3番人気）
馬連票数 計2110938 的中 �� 15080（32番人気）
馬単票数 計 842342 的中 �� 3301（60番人気）
ワイド票数 計1000263 的中 �� 7706（35番人気）�� 53493（3番人気）�� 14408（20番人気）
3連複票数 計3266632 的中 ��� 21006（38番人気）
3連単票数 計4571740 的中 ��� 3918（272番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．8―12．6―12．4―12．0―12．5―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．7―42．3―54．7―1：06．7―1：19．2―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．2
1
3
9（7，13）（5，8）12（11，16）（6，14）2（3，10）－（1，4）－15・（9，7）（13，16）（5，6）12，11（8，3）（2，14）4－（15，10）1

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

勝馬の
紹 介

タガノヴェローナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．3．21生 牝3芦 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 9戦3勝 賞金 33，964，000円
〔制裁〕 ビスカリア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。
※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 カレンマタドール号・キングカーティス号・クリノフウジン号・サンライズレーヴ号・タマモセナター号・

メイショウカロッタ号
※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。

22084 8月19日 晴 良 （29小倉2）第7日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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
1：06．5
1：06．5

良
良

611 ベルディーヴァ 牝5栗 55 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 466－ 61：08．5 6．8�
48 ウインソワレ 牝5鹿 55 幸 英明�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 8 〃 アタマ 10．2�
36 メイショウラバンド 牝6鹿 55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 462－ 41：08．6� 3．3�
23 クラリティーアイズ 牝4栗 55

54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 482＋221：08．81� 77．1�
11 � ウイングタイガー 牝5鹿 55 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 81：08．9クビ 41．8	
59 ヤマカツサファイヤ 牝4青鹿55 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 502－ 6 〃 ハナ 8．7

47 シエルブラン 牝3栗 52 川須 栄彦金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 8．9�
24 トーホウビスカヤ 牝3鹿 52 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 488＋ 21：09．1	 10．4�
815 キラービューティ 牝3栗 52

51 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458＋10 〃 アタマ 5．4
12 ラ ソ 牝3黒鹿 52

49 ▲森 裕太朗西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 434－ 81：09．2� 42．1�
816 エンゲージスマイル 牝3鹿 52 酒井 学 �社台レースホース北出 成人 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 ハナ 51．0�
35 タマモイヤリング 牝5黒鹿55 北村 友一タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 464＋ 4 〃 アタマ 19．0�
817 クレアチェイス 牝3鹿 52 松若 風馬 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 434＋121：09．51	 138．6�
713 フジクイーン 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 488－ 4 〃 クビ 56．6�
714 シ ア ン 牝3栗 52

51 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 414＋ 21：10．56 31．9�
510 プラムステッド 牝3栗 52 高倉 稜合同会社東堂 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：11．24 276．8�
612 ミキノタマテバコ 牝3栗 52

51 ☆義 英真谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 472－ 61：11．41
 115．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 39，214，400円 複勝： 50，943，200円 枠連： 29，274，600円
馬連： 114，356，100円 馬単： 47，805，000円 ワイド： 58，387，700円
3連複： 171，428，900円 3連単： 223，856，700円 計： 735，266，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 270円 � 160円 枠 連（4－6） 1，560円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 7，880円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 550円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 28，220円

票 数

単勝票数 計 392144 的中 � 46109（3番人気）
複勝票数 計 509432 的中 � 51898（4番人気）� 43564（5番人気）� 103113（1番人気）
枠連票数 計 292746 的中 （4－6） 14501（6番人気）
馬連票数 計1143561 的中 �� 21225（17番人気）
馬単票数 計 478050 的中 �� 4548（33番人気）
ワイド票数 計 583877 的中 �� 9140（21番人気）�� 28089（3番人気）�� 24025（4番人気）
3連複票数 計1714289 的中 ��� 36195（5番人気）
3連単票数 計2238567 的中 ��� 5751（71番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 8，9，4（7，11）（2，12）（6，15）（3，14，16）（1，5，17）13＝10 4 8（4，9）11（2，7，6，15）（3，16）（1，5）（12，17）（13，14）＝10

勝馬の
紹 介

ベルディーヴァ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Nureyev デビュー 2015．6．14 阪神9着

2012．3．11生 牝5栗 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 12戦2勝 賞金 15，950，000円
〔制裁〕 クラリティーアイズ号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）



（29小倉2）第7日 8月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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

183，800，000円
2，530，000円
11，020，000円
1，460，000円
20，290，000円
67，806，000円
4，885，600円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
364，784，600円
581，065，900円
202，262，300円
850，980，200円
411，408，600円
467，933，800円
1，187，250，700円
1，727，501，700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 5，793，187，800円

総入場人員 8，874名 （有料入場人員 7，765名）
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