
22085 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8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

611 タイセイソニック 牡2黒鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 430＋ 41：09．5 2．3�
712 ビーチキャンドル 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 458± 01：09．6� 134．3�
22 エイシンテースティ 牝2栗 54 武 豊�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 452－10 〃 クビ 2．6�
610 メイショウツバキ 牝2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 436± 01：09．81 117．4�
713 ダイメイギンガ 牝2栗 54 松山 弘平宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 444± 0 〃 ハナ 58．4	
23 ラ イ ナ ス 牡2栗 54 和田 竜二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 486－ 2 〃 クビ 14．5

11 カ ク リ ョ ウ 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 476－ 21：09．9� 9．4�
35 タムロリバティ 牝2青鹿54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 494－ 61：10．0� 14．9�
58 タマモキンバリー 牡2黒鹿54 �島 良太タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 426－101：10．21	 34．4
814 テイエムヨハネス 牡2栗 54 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 484＋ 41：10．3
 169．8�
46 カシノクオーレ 牝2鹿 54 川島 信二柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 444＋ 41：10．51	 199．6�
815 シゲルビーツ 牝2黒鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 服部 利之 新冠 長浜 秀昭 420＋ 21：11．13� 307．8�
47 カシノベラドンナ 牝2栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 446± 0 〃 クビ 254．6�
34 メイショウスイレン 牝2黒鹿 54

53 ☆荻野 極松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 376－ 41：11．41
 137．8�
59 タ ラ ニ ス 牡2黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 478＋121：12．25 16．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，530，900円 複勝： 32，523，900円 枠連： 11，197，300円
馬連： 41，456，900円 馬単： 24，587，900円 ワイド： 26，729，000円
3連複： 62，728，200円 3連単： 95，163，200円 計： 311，917，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 970円 � 110円 枠 連（6－7） 4，050円

馬 連 �� 16，750円 馬 単 �� 20，240円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 150円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 8，680円 3 連 単 ��� 78，130円

票 数

単勝票数 計 175309 的中 � 62042（1番人気）
複勝票数 計 325239 的中 � 111867（1番人気）� 3151（10番人気）� 104637（2番人気）
枠連票数 計 111973 的中 （6－7） 2139（10番人気）
馬連票数 計 414569 的中 �� 1918（27番人気）
馬単票数 計 245879 的中 �� 911（37番人気）
ワイド票数 計 267290 的中 �� 1814（25番人気）�� 65301（1番人気）�� 1610（29番人気）
3連複票数 計 627282 的中 ��� 5414（28番人気）
3連単票数 計 951632 的中 ��� 883（181番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．6―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―45．0―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．1
3 ・（2，12）（1，5）（3，10）6（4，13）（8，11）（7，14）15－9 4 ・（2，12）5（1，3，10）（6，13）（4，11）8，14－（7，15）＝9
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

タイセイソニック �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．6．3 阪神4着

2015．3．13生 牡2黒鹿 母 ヴィエナトウショウ 母母 メルヘントウショウ 5戦1勝 賞金 10，700，000円

22086 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8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

510 メイショウサチシオ 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 490± 01：47．8 10．2�

612 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－ 61：48．43� 94．8�
714 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 448± 01：48．61� 8．6�
816 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 和田 竜二サイプレスホール

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 442± 01：48．7� 49．0�

59 タムロセレッサ 牝3鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 494± 0 〃 アタマ 4．8�
713 シ ャ ブ リ 牝3鹿 54 M．デムーロ石川 達絵氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 418± 01：49．01� 4．9	
23 インハーフェイバー 牝3鹿 54 武 豊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B510－ 21：49．21� 4．0

47 エイトクレイン 牝3鹿 54 �島 良太�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 434± 01：49．3� 13．2�
611 アイスグレー 牝3芦 54

53 ☆�島 克駿 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 478－ 41：49．4クビ 11．9
35 ラモントルドール 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 472± 0 〃 アタマ 9．4�
48 ニホンピロカーラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 434＋ 61：49．72 325．8�
815 ブランウェン 牝3鹿 54 松山 弘平森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 418－ 21：50．65 148．3�
12 リリーハッピー 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 424－ 21：51．87 253．3�
36 メイショウモーント 牝3黒鹿54 川須 栄彦松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 416－121：51．9� 97．9�
11 オーミカンタービレ 牝3栗 54 川島 信二岩﨑 僖澄氏 谷 潔 浦河 グラストレーニ

ングセンター 466＋221：55．4大差 432．5�
24 ジョーカルーア 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 B532－ 21：58．0大差 15．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，627，500円 複勝： 34，329，800円 枠連： 12，193，400円
馬連： 46，176，200円 馬単： 23，252，000円 ワイド： 29，920，300円
3連複： 66，173，900円 3連単： 80，943，100円 計： 314，616，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 420円 � 1，400円 � 330円 枠 連（5－6） 2，090円

馬 連 �� 32，290円 馬 単 �� 59，510円

ワ イ ド �� 9，280円 �� 1，910円 �� 11，690円

3 連 複 ��� 113，830円 3 連 単 ��� 410，370円

票 数

単勝票数 計 216275 的中 � 16909（6番人気）
複勝票数 計 343298 的中 � 22079（7番人気）� 5743（11番人気）� 29588（5番人気）
枠連票数 計 121934 的中 （5－6） 4518（8番人気）
馬連票数 計 461762 的中 �� 1108（53番人気）
馬単票数 計 232520 的中 �� 293（96番人気）
ワイド票数 計 299203 的中 �� 824（56番人気）�� 4128（27番人気）�� 653（62番人気）
3連複票数 計 661739 的中 ��� 436（178番人気）
3連単票数 計 809431 的中 ��� 143（836番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―13．1―13．1―12．6―12．5―12．5―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―31．5―44．6―57．2―1：09．7―1：22．2―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウサチシオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．4．16 阪神14着

2014．4．6生 牝3黒鹿 母 メイショウセンヒメ 母母 シ ー ヴ ェ 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミカンタービレ号・ジョーカルーア号は，「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。
（非当選馬） 1頭 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８日



22087 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8日 第3競走 ��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

12 オメガガーディアン 牡3鹿 56 D．ホワイト 原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 550－ 22：01．4 2．5�
（香港）

816 エイシンクリック 牡3鹿 56 M．デムーロ�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 480＋ 8 〃 アタマ 5．1�
35 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480＋ 6 〃 クビ 9．7�
817 アレススピアー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508± 0 〃 ハナ 3．9�
11 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 470＋ 62：01．5クビ 18．9	
47 ビューティーグリン 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド B402－ 82：01．6� 50．2


24 ゴ レ ア ー ダ 牝3栗 54 松若 風馬 �キャロットファーム 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 418－ 42：01．81� 14．3�
714 ウインドウイスパー 牝3栗 54 北村 友一福原 正博氏 森田 直行 平取 雅 牧場 436± 0 〃 ハナ 14．8�
36 グランドエポワール 牡3黒鹿56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 日高 スウィング

フィールド牧場 472± 02：02．11� 212．5
510 ウインアブソルート 牡3黒鹿56 高倉 稜�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444－ 6 〃 クビ 45．6�
815 スズカベローナ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 42：02．73	 319．6�
713 ヤマニンアドルフォ 
3青鹿56 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 382－ 42：02．8	 193．5�
48 サマープリンス 牡3黒鹿56 高田 潤前田 亘輝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 478± 02：02．9� 53．9�
59 メイショウカンキ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 446－ 4 〃 アタマ 72．0�
23 メイショウタカトラ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 516＋102：03．21� 40．7�
611 ゼットガンバー 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿�フォーレスト 池添 兼雄 浦河 絵笛牧場 484＋ 62：03．51	 355．5�
612 ヴ ァ ル ト 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極�ターフ・スポート森田 直行 日高 モリナガファーム B470－ 42：06．9大差 156．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 23，375，300円 複勝： 33，167，300円 枠連： 15，812，200円
馬連： 50，558，600円 馬単： 24，583，400円 ワイド： 30，489，100円
3連複： 72，965，800円 3連単： 88，466，700円 計： 339，418，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 230円 枠 連（1－8） 250円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 233753 的中 � 72838（1番人気）
複勝票数 計 331673 的中 � 85200（1番人気）� 52679（2番人気）� 29191（4番人気）
枠連票数 計 158122 的中 （1－8） 47632（1番人気）
馬連票数 計 505586 的中 �� 49083（2番人気）
馬単票数 計 245834 的中 �� 14130（3番人気）
ワイド票数 計 304891 的中 �� 26303（1番人気）�� 15337（4番人気）�� 6821（13番人気）
3連複票数 計 729658 的中 ��� 19586（8番人気）
3連単票数 計 884667 的中 ��� 6537（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．3―47．6―59．8―1：11．9―1：24．2―1：36．4―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．2
1
3
17，14（1，2）4－3（10，11，12）7（6，9）15（5，8，13，16）
17（14，2）1，4（7，3）－10（6，9，16）5（11，13）（15，8）－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガガーディアン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．23 中山5着

2014．5．1生 牡3鹿 母 ローズオットー 母母 エリザベスローズ 9戦1勝 賞金 11，750，000円
〔制裁〕 メイショウタカトラ号の騎手川島信二は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

メイショウタカトラ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：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月20日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 ニホンピロメリーナ号（疾病〔創傷性右角膜炎〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 レーヴルシード号
※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。

22088 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8日 第4競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11時20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
56．9
56．9

重
重

712 ホウロクダマ 牡3鹿 56
53 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 546＋10 59．0 15．9�
69 サウンドビクトリー 牝3鹿 54 中谷 雄太増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 見上牧場 506＋ 2 〃 クビ 8．9�
610 メイショウヒボタン 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 444± 0 59．1クビ 3．7�
46 メイショウルーシー 牝3青鹿54 松若 風馬松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 410＋ 4 59．2� 90．4�
34 マーブルクリス 牡3鹿 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 474＋ 2 59．3� 6．4�
711 ミスターロンリー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B464－ 2 59．93� 5．5	
33 ブルベアエイプス 牡3鹿 56 北村 友一 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B464＋ 61：00．43 41．2

57 サトノシュテルン 牝3黒鹿54 武 豊里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456－ 21：00．5� 5．3�
11 ソリティアリング 牝3芦 54

53 ☆荻野 極 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 434± 0 〃 クビ 64．6
814 プラネットナイン 牝3芦 54 小坂 忠士ライオンレースホース� 松元 茂樹 日高 Shall Farm 468 ―1：00．71� 171．4�
813 キーダッシュ 牡3栗 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 青森 大前 典男 482－ 41：00．8クビ 13．9�
58 スリーオリジン 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼永井商事� 加藤 敬二 浦河 信岡牧場 394－ 21：01．11� 197．9�
45 キセキノホシ 牡3鹿 56 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482± 01：01．2� 7．0�
22 エーティーライデン 牡3栗 56 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 飛野牧場 482± 01：01．3� 116．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，815，500円 複勝： 36，015，700円 枠連： 11，749，600円
馬連： 52，636，600円 馬単： 25，470，300円 ワイド： 32，276，300円
3連複： 68，358，700円 3連単： 88，898，600円 計： 342，221，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 410円 � 270円 � 160円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 8，400円 馬 単 �� 17，470円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 1，140円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 79，270円

票 数

単勝票数 計 268155 的中 � 13429（8番人気）
複勝票数 計 360157 的中 � 18665（8番人気）� 31698（6番人気）� 74154（1番人気）
枠連票数 計 117496 的中 （6－7） 16052（1番人気）
馬連票数 計 526366 的中 �� 4856（27番人気）
馬単票数 計 254703 的中 �� 1093（56番人気）
ワイド票数 計 322763 的中 �� 3517（27番人気）�� 7212（16番人気）�� 15232（6番人気）
3連複票数 計 683587 的中 ��� 6572（30番人気）
3連単票数 計 888986 的中 ��� 813（266番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―34．1―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウロクダマ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．9．3 新潟16着

2014．5．4生 牡3鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 10戦1勝 賞金 9，250，000円
〔制裁〕 ホウロクダマ号の騎手森裕太朗は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6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 メイショウカリナン号



22089 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8日 第5競走 ��1，800�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
1：47．9
1：45．9

良
良

11 レゲンダアウレア 牡2栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420 ―1：52．5 11．0�

89 ニホンピロフェスタ 牡2鹿 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 476 ―1：52．82 59．1�
22 コンファーメント 牡2鹿 54 D．ホワイト 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 516 ―1：52．9� 2．9�
（香港）

77 キーフラッシュ 牡2栗 54 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 482 ―1：53．21� 14．3�
66 ダンツタイヨウ 牡2黒鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 512 ―1：53．83� 5．5�
33 フルオーライト 牡2黒鹿54 武 豊キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 502 ― 〃 クビ 6．6	
78 タ ン ロ ン 牡2芦 54 北村 友一中辻 明氏 寺島 良 白老 習志野牧場 458 ―1：54．01� 12．3

55 ル リ ジ オ ン 牡2鹿 54 和田 竜二�G1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 472 ―1：54．1クビ 4．8�
810 カノウムスビ 牡2栗 54

53 ☆荻野 極吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 510 ―1：55．05 54．7
44 シゲルエダマメ 牡2青鹿54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 日高 高山 博 486 ―1：55．95 25．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，863，000円 複勝： 27，082，800円 枠連： 8，333，900円
馬連： 38，934，800円 馬単： 22，875，100円 ワイド： 21，873，600円
3連複： 48，484，800円 3連単： 78，923，400円 計： 273，371，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 350円 � 900円 � 140円 枠 連（1－8） 7，910円

馬 連 �� 22，230円 馬 単 �� 39，160円

ワ イ ド �� 5，410円 �� 740円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 18，550円 3 連 単 ��� 222，640円

票 数

単勝票数 計 268630 的中 � 20490（5番人気）
複勝票数 計 270828 的中 � 17390（6番人気）� 5729（9番人気）� 71003（1番人気）
枠連票数 計 83339 的中 （1－8） 816（27番人気）
馬連票数 計 389348 的中 �� 1357（40番人気）
馬単票数 計 228751 的中 �� 438（75番人気）
ワイド票数 計 218736 的中 �� 1003（41番人気）�� 8065（9番人気）�� 2298（28番人気）
3連複票数 計 484848 的中 ��� 1960（58番人気）
3連単票数 計 789234 的中 ��� 257（455番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．4―51．3―1：03．8―1：16．2―1：28．3―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レゲンダアウレア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2015．2．9生 牡2栗 母 ケ イ ト 母母 ハリウッドドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 フルオーライト号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・7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。

22090 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時40分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

44 オーロスターキス 牝2栗 54 川島 信二加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 468 ―1：11．0 3．9�
68 リリカルドリーム 牝2黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 430 ―1：11．31� 9．7�
67 ア ン ヴ ァ ル 牝2鹿 54 武 豊 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ― 〃 アタマ 3．2�
11 ケイココサージュ 牝2芦 54 和田 竜二 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 440 ―1：11．51 24．2�
55 ゴーオンザステージ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太前田 剛氏 宮本 博 新ひだか 岡田スタツド 392 ―1：11．71� 148．5	
79 タガノシムナ 牝2黒鹿54 松山 弘平八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 432 ― 〃 クビ 28．9

33 メイショウリボベジ 牝2鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 岡部牧場 442 ― 〃 アタマ 45．6�
56 ブルベアアスパラ 牝2栗 54 小牧 太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新冠 大林ファーム 438 ―1：12．02 98．4�
812 レッドランディーニ 牝2青 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 2．6
710 タマモオテンバ 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 446 ―1：12．1クビ 55．8�
22 ヤエノメイク 牝2黒鹿 54

53 ☆義 英真柳田 英子氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 426 ―1：12．95 63．6�

811 イチザティアラ 牝2黒鹿54 柴田 未崎奈良﨑孝一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 木下牧場 472 ―1：13．11� 199．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，320，800円 複勝： 21，589，100円 枠連： 10，395，800円
馬連： 39，927，200円 馬単： 24，628，300円 ワイド： 23，144，700円
3連複： 49，946，300円 3連単： 85，915，400円 計： 285，867，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 180円 � 140円 枠 連（4－6） 530円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 500円 �� 310円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 303208 的中 � 65195（3番人気）
複勝票数 計 215891 的中 � 47829（2番人気）� 24709（4番人気）� 43012（3番人気）
枠連票数 計 103958 的中 （4－6） 15149（2番人気）
馬連票数 計 399272 的中 �� 20742（6番人気）
馬単票数 計 246283 的中 �� 7848（9番人気）
ワイド票数 計 231447 的中 �� 11317（6番人気）�� 20710（3番人気）�� 12503（5番人気）
3連複票数 計 499463 的中 ��� 25113（4番人気）
3連単票数 計 859154 的中 ��� 7795（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．2―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロスターキス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2015．2．6生 牝2栗 母 ニシノビギン 母母 ニシノファイナル 1戦1勝 賞金 7，000，000円



22091 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8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）

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

23 エールデュレーヴ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450＋141：47．0 11．5�
713 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿52 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 474－ 21：47．21� 23．9�
815 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 61：47．41� 8．4�
712 フレグラントブレス 牝4芦 55

54 ☆荻野 極吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B486－ 4 〃 アタマ 11．3�
59 チカノワール 牝3鹿 52 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 8 〃 ハナ 3．1	
814 エスペランサルル 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼江上 幸
氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 438± 01：47．5クビ 212．6�

11 ルエヴェルロール 牝3黒鹿52 M．デムーロ �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424＋ 21：47．71� 4．3�

610 レッドコルディス 牝3黒鹿52 北村 友一 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 470＋161：47．8クビ 3．9
35 ジョウショーホマレ 牝3栗 52 幸 英明熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 464＋ 41：47．9� 63．9�
22 フィエスタオーレ 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450± 01：48．0� 108．0�

46 クールデザイン 牝3鹿 52 松若 風馬 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 440－101：48．21� 26．4�
47 オ ー ス タ ラ 牝3鹿 52

49 ▲森 裕太朗永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 B450－ 41：48．51� 98．3�
34 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 496＋ 21：48．6� 39．2�
611	 ミスズメサイア 牝5鹿 55 高倉 稜永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 454－ 21：48．7� 143．0�
58 アタックガール 牝4青鹿55 酒井 学長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 442± 01：48．91� 322．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，512，600円 複勝： 43，046，500円 枠連： 12，898，600円
馬連： 66，314，500円 馬単： 31，665，500円 ワイド： 39，881，700円
3連複： 87，655，900円 3連単： 118，733，600円 計： 433，708，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 360円 � 640円 � 240円 枠 連（2－7） 4，500円

馬 連 �� 11，390円 馬 単 �� 23，630円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 1，210円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 29，160円 3 連 単 ��� 196，530円

票 数

単勝票数 計 335126 的中 � 23226（6番人気）
複勝票数 計 430465 的中 � 31161（6番人気）� 15586（7番人気）� 52356（4番人気）
枠連票数 計 128986 的中 （2－7） 2221（17番人気）
馬連票数 計 663145 的中 �� 4511（30番人気）
馬単票数 計 316655 的中 �� 1005（59番人気）
ワイド票数 計 398817 的中 �� 3087（33番人気）�� 8712（14番人気）�� 3419（30番人気）
3連複票数 計 876559 的中 ��� 2254（74番人気）
3連単票数 計1187336 的中 ��� 438（482番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．6―48．4―1：00．1―1：11．7―1：23．2―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エールデュレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Highest Honor デビュー 2015．12．19 阪神1着

2013．5．16生 牝4黒鹿 母 レーヴディマン 母母 Numidie 11戦2勝 賞金 18，950，000円

22092 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8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

34 レ ン レ ン 牝3栗 52 �島 良太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 454＋ 4 58．7 35．3�
69 ロングベスト 牡3鹿 54 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 502－ 2 〃 ハナ 9．9�
58 シルバードリーム 牝4栃栗 55

54 ☆荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 486＋ 8 58．8� 1．9�
813 サトノレーヌ 牝3黒鹿52 中谷 雄太里見 治氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 440± 0 〃 クビ 44．2�
814 ローザルージュ 牝4黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 492＋ 6 59．01 55．1�
610 エイシンムー 牝3鹿 52 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 484－ 4 〃 アタマ 18．6	
712 ボクノナオミ 牝5鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 59．1クビ 5．6

33 メモリーフェーブル 牝3栗 52 松山 弘平�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 452＋ 4 59．63 9．9�
711� メイショウアバラガ 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 530＋ 4 〃 ハナ 24．3�
57 � メイショウルナ 牝6鹿 55 松若 風馬松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 500＋ 6 〃 アタマ 20．8
11 ブンブンブラウ 牝4鹿 55 水口 優也三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B454＋ 41：00．13 59．4�
46 ハッピーマテリアル 牝3鹿 52

51 ☆�島 克駿�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456＋ 21：00．31	 16．5�

22 テイエムアニマンテ 牡3青鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 486± 0 〃 アタマ 13．1�
45 � エアリーチューン 牝5黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 千歳 社台ファーム 406± 01：01．36 441．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，121，100円 複勝： 38，007，700円 枠連： 14，109，500円
馬連： 65，113，400円 馬単： 34，809，400円 ワイド： 38，925，200円
3連複： 85，842，800円 3連単： 130，891，100円 計： 437，820，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，530円 複 勝 � 600円 � 300円 � 120円 枠 連（3－6） 2，360円

馬 連 �� 21，220円 馬 単 �� 56，870円

ワ イ ド �� 5，030円 �� 1，390円 �� 480円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 171，600円

票 数

単勝票数 計 301211 的中 � 6814（10番人気）
複勝票数 計 380077 的中 � 10849（10番人気）� 25705（5番人気）� 130546（1番人気）
枠連票数 計 141095 的中 （3－6） 4629（10番人気）
馬連票数 計 651134 的中 �� 2378（45番人気）
馬単票数 計 348094 的中 �� 459（99番人気）
ワイド票数 計 389252 的中 �� 1865（47番人気）�� 6994（15番人気）�� 22512（3番人気）
3連複票数 計 858428 的中 ��� 6394（33番人気）
3連単票数 計1308911 的中 ��� 553（399番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―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4F46．7―3F36．1
3 ・（8，12）（4，10，13，14）（1，2，6）（9，11）（3，7）5 4 8，12（4，13，14）10（1，2）（9，6）11，3，7－5

勝馬の
紹 介

レ ン レ ン �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．7．16 福島3着

2014．3．18生 牝3栗 母 ボーアンドベッグ 母母 モンタファイン 10戦2勝 賞金 17，020，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブレーヴブラッド号



22093 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8日 第9競走 ��
��1，200�

と ば た

戸 畑 特 別
発走14時15分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

79 スマートグレイス 牝5栗 55 幸 英明大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 484＋ 21：07．5 6．4�
44 グレイトチャーター 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 61：07．71	 4．4�
710 タガノカムイ 牡5栗 57 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 61：07．91
 11．7�
55 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 松山 弘平大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502± 0 〃 クビ 28．9�
811 ベルエスメラルダ 牝3黒鹿52 和田 竜二内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 448＋ 81：08．32	 29．3�
68 ノーブルルージュ 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 460＋ 21：08．51
 15．0	
812 ニシノラディアント 牡4鹿 57 北村 友一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474－16 〃 クビ 5．3

67 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 D．ホワイト H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋101：08．6クビ 4．3�
（香港）

11 � ハイマウンテン 牝7鹿 55 義 英真北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 464－ 21：09．13 146．2�
33 トシストロング 牡6鹿 57 武 豊上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480－ 61：09．42 8．5
56 サウンドテーブル 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 500＋ 81：09．5クビ 11．8�
22 レオパルディナ 牝5鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 450－101：09．6	 42．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，816，700円 複勝： 56，781，900円 枠連： 19，772，600円
馬連： 100，114，600円 馬単： 42，872，800円 ワイド： 52，699，600円
3連複： 126，548，200円 3連単： 176，259，400円 計： 612，865，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 180円 � 340円 枠 連（4－7） 1，190円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，050円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 28，650円

票 数

単勝票数 計 378167 的中 � 47118（4番人気）
複勝票数 計 567819 的中 � 80297（3番人気）� 91500（2番人気）� 36112（8番人気）
枠連票数 計 197726 的中 （4－7） 12802（6番人気）
馬連票数 計1001146 的中 �� 51800（4番人気）
馬単票数 計 428728 的中 �� 10374（11番人気）
ワイド票数 計 526996 的中 �� 22249（5番人気）�� 12717（14番人気）�� 10953（18番人気）
3連複票数 計1265482 的中 ��� 16700（22番人気）
3連単票数 計1762594 的中 ��� 4460（99番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．9―11．2―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．9―44．1―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートグレイス �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 トワイニング デビュー 2014．11．16 京都1着

2012．3．2生 牝5栗 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ 19戦4勝 賞金 61，935，000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。

22094 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8日 第10競走 ��
��1，800�西部スポニチ賞

発走14時50分 （芝・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

スポーツニッポン新聞社賞（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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

810� タニノアーバンシー 牝4黒鹿55 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-
mizu 512＋ 41：47．5 2．4�

11 イ モ ー タ ル 	4青鹿57 武 豊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512± 01：47．82 3．4�

79 グラットシエル 牡3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 496＋ 61：47．9クビ 4．2�
55 ビオラフォーエバー 	6栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：48．0
 45．8�
67 メイショウキトラ 牡6栗 57 D．ホワイト 松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 494± 01：48．1� 16．3	

（香港）

33 プレミオテーラー 牝5黒鹿55 岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 474＋ 21：48．52� 32．3

44 ピッツバーグ 	4鹿 57 松若 風馬�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 498＋ 81：48．6
 9．7�
66 タガノグロリオーサ 牡4栗 57 水口 優也八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 4 〃 ハナ 53．6�
811 アクセラレート 牡5鹿 57 和田 竜二 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：48．7� 22．1
78 サウンドアプローズ 牡5黒鹿57 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494＋ 41：48．8� 36．3�
22 � コパノミザール 牡3鹿 54 川須 栄彦小林 祐介氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 448－ 31：49．22� 162．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，337，700円 複勝： 56，784，900円 枠連： 18，981，900円
馬連： 101，719，000円 馬単： 52，795，100円 ワイド： 51，201，400円
3連複： 134，565，600円 3連単： 244，426，400円 計： 711，812，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（1－8） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 190円 �� 180円 �� 300円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 2，030円

票 数

単勝票数 計 513377 的中 � 169593（1番人気）
複勝票数 計 567849 的中 � 213269（1番人気）� 76446（3番人気）� 101707（2番人気）
枠連票数 計 189819 的中 （1－8） 32174（2番人気）
馬連票数 計1017190 的中 �� 158055（2番人気）
馬単票数 計 527951 的中 �� 43828（3番人気）
ワイド票数 計 512014 的中 �� 69728（2番人気）�� 78818（1番人気）�� 37609（3番人気）
3連複票数 計1345656 的中 ��� 205622（1番人気）
3連単票数 計2444264 的中 ��� 87272（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．3―47．7―59．0―1：10．8―1：22．7―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タニノアーバンシー �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2015．8．2 新潟2着

2013．4．23生 牝4黒鹿 母 Vodka 母母 Tanino Sister 13戦4勝 賞金 64，338，000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。



22095 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第52回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，28．8．20以降29．8．13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

テレビ西日本賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿53 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 476＋ 61：07．5 5．7�
612 ナリタスターワン 牡5鹿 55 幸 英明�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 468＋ 61：07．6� 46．2�
818 ラインスピリット 牡6黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 430－ 61：07．7� 55．7�
713 キングハート 牡4鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 494＋ 2 〃 ハナ 4．8�
48 ファインニードル 牡4鹿 55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 2 〃 アタマ 3．5�
47 アルティマブラッド 牝5青鹿53 松若 風馬 	社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480＋ 61：07．8クビ 13．9

12 アクティブミノル 牡5黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B480－ 8 〃 アタマ 8．2�
510 ダイシンサンダー 牡6鹿 55 加藤 祥太大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 500－10 〃 ハナ 22．6�
817 プレイズエターナル 牡7黒鹿55 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494＋ 4 〃 アタマ 26．5
11 ラヴァーズポイント 牝7青鹿52 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 512± 01：07．9� 31．8�
24 	 オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿54 松山 弘平小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 480＋ 4 〃 クビ 82．5�
36 ナガラオリオン 牡8鹿 56 高倉 稜長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 474－ 21：08．0クビ 93．7�
35 
 エイシンブルズアイ 牡6栗 56 �島 克駿�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 478＋ 8 〃 ハナ 17．5�
715 ミッキーラブソング 牡6黒鹿56 和田 竜二野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 46．2�
714 ツィンクルソード 牡6芦 54 小牧 太 	サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476－ 61：08．1� 29．5�
23 トウカイセンス 牝6鹿 52 荻野 極内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 456－ 81：08．2� 19．6�
816 バクシンテイオー 牡8鹿 56 D．ホワイト 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：08．41� 19．9�

（香港）

611 ポメグラネイト 牡6栗 53 岩崎 翼畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 536－261：10．2大差 245．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 140，216，800円 複勝： 196，884，900円 枠連： 108，950，000円
馬連： 529，473，500円 馬単： 205，437，300円 ワイド： 254，477，400円
3連複： 919，790，700円 3連単： 1，311，781，200円 計： 3，667，011，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 1，010円 � 1，560円 枠 連（5－6） 8，480円

馬 連 �� 15，940円 馬 単 �� 24，410円

ワ イ ド �� 4，270円 �� 6，310円 �� 25，810円

3 連 複 ��� 244，450円 3 連 単 ��� 1，078，270円

票 数

単勝票数 計1402168 的中 � 195589（3番人気）
複勝票数 計1968849 的中 � 254403（3番人気）� 46845（13番人気）� 29325（15番人気）
枠連票数 計1089500 的中 （5－6） 9953（28番人気）
馬連票数 計5294735 的中 �� 25736（48番人気）
馬単票数 計2054373 的中 �� 6310（79番人気）
ワイド票数 計2544774 的中 �� 15499（45番人気）�� 10417（70番人気）�� 2526（132番人気）
3連複票数 計9197907 的中 ��� 2822（433番人気）
3連単票数 計13117812 的中 ��� 882（2099番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―11．1―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．7―32．8―44．3―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 ・（2，9）（4，7，18）（1，8，12）13，10（3，14，15，16）5，6，17－11 4 ・（2，9）（4，7，18，12）13（1，8）（10，15）（3，16）（5，14）（6，17）－11

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．5．5生 牝4黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 16戦6勝 賞金 136，355，000円
〔制裁〕 ラヴァーズポイント号の騎手川須栄彦は，向正面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）
※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 オーヴィレール号・テイエムゲッタドン号
※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。

22096 8月20日 晴 良 （29小倉2）第8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）
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

36 テルペリオン 牡3栗 54 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 504－ 41：45．6 6．7�
48 タイセイパルサー 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 484－ 41：46．02� 20．9�
12 ミキノトランペット 牡3鹿 54 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 506＋ 41：46．1	 3．7�
815 ラ レ ー タ 牡3栗 54

53 ☆荻野 極�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 61：46．2	 6．6�

59 クリノピョートル 牡3栗 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 500＋ 81：46．83� 5．7�
35 メイショウゴテツ 牡4青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 472－ 41：47．33 64．6	
816 エルメネジルド 牡5鹿 57 中谷 雄太飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 21：47．4� 57．0

23 マイネルブロッケン 牡3青鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B424± 01：47．5クビ 4．1�
510 ピエナクルーズ 牡4鹿 57

56 ☆義 英真本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 466＋101：47．92 78．1�
11 エイシンスペード 牡3栗 54 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 482± 0 〃 アタマ 10．1
714 スマートガイア 
5鹿 57

56 ☆�島 克駿トニー倶楽部 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B452－161：48．11� 58．3�
47 � ペ リ コ ー ル 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 41：48．2クビ 132．7�
24 タガノマニカ 牝3鹿 52 高倉 稜八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 460＋ 61：48．62� 110．5�
713 ナムラヘラクレス 牡3鹿 54 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 484＋ 21：49．02� 47．2�
611 バルコラベーロ 牡3栗 54 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474＋ 11：49．95 50．9�
612� チュウワメジャー 牡4栗 57 小牧 太中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：50．22 104．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，022，600円 複勝： 65，379，900円 枠連： 31，580，000円
馬連： 128，665，100円 馬単： 54，316，200円 ワイド： 71，181，200円
3連複： 179，939，300円 3連単： 250，188，300円 計： 833，272，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 460円 � 180円 枠 連（3－4） 4，970円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 10，140円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 570円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 43，590円

票 数

単勝票数 計 520226 的中 � 61294（5番人気）
複勝票数 計 653799 的中 � 78190（5番人気）� 30048（7番人気）� 111681（1番人気）
枠連票数 計 315800 的中 （3－4） 4916（20番人気）
馬連票数 計1286651 的中 �� 15107（19番人気）
馬単票数 計 543162 的中 �� 4015（35番人気）
ワイド票数 計 711812 的中 �� 8981（19番人気）�� 33674（5番人気）�� 16092（13番人気）
3連複票数 計1799393 的中 ��� 20845（20番人気）
3連単票数 計2501883 的中 ��� 4161（133番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―13．1―12．6―12．0―12．7―12．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．9―55．5―1：07．5―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テルペリオン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．1 阪神5着

2014．3．12生 牡3栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 5戦2勝 賞金 13，950，000円

１レース目



（29小倉2）第8日 8月20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 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

239，550，000円
2，530，000円
16，720，000円
1，600，000円
28，320，000円
69，625，000円
4，726，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
491，560，500円
641，594，400円
275，974，800円
1，261，090，400円
567，293，300円
672，799，500円
1，903，000，200円
2，750，590，400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 8，563，903，500円

総入場人員 16，061名 （有料入場人員 14，304名）
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