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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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22073 8月17日 晴 稍重 （1小倉2） 第7日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

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� コースレコード3：07．6良

810 サトノエメラルド 牡4鹿 60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480± 03：09．8 1．5�
33 テイエムリボー 牡4青鹿60 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 488－ 23：10．22� 6．1�
89 セイウンフォーカス 牡4鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 470－ 43：12．2大差 4．7�
78 ア キ ン ド 牡3鹿 58 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 498＋ 23：16．2大差 56．3�
55 � アイファーヴリル 牡6栗 60 田村 太雅中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 468－ 83：16．41� 9．2�
66 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 58 佐久間寛志�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 506－ 63：18．010 66．9	
11 ダンツカホウ 牝4黒鹿 58

57 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 498－ 83：18．95 75．2

44 デ ィ ー ド 牡3鹿 58 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 508＋143：19．64 30．9�
22 ナイトジュレップ 牡4栗 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 494＋123：21．09 35．0�
77 シゲルアミメキリン 牡5芦 60 上野 翔森中 蕃氏 蛯名 利弘 小清水 千島北斗牧場 474－ 4 （競走中止） 29．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，046，700円 複勝： 22，687，400円 枠連： 7，128，700円
馬連： 24，003，100円 馬単： 17，238，200円 ワイド： 17，310，100円
3連複： 39，670，800円 3連単： 73，741，600円 計： 217，826，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 170円 �� 160円 �� 290円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，280円

票 数

単勝票数 計 160467 的中 � 80843（1番人気）
複勝票数 計 226874 的中 � 132285（1番人気）� 22240（3番人気）� 27601（2番人気）
枠連票数 計 71287 的中 （3－8） 17915（1番人気）
馬連票数 計 240031 的中 �� 46888（2番人気）
馬単票数 計 172382 的中 �� 21979（2番人気）
ワイド票数 計 173101 的中 �� 26426（2番人気）�� 29295（1番人気）�� 12545（4番人気）
3連複票数 計 396708 的中 ��� 67482（1番人気）
3連単票数 計 737416 的中 ��� 41676（2番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．6－3F 38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
3＝10＝7－9－5（2，8）－6－1＝4
3，10＝9－7＝5，8＝6（2，1）＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノエメラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2018．2．18 小倉10着

2015．5．12生 牡4鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス 障害：3戦1勝 賞金 10，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 シゲルアミメキリン号は，8号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※ダンツカホウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22074 8月17日 晴 稍重 （1小倉2） 第7日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・右）
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
1：46．9
1：45．6

良
良

22 グランスピード 牡2鹿 54 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482－ 61：49．4 3．2�
33 ウインローズブーケ 牝2黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 424± 01：49．5� 154．1�
11 タムロシャイン 牝2芦 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 436＋ 61：49．71� 57．3�
811 アイファーベイジュ 牝2鹿 54 山口 勲中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 444－ 21：49．91� 38．4�

（佐賀）

79 サンデーパームス 牡2鹿 54 武 豊杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー
クスタツド 458± 01：50．0	 14．8�

44 ポールトゥウィン 牡2鹿 54 和田 竜二 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：50．21� 37．9	

68 マスクオブゾロ 牡2鹿 54
53 ☆西村 淳也小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 480－ 21：50．3	 188．9


67 ムーンライト 牝2青 54 川田 将雅石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 450± 01：50．51 2．1�
56 ダイメイコリーダ 牡2栗 54 松山 弘平宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 468＋181：50．92� 29．1�
55 ディープハーモニー 牡2黒鹿54 松若 風馬深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 456－ 81：51．32� 27．9
710 グラマラスマリー 牝2栗 54 浜中 俊 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 480± 01：52．15 4．9�
812 スナークアリス 牝2芦 54 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 444－ 21：52．31� 121．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，265，700円 複勝： 34，866，500円 枠連： 10，130，400円
馬連： 42，857，800円 馬単： 24，724，200円 ワイド： 34，119，600円
3連複： 60，822，300円 3連単： 90，453，100円 計： 331，239，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 210円 � 1，440円 � 860円 枠 連（2－3） 19，290円

馬 連 �� 17，310円 馬 単 �� 25，190円

ワ イ ド �� 3，420円 �� 2，470円 �� 21，210円

3 連 複 ��� 98，310円 3 連 単 ��� 690，290円

票 数

単勝票数 計 332657 的中 � 84765（2番人気）
複勝票数 計 348665 的中 � 56600（3番人気）� 5415（11番人気）� 9439（9番人気）
枠連票数 計 101304 的中 （2－3） 407（26番人気）
馬連票数 計 428578 的中 �� 1918（33番人気）
馬単票数 計 247242 的中 �� 736（51番人気）
ワイド票数 計 341196 的中 �� 2579（27番人気）�� 3603（22番人気）�� 409（62番人気）
3連複票数 計 608223 的中 ��� 464（124番人気）
3連単票数 計 904531 的中 ��� 95（684番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．7―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．6―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランスピード �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．28 新潟6着

2017．2．2生 牡2鹿 母 センティナリー 母母 ジェイズジュエリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ムーンライト号の騎手川田将雅は，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50，000円。
※ムーンライト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

第２回 小倉競馬 第７日



22075 8月17日 晴 重 （1小倉2） 第7日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

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

33 サンバパレード 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 450－ 6 57．7 3．5�
45 オリエンタルハート 牡3鹿 56 和田 竜二三宅 勝俊氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 498－ 2 59．310 23．9�
711 ワ シ ヅ カ ミ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心岡 浩二氏 中尾 秀正 新冠 有限会社 大
作ステーブル 500－ 2 59．4� 7．0�

58 フ ラ ッ パ ー 牝3青鹿54 松若 風馬長谷川光司氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 434＋ 2 59．5� 17．9�
814 メモリーバリケード 牝3青鹿54 幸 英明�シンザンクラブ 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 398＋10 〃 ハナ 27．6�
610 ブルベアベージュ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 464－ 2 〃 ハナ 185．7	
57 メイショウユウシン 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 学 浦河 高昭牧場 454－ 2 59．71 61．6

712 ヘニーオーザ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 530－ 2 〃 クビ 3．7�
69 ディアブルノワール 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506－ 2 59．91� 9．9�
11 フェイトフル 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗川谷 朋寛氏 羽月 友彦 浦河 南部 功 444－141：00．21� 50．7
46 オートルフィーユ 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也吉田 晴哉氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 31：00．51� 17．7�

813 サ ラ マ ー 牝3栗 54
51 ▲岩田 望来畑佐 博氏 寺島 良 新ひだか 沖田 博志 466＋101：01．35 4．7�

34 メモリーハイル 牡3鹿 56 秋山真一郎�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 488－101：02．15 112．9�
22 ブルベアトーノ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 長浜 秀昭 508 ―1：04．3大差 157．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，352，600円 複勝： 32，239，400円 枠連： 12，373，600円
馬連： 41，608，600円 馬単： 20，286，900円 ワイド： 32，524，200円
3連複： 61，911，600円 3連単： 74，257，100円 計： 300，554，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 420円 � 220円 枠 連（3－4） 1，430円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 480円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 21，970円

票 数

単勝票数 計 253526 的中 � 57844（1番人気）
複勝票数 計 322394 的中 � 54843（3番人気）� 16241（8番人気）� 38646（4番人気）
枠連票数 計 123736 的中 （3－4） 6686（7番人気）
馬連票数 計 416086 的中 �� 11769（10番人気）
馬単票数 計 202869 的中 �� 3712（15番人気）
ワイド票数 計 325242 的中 �� 7958（11番人気）�� 18556（4番人気）�� 5226（20番人気）
3連複票数 計 619116 的中 ��� 10229（12番人気）
3連単票数 計 742571 的中 ��� 2450（61番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．5―45．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンバパレード �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．2．3 中京8着

2016．4．30生 牝3栗 母 サンバホイッスル 母母 チャームカーニバル 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ワシヅカミ号の騎手亀田温心は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メモリーハイル号・ブルベアトーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月

17日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 メモリーハイル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月17日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリー号

22076 8月17日 晴 稍重 （1小倉2） 第7日 第4競走 ��2，860�障害3歳以上オープン
発走11時35分 （ 芝 ）
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� コースレコード3：07．6良

33 トゥルーハート �6黒鹿60 白浜 雄造 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 454± 03：08．9 3．1�

66 ブレイクスピアー 牡4青鹿60 熊沢 重文前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 488－ 23：09．0� 2．6�
88 ヤマニンシルフ 牡6栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 462＋ 23：09．42� 13．2�
44 カレンバッドボーイ 牡9鹿 60 平沢 健治鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 484－ 63：09．5� 12．0�
77 ウインレーベン 牡8青鹿60 田村 太雅�ウイン 長谷川浩大 日高 モリナガファーム 466－ 83：10．45 20．8�
11 バイオンディップス 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 524＋ 63：11．03� 14．3	
22 ランドハイパワー 牡6鹿 60 森 一馬木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 500± 03：11．74 5．4

55 ダンツペンダント 牝6黒鹿 58

57 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 530± 03：12．33� 11．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 16，194，700円 複勝： 14，235，200円 枠連： 発売なし
馬連： 32，025，100円 馬単： 18，854，900円 ワイド： 19，269，000円
3連複： 40，259，500円 3連単： 82，736，100円 計： 223，574，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 160円 �� 470円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 161947 的中 � 41191（2番人気）
複勝票数 計 142352 的中 � 33794（2番人気）� 37177（1番人気）� 11750（5番人気）
馬連票数 計 320251 的中 �� 72090（1番人気）
馬単票数 計 188549 的中 �� 19899（2番人気）
ワイド票数 計 192690 的中 �� 40880（1番人気）�� 8689（6番人気）�� 9879（5番人気）
3連複票数 計 402595 的中 ��� 24676（4番人気）
3連単票数 計 827361 的中 ��� 14267（10番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 51．4－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

�
�
2，6－8（3，7）4－5－1・（2，6）－3，8，4，7－1－5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥルーハート �

父 ハーツクライ �


母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．1．24 中京6着

2013．3．9生 �6黒鹿 母 スコアズビー 母母 シルバーチャリス 障害：9戦2勝 賞金 33，060，000円



22077 8月17日 晴 良 （1小倉2） 第7日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時25分 （芝・右）
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

11 ジュビリーヘッド 牡2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446 ―1：09．5 1．8�
44 サ ヴ ァ イ ヴ 牡2青 54 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ― 〃 クビ 5．9�
33 ファストボウラー 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 442 ―1：10．35 5．3�

88 � コウエイバクシン 牡2鹿 54 山口 勲伊東 政清氏 森 秀行 米 Don Mattox &
Pam Mattox 436 ―1：10．51� 26．9�

（佐賀）

77 メイショウタオ 牡2黒鹿54 	島 良太松本 好	氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444 ―1：11．24 34．3

66 ジョーコレット 牡2芦 54 松山 弘平上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 522 ―1：11．41� 12．5�
89 エンプティチェア 牡2鹿 54 武 豊江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 468 ―1：11．5
 9．0�
55 シンゼンウイング 牡2黒鹿54 小崎 綾也原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 482 ―1：11．71 65．5
22 ブラウンボンバー �2鹿 54 和田 竜二古賀 慎一氏 川村 禎彦 新冠 タニグチ牧場 476 ―1：20．5大差 99．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，840，700円 複勝： 31，149，500円 枠連： 6，342，200円
馬連： 39，538，900円 馬単： 26，469，700円 ワイド： 26，976，100円
3連複： 48，960，700円 3連単： 95，605，800円 計： 308，883，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 200円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 338407 的中 � 156517（1番人気）
複勝票数 計 311495 的中 � 127342（1番人気）� 50637（2番人気）� 44564（3番人気）
枠連票数 計 63422 的中 （1－4） 9902（3番人気）
馬連票数 計 395389 的中 �� 63049（2番人気）
馬単票数 計 264697 的中 �� 29186（2番人気）
ワイド票数 計 269761 的中 �� 36799（1番人気）�� 36541（2番人気）�� 19532（3番人気）
3連複票数 計 489607 的中 ��� 55814（1番人気）
3連単票数 計 956058 的中 ��� 35383（2番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．0―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．0―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュビリーヘッド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2017．3．31生 牡2鹿 母 ローズノーブル 母母 ヴィアンローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブラウンボンバー号は，枠内駐立不良〔突進〕・発進不良〔出遅れ〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブラウンボンバー号は，令和元年8月18日から令和元年9月8日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンボンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22078 8月17日 晴 重 （1小倉2） 第7日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

牝；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 バラーディスト 牝3黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：45．9 5．4�
12 メイショウイヤサカ 牝3鹿 54 幸 英明松本 和子氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 446－ 61：46．11 98．4�
510 カーディストリー 牝3栗 54 浜中 俊�下河辺牧場 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 456± 0 〃 アタマ 14．3�
611 メイショウウグイス 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 462＋101：46．52� 2．7�
23 イルフェソレイユ 牝3芦 54 藤懸 貴志�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 436＋ 61：46．6� 6．1�
714 ラプリュベル 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 480－ 21：46．7クビ 15．4	
35 クリノベロニカ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 430＋ 61：47．55 50．3

612 ベルヴィンカ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 ハナ 62．3�
47 サンマルジュエル 牝3栗 54 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 442＋ 81：47．6クビ 125．3�
815 ブルーリップグロス 牝3青鹿54 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 村上 進治 486－ 61：47．92 98．8
36 ロッカーモーション 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：48．64 33．2�
11 ピクシーメイデン 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 4 〃 クビ 3．5�
816 スターペスユキコ 牝3栗 54 岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462＋ 2 〃 クビ 183．0�
48 トウケイストーム 牝3栗 54 酒井 学木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 442＋ 41：49．02� 47．4�
59 ジェムディーラー 牝3鹿 54 中谷 雄太ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋121：49．85 293．7�
713 アイファープライス 牝3鹿 54 山口 勲中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418＋ 41：51．410 482．4�

（佐賀）

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，005，800円 複勝： 36，032，900円 枠連： 13，801，300円
馬連： 47，251，100円 馬単： 23，767，700円 ワイド： 35，953，400円
3連複： 70，297，700円 3連単： 87，576，300円 計： 343，686，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 2，190円 � 670円 枠 連（1－2） 430円

馬 連 �� 21，790円 馬 単 �� 37，600円

ワ イ ド �� 5，180円 �� 1，620円 �� 17，940円

3 連 複 ��� 96，210円 3 連 単 ��� 566，900円

票 数

単勝票数 計 290058 的中 � 42401（3番人気）
複勝票数 計 360329 的中 � 68007（3番人気）� 3479（13番人気）� 12450（6番人気）
枠連票数 計 138013 的中 （1－2） 24723（1番人気）
馬連票数 計 472511 的中 �� 1680（42番人気）
馬単票数 計 237677 的中 �� 474（75番人気）
ワイド票数 計 359534 的中 �� 1777（42番人気）�� 5881（14番人気）�� 508（71番人気）
3連複票数 計 702977 的中 ��� 548（152番人気）
3連単票数 計 875763 的中 ��� 112（865番人気）

ハロンタイム 6．8―10．7―12．0―13．0―12．6―12．4―12．7―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．5―42．5―55．1―1：07．5―1：20．2―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

バラーディスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．12．16 阪神6着

2016．3．13生 牝3黒鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファープライス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 サンマルジュエル号・アイファープライス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月17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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アカマ号・ムギ号
（非抽選馬） 4頭 イルマタル号・ガーデンガーデン号・シュジンコウ号・スギノジャベリン号
※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。



22079 8月17日 晴 良 （1小倉2） 第7日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

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
1：56．9
1：56．1

良
良

24 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿54 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 502＋ 22：00．7 10．8�
817 ジュベルハフィート 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 434＋ 42：00．91� 2．3�
36 オレンジオレンジ 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 442－ 22：01．22 13．4�
23 メ ル テ ー ル 牝3芦 54 高倉 稜中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 482± 02：01．41 9．6�
11 リュクスコンドル 牡3黒鹿56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 462－ 42：01．5� 22．7�
59 エールジョリー 牝3鹿 54 柴田 未崎佐伯由加理氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 420± 02：01．71 442．1	
818 ヒロシゲヨッシー 牡3黒鹿56 和田 竜二
岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 矢野牧場 432－ 62：01．8� 19．2�
12 アルディテッツァ 牡3鹿 56 藤井勘一郎�G1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 512＋102：02．01� 4．2
611 クレスコマリン 牝3鹿 54 水口 優也堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 浦河 笠松牧場 460＋102：02．1� 504．7�
48 オ ー ブ ラ ン 牡3青鹿56 川須 栄彦中野 和子氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 446＋ 22：02．2クビ 39．2�
714 ナムラチヨガミ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 412－ 22：02．41� 144．0�
35 スリーヘブン 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 442－ 42：02．61� 195．5�
715 キープザレスト 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 4 〃 クビ 263．2�

713 ロードラウレア 牡3黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 22：03．02� 39．8�
612 クリノイカズチオー 牡3青鹿56 岩崎 翼栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 414＋ 4 〃 ハナ 346．2�
47 ナ ツ バ 牝3黒鹿54 山口 勲�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 446－ 22：03．1� 284．5�

（佐賀）

510 ア ル セ ー ヌ 牡3青鹿56 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 日高 戸川牧場 450＋ 42：03．31� 162．1�
816 ミッキーバラード 牝3鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 高橋 康之 日高 白井牧場 B492＋182：05．8大差 7．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，113，400円 複勝： 42，231，600円 枠連： 19，530，900円
馬連： 60，939，500円 馬単： 28，134，800円 ワイド： 45，629，300円
3連複： 89，977，000円 3連単： 102，234，000円 計： 420，790，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 220円 � 120円 � 290円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，660円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 30，670円

票 数

単勝票数 計 321134 的中 � 23757（5番人気）
複勝票数 計 422316 的中 � 40951（4番人気）� 128913（1番人気）� 27529（6番人気）
枠連票数 計 195309 的中 （2－8） 33767（2番人気）
馬連票数 計 609395 的中 �� 45455（2番人気）
馬単票数 計 281348 的中 �� 6467（11番人気）
ワイド票数 計 456293 的中 �� 29572（2番人気）�� 6536（18番人気）�� 18684（6番人気）
3連複票数 計 899770 的中 ��� 14326（16番人気）
3連単票数 計1022340 的中 ��� 2416（91番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―12．0―12．8―12．4―12．2―12．1―12．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．6―34．6―47．4―59．8―1：12．0―1：24．1―1：36．6―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ルンルンクオリティ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2019．1．5 京都5着

2016．3．18生 牝3黒鹿 母 ストームクオリティ 母母 ウイングドキャット 7戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーバラード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ナツバ号・キープザレスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月17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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 エナジーラピス号・キタサンブラウン号・サンマルフラッシュ号・ジャングリオン号・タイセイセイヴァー号・

ダブルクラッチ号・バッカーノ号・ミカエリビジン号・メイショウトーチ号・ログブック号
※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。

22080 8月17日 晴 重 （1小倉2） 第7日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55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

714 ヒッチコック 牡3芦 54 福永 祐一薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 492± 01：44．5 4．4�

47 オーヴェルニュ 牡3鹿 54
53 ☆西村 淳也杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 448＋101：44．71� 33．6�

815 ハイクアウト �5鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 520＋ 4 〃 ハナ 310．4�
23 フ ロ ー リ ン 牡4栗 57

54 ▲岩田 望来ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 4 〃 ハナ 9．4�

611 シュッドヴァデル 牡3鹿 54 藤井勘一郎河合 裕明氏 友道 康夫 新冠 マリオステー
ブル 508＋ 81：45．12� 13．8�

816 テイエムファイター 牡3鹿 54 浜中 俊竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前谷 武志 488＋ 21：45．73� 8．9	
35 スズカハイライト 牡4鹿 57 山口 勲永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 456＋ 2 〃 クビ 105．3


（佐賀）

510 ビップデヴィット 牡4栗 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 476－ 21：45．9� 31．1�
36 サ イ ン �4芦 57 北村 友一�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－16 〃 クビ 94．9�
59 ダノンインパルス 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新�ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B486＋ 2 〃 アタマ 10．0

12 シンゼンマックス 牡3栗 54 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 468－ 41：46．43 4．1�
24 ウェイクール 牡3鹿 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 506＋ 4 〃 アタマ 136．3�
612 ダノンケンリュウ �5黒鹿57 和田 竜二�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 476± 01：47．14 26．8�
48 カフジストーム 牡3鹿 54 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 41：47．41� 5．5�
11 パワーアッシュ 牡4栗 57 岩崎 翼�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 B458－121：48．14 188．6�
713 タイセイビルダー 牡3栗 54 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 61：53．6大差 12．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，949，900円 複勝： 43，417，900円 枠連： 18，084，800円
馬連： 68，810，300円 馬単： 26，587，200円 ワイド： 48，592，800円
3連複： 98，146，200円 3連単： 102，275，000円 計： 438，864，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 220円 � 890円 � 5，620円 枠 連（4－7） 980円

馬 連 �� 7，520円 馬 単 �� 13，480円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 17，360円 �� 53，590円

3 連 複 ��� 663，150円 3 連 単 ��� 2，391，910円

票 数

単勝票数 計 329499 的中 � 58867（2番人気）
複勝票数 計 434179 的中 � 65578（2番人気）� 11595（11番人気）� 1708（16番人気）
枠連票数 計 180848 的中 （4－7） 14187（2番人気）
馬連票数 計 688103 的中 �� 7085（33番人気）
馬単票数 計 265872 的中 �� 1479（55番人気）
ワイド票数 計 485928 的中 �� 4362（37番人気）�� 718（83番人気）�� 232（113番人気）
3連複票数 計 981462 的中 ��� 111（434番人気）
3連単票数 計1022750 的中 ��� 31（2222番人気）

ハロンタイム 7．1―10．5―11．5―12．2―11．8―12．3―12．8―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．6―29．1―41．3―53．1―1：05．4―1：18．2―1：31．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヒッチコック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．19 札幌7着

2016．4．1生 牡3芦 母 ホワイトアルバム 母母 マッキーロイヤル 10戦2勝 賞金 20，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイビルダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ウェイクール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月17日まで平地競走に出走でき

ない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



22081 8月17日 晴 良 （1小倉2） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

ひ こ さ ん

英 彦 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

811 アールスター 牡4鹿 57 浜中 俊 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 516＋ 61：59．4 3．2�
79 � イルーシヴゴールド 牝4芦 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：59．72 6．5�
44 エテレインミノル 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 492＋ 22：00．01	 22．1�
810 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿54 山口 勲中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 460－ 42：00．21
 17．8�

（佐賀）

67 ファナティック 牝3鹿 52 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋102：00．3	 1．7�

66 � スリープレッピー �6黒鹿57 小牧 太永井商事	 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 450－102：00．93� 185．7

11 ピボットポイント 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B460－162：01．0� 27．4�
78 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 西村 淳也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472＋10 〃 クビ 25．9�
55 � ピースラヴィング 牡4栗 57 島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 514＋ 42：01．95 125．5
33 ヤマカツシシマル 牡3青鹿54 藤井勘一郎山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 480＋ 42：02．0� 127．7�
22 � クリノアパッチ �5栗 57 三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 434－ 22：02．95 392．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，142，400円 複勝： 120，154，900円 枠連： 13，743，500円
馬連： 71，339，600円 馬単： 43，392，300円 ワイド： 43，461，100円
3連複： 102，844，100円 3連単： 214，928，500円 計： 646，006，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 270円 � 490円 � 1，000円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 370円 �� 720円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 計 361424 的中 � 89667（2番人気）
複勝票数 計1201549 的中 � 133324（2番人気）� 62995（3番人気）� 28225（5番人気）
枠連票数 計 137435 的中 （7－8） 13246（3番人気）
馬連票数 計 713396 的中 �� 42348（4番人気）
馬単票数 計 433923 的中 �� 15571（8番人気）
ワイド票数 計 434611 的中 �� 32477（3番人気）�� 15156（9番人気）�� 9937（13番人気）
3連複票数 計1028441 的中 ��� 13587（15番人気）
3連単票数 計2149285 的中 ��� 9720（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．0―47．7―1：00．0―1：12．1―1：24．4―1：36．2―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
9，7，4（1，8）－（5，10）11－（2，6）＝3・（9，7，8，11，6）（4，1）10，5－2，3

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

勝馬の
紹 介

アールスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2018．2．18 小倉8着

2015．4．22生 牡4鹿 母 ウェーブクイーン 母母 マウンテンクイーン 13戦2勝 賞金 38，964，000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。

22082 8月17日 晴 良 （1小倉2） 第7日 第10競走 ��
��1，200�

と ば た

戸 畑 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

610 キラーコンテンツ 牡5鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋101：08．7 2．9�
712 ラ ミ エ ル 牝3鹿 52 川田 将雅桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 450－ 4 〃 クビ 3．6�
33 コウエイダリア 牝5黒鹿55 浜中 俊伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 508＋ 21：09．01� 4．9�
711 サンライズカナロア 牡4黒鹿57 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 456－ 81：09．1	 29．9�
69 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 西村 淳也平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 472－ 4 〃 ハナ 96．6�
22 フ ナ ウ タ 牝5栗 55 北村 友一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B466＋ 21：09．2	 26．8	
11 タマモメイトウ 牡3黒鹿54 酒井 学タマモ
 藤岡 健一 新冠 対馬 正 470＋ 21：09．3� 25．5�
46 サウンドドゥイット 牡7鹿 57 中谷 雄太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 450－ 41：09．4クビ 225．5�
58 スズカプリズム 牝6栗 55 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 478－ 4 〃 アタマ 29．7
45 オトナノジジョウ 牝3栗 52 山口 勲内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 444＋ 8 〃 ハナ 16．2�

（佐賀）

57 ラニカイサンデー 牡5鹿 57 松若 風馬横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 466＋ 21：09．71� 122．0�
34 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿52 松山 弘平 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 476＋ 2 〃 クビ 11．3�
814 カシノティーダ 牝3青鹿52 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 490＋ 31：10．33	 259．8�
813 ファイトフォーラヴ 牡3鹿 54 幸 英明金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 470± 0 〃 クビ 8．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，439，700円 複勝： 62，618，000円 枠連： 21，704，700円
馬連： 107，169，800円 馬単： 44，721，400円 ワイド： 67，415，000円
3連複： 158，093，500円 3連単： 199，337，300円 計： 706，499，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 270円 �� 320円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 454397 的中 � 124439（1番人気）
複勝票数 計 626180 的中 � 143520（1番人気）� 118346（2番人気）� 103773（3番人気）
枠連票数 計 217047 的中 （6－7） 30810（2番人気）
馬連票数 計1071698 的中 �� 128045（1番人気）
馬単票数 計 447214 的中 �� 28630（1番人気）
ワイド票数 計 674150 的中 �� 66791（1番人気）�� 52711（2番人気）�� 43153（3番人気）
3連複票数 計1580935 的中 ��� 116153（1番人気）
3連単票数 計1993373 的中 ��� 38647（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―45．0―56．7

コーナー
通過順位

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

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5鹿 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 18戦4勝 賞金 61，038，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



22083 8月17日 晴 重 （1小倉2） 第7日 第11競走 ��
��1，000�テ レ Q 杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

テレQ賞（1着）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 � モンペルデュ 牝3鹿 52 川田 将雅吉田 和子氏 松永 幹夫 米
Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

476＋ 8 57．3 1．6�
69 ヘ ル デ ィ ン 牝5青鹿55 福永 祐一金山 敏也氏 千田 輝彦 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448＋ 6 57．61	 4．8�
33 メイショウサチシオ 牝5黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 508＋ 6 58．13 9．8�
56 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 0 58．2クビ 24．3�
812 サーティグランド 
7鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 山本 昇寿 496＋12 〃 ハナ 19．5�
711� ペルペトゥオ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 474＋ 2 58．51	 26．6�
813 ヤマニンレジスタ 牡4栗 57 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 508＋14 〃 クビ 29．9	
44 ブ ロ ワ 牝6黒鹿55 斎藤 新
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 478± 0 58．6� 195．0�
11 プレシャスルージュ 
7黒鹿57 西村 淳也 
シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B468＋ 4 〃 クビ 40．2�
45 ブラックランナー 牡5鹿 57 幸 英明 カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 466＋ 8 58．7クビ 11．1�
57 � サザンヴィグラス 牡4鹿 57 和田 竜二村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 492－ 2 59．44 17．5�
68 クリノリーソクツモ 牝7鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 450± 0 59．5クビ 187．7�

（12頭）
710 メイショウアリソン 牡5黒鹿57 松若 風馬松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 82，390，300円 複勝： 119，672，300円 枠連： 37，783，400円
馬連： 203，135，600円 馬単： 103，213，400円 ワイド： 116，507，000円
3連複： 309，177，400円 3連単： 542，762，900円 計： 1，514，642，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（2－6） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 差引計 823903（返還計 656） 的中 � 394037（1番人気）
複勝票数 差引計1196723（返還計 1136） 的中 � 565575（1番人気）� 154391（2番人気）� 98658（4番人気）
枠連票数 差引計 377834（返還計 37） 的中 （2－6） 64468（1番人気）
馬連票数 差引計2031356（返還計 9550） 的中 �� 344172（1番人気）
馬単票数 差引計1032134（返還計 3868） 的中 �� 134457（1番人気）
ワイド票数 差引計1165070（返還計 5183） 的中 �� 164286（1番人気）�� 89329（3番人気）�� 45157（8番人気）
3連複票数 差引計3091774（返還計 33854） 的中 ��� 230668（1番人気）
3連単票数 差引計5427629（返還計 50246） 的中 ��� 187974（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．6―45．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モンペルデュ �
�
父 Cairo Prince �

�
母父 Flatter デビュー 2018．11．17 京都1着

2016．4．22生 牝3鹿 母 Spanish Post 母母 Spanish Play 6戦4勝 賞金 52，582，000円
〔出走取消〕 メイショウアリソン号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。

22084 8月17日 晴 良 （1小倉2） 第7日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：06．5
1：06．5

良
良

714 ザイツィンガー 牡3芦 54 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 426＋ 21：08．8 8．7�
817� クーファディーヴァ 牝5栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 478－ 6 〃 クビ 4．9�
36 エ ス ト 牝3鹿 52 北村 友一大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468± 01：09．01	 3．0�
713 メイショウナスカ 牝4鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 478－ 61：09．1クビ 15．9�
715
 モハンマディ 牝4黒鹿55 和田 竜二合同会社雅苑興業 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 412－231：09．2� 42．6�
23 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B478－ 4 〃 ハナ 62．8	
611 シュガリートリーツ 牝3鹿 52 酒井 学吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 438＋ 2 〃 ハナ 68．7

12 
 シーアフェアリー 牝4栗 55 中谷 雄太�G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 460＋ 21：09．41 59．8�
59 ハトマークワルツ 牝5栗 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 436± 0 〃 クビ 53．8
35 メジャーハリケーン 牡3青鹿54 松山 弘平林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 472± 01：09．5� 50．3�
11 コパノマーティン 牡3黒鹿54 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 492＋ 4 〃 クビ 11．2�
816 ドロウアカード 牝5栗 55

52 ▲斎藤 新�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－101：09．71	 5．7�

47 シ ト リ カ 牝4鹿 55
52 ▲亀田 温心水上 行雄氏 今野 貞一 新冠 競優牧場 426－ 41：09．8クビ 110．7�

612 サイモンゼーレ 牡6鹿 57 藤井勘一郎澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 472－ 6 〃 ハナ 17．6�
24 サイモンミラベル 牝5栗 55

52 ▲岩田 望来澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 478－ 21：10．12 20．4�
818 ホ ノ ル ア 牡5黒鹿57 岩崎 翼守内ひろ子氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 470－131：10．2クビ 285．7�
48 � チャリオット 牝3芦 52 松若 風馬�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere

Co. Ltd 462＋241：10．3� 20．1�
510 オールアウト 牡3栗 54 山口 勲酒井 孝敏氏 東 眞市 新ひだか 前川 隆則 472＋ 81：10．51� 513．8�

（佐賀） （佐賀）

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，462，700円 複勝： 68，611，600円 枠連： 38，558，000円
馬連： 127，386，000円 馬単： 50，214，200円 ワイド： 88，943，200円
3連複： 208，754，500円 3連単： 243，054，100円 計： 874，984，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 150円 � 140円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 720円 �� 580円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 18，880円

票 数

単勝票数 計 494627 的中 � 45241（4番人気）
複勝票数 計 686116 的中 � 61404（4番人気）� 119387（2番人気）� 154051（1番人気）
枠連票数 計 385580 的中 （7－8） 44169（2番人気）
馬連票数 計1273860 的中 �� 39972（6番人気）
馬単票数 計 502142 的中 �� 6509（16番人気）
ワイド票数 計 889432 的中 �� 29709（5番人気）�� 38278（4番人気）�� 74340（1番人気）
3連複票数 計2087545 的中 ��� 66765（2番人気）
3連単票数 計2430541 的中 ��� 9333（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．5―11．6―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザイツィンガー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．13 京都1着

2016．3．25生 牡3芦 母 ザッハトルテ 母母 パ フ ェ 8戦2勝 賞金 14，500，000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。
（非抽選馬） 1頭 トーアライジン号
※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。



（1小倉2）第7日 8月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 158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

203，800，000円
2，590，000円
14，330，000円
1，260，000円
20，850，000円
64，895，000円
5，155，600円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
432，204，600円
627，917，200円
199，181，500円
866，065，400円
427，604，900円
576，700，800円
1，288，915，300円
1，908，961，800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 6，327，551，500円

総入場人員 9，504名 （有料入場人員 8，343名）
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