
23049 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第1競走 ��
��1，000�2歳未勝利

発走9時50分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．7

重
重

810 リサコーハク 牝2栗 54 �島 克駿八木 光博氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 426＋ 2 59．1 3．1�
22 ド ロ ー ム 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 444－ 8 59．2� 3．7�
44 コパノジャンピング 牡2鹿 54 小崎 綾也小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 516＋ 2 59．51� 9．5�
89 スナークショウエン 牝2栗 54 田中 健杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 464－12 59．82 18．1�
55 サ ノ ラ カ 牝2鹿 54 松山 弘平佐野 信幸氏 牧浦 充徳 日高 豊洋牧場 420＋ 2 59．9	 2．6�
11 コウユーダンサー 牡2栗 54 藤懸 貴志加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム

コーポレーション 454－ 61：01．9大差 45．1	
78 コジートゥインクル 牡2黒鹿54 川須 栄彦齊藤 直信氏 谷 潔 新冠 新冠橋本牧場 490－101：02．0	 105．6

66 シゲルカカリチョウ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 414－ 81：02．21
 52．5�
77 カ シ ノ バ ド 牡2鹿 54 城戸 義政柏木 務氏 牧田 和弥 鹿児島 柏木 務 396＋10 〃 クビ 82．7�
33 レジュレクシオン 牡2鹿 54 小牧 太 京都ホースレーシング 吉田 直弘 新ひだか 高橋フアーム 410－ 41：03．15 52．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，126，300円 複勝： 23，139，600円 枠連： 5，245，600円
馬連： 30，205，800円 馬単： 18，976，200円 ワイド： 25，610，300円
3連複： 49，792，300円 3連単： 84，015，200円 計： 259，111，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 220円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 240円 �� 330円 �� 350円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 221263 的中 � 57691（2番人気）
複勝票数 計 231396 的中 � 52245（3番人気）� 54248（2番人気）� 19330（4番人気）
枠連票数 計 52456 的中 （2－8） 8408（3番人気）
馬連票数 計 302058 的中 �� 41195（3番人気）
馬単票数 計 189762 的中 �� 14636（5番人気）
ワイド票数 計 256103 的中 �� 29429（3番人気）�� 19144（5番人気）�� 17942（6番人気）
3連複票数 計 497923 的中 ��� 38679（3番人気）
3連単票数 計 840152 的中 ��� 13776（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．2―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リサコーハク �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．6．7 阪神9着

2018．4．19生 牝2栗 母 ミヤジレリゴー 母母 ミヤジマッドレー 5戦1勝 賞金 7，870，000円
※カシノバド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23050 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時15分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

711 ミニーアイル 牝2芦 54 秋山真一郎大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486－141：08．4 1．9�
33 アルムファーツリー 牝2黒鹿54 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 61：08．93 5．8�
57 シゲルセンム 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 456＋ 4 〃 アタマ 8．2�
814 ラマルセイエーズ 牝2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 452－ 41：09．0クビ 57．0�
34 エムティースマイル 牝2栗 54

53 ☆富田 暁丸山 輝城氏 木原 一良 新冠 守矢牧場 440－ 21：09．21 60．8�
45 クラーロイメル 牝2青鹿54 藤岡 康太ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 444－ 41：09．52 15．6�
610 ミヤジオシャラク 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 482－ 2 〃 クビ 6．6	
813 パピードッグ 牝2鹿 54 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス
 加用 正 日高 タバタファーム 462－ 21：10．03 112．7�
11 バールベック 牝2栗 54 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 81：10．42� 9．7�
69 ミ ラ ク ル 牝2鹿 54 北村 友一
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 446－ 61：10．6� 89．0
712 ボラーレヴィーア 牝2黒鹿 54

51 ▲服部 寿希中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 350＋ 61：10．81� 346．8�
22 シゲルヒショ 牝2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 乾 皆雄 420－ 81：11．01� 212．5�
58 アピールデザイン 牝2黒鹿54 小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新冠 大林ファーム 436± 01：11．31� 137．0�
46 カシノネメシス 牝2鹿 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 486－ 41：13．6大差 226．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，727，100円 複勝： 45，539，600円 枠連： 6，021，100円
馬連： 41，643，500円 馬単： 19，627，900円 ワイド： 34，617，100円
3連複： 59，424，400円 3連単： 73，525，700円 計： 313，126，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（3－7） 570円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，980円

票 数

単勝票数 計 327271 的中 � 139342（1番人気）
複勝票数 計 455396 的中 � 174709（1番人気）� 60018（2番人気）� 57375（3番人気）
枠連票数 計 60211 的中 （3－7） 8111（2番人気）
馬連票数 計 416435 的中 �� 52980（1番人気）
馬単票数 計 196279 的中 �� 14273（1番人気）
ワイド票数 計 346171 的中 �� 38092（2番人気）�� 28521（4番人気）�� 14654（7番人気）
3連複票数 計 594244 的中 ��� 41317（1番人気）
3連単票数 計 735257 的中 ��� 13392（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．4―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―44．6―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミニーアイル �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Petionville デビュー 2020．8．15 小倉3着

2018．2．5生 牝2芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノネメシス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月29日まで平地競走

に出走できない。
※カシノネメシス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 小倉競馬 第５日
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



23051 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第3競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走10時45分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

35 ヨドノドリーム 牡3鹿 56 �島 克駿海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 482＋ 61：46．5 39．5�
11 ファスタザウインド 牡3黒鹿56 松若 風馬鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 西村 和夫 512－14 〃 クビ 6．0�
24 サトノマッスル 牡3青鹿56 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 454± 01：46．92� 9．8�
12 ヴァシリアス 牡3鹿 56 福永 祐一前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B492－ 21：47．32� 2．1�
612 ワンダーアマルフィ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 484－ 41：47．4クビ 3．9�
713 シュアゲイト 牡3鹿 56 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B488－ 61：47．71	 61．0	
611 メイショウポルポ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好
氏 松下 武士 白老 社台牧場 428± 01：47．91 78．8�
816 メイショウカミング 牡3青鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 464－141：48．64 20．1�
23 エイティーンローズ 牝3栗 54 中井 裕二中山 泰志氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472－ 21：48．81
 168．2
59 ル シ エ ン テ 牡3鹿 56 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 土田農場 494＋ 71：48．9	 47．0�
510� デュボンタン 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 472＋ 61：49．64 250．1�
48 シ ャ ム エ ル 牡3黒鹿56 小崎 綾也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 484－ 41：49．92 323．5�
47 スリーシンフォニー 牡3鹿 56 酒井 学永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 512－12 〃 ハナ 72．9�
36 � ヘルスチェック 牝3鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 松田 国英 英 Landseer

Stud 472 ―1：50．11
 19．9�
815 グリムスポンド 牝3鹿 54 幸 英明吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486＋26 〃 クビ 22．7�
714 ナスタチューム 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 笹田 和秀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋161：50．73� 52．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，991，100円 複勝： 42，937，000円 枠連： 8，803，400円
馬連： 40，226，300円 馬単： 22，343，800円 ワイド： 39，420，200円
3連複： 65，360，500円 3連単： 77，524，900円 計： 328，607，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，950円 複 勝 � 870円 � 230円 � 320円 枠 連（1－3） 1，150円

馬 連 �� 14，220円 馬 単 �� 14，070円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 2，110円 �� 950円

3 連 複 ��� 23，940円 3 連 単 ��� 239，170円

票 数

単勝票数 計 319911 的中 � 6469（8番人気）
複勝票数 計 429370 的中 � 10956（8番人気）� 56194（3番人気）� 35236（4番人気）
枠連票数 計 88034 的中 （1－3） 5890（5番人気）
馬連票数 計 402263 的中 �� 2192（30番人気）
馬単票数 計 223438 的中 �� 1191（37番人気）
ワイド票数 計 394202 的中 �� 3503（26番人気）�� 4744（19番人気）�� 11055（7番人気）
3連複票数 計 653605 的中 ��� 2047（61番人気）
3連単票数 計 775249 的中 ��� 235（477番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．2―42．9―55．4―1：07．4―1：20．1―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．1
1
3
3（9，13，16）1（4，7）－（2，15）14（5，11）10，12，6，8・（3，9，13）－（1，16）（5，7，4）2，11，15－（14，12）－6，10－8

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

勝馬の
紹 介

ヨドノドリーム �
�
父 カリズマティック �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．12．21 阪神9着

2017．3．11生 牡3鹿 母 ヨドノスマイル 母母 ヴィデオレター 8戦1勝 賞金 5，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 デュボンタン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月29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 テーオーバフェット号・メートルエロー号

23052 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

816 レミニシェンザ 牝3鹿 54 長岡 禎仁 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 454－ 21：47．2 57．6�
11 メモリーオブブルー 牝3鹿 54 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 434－ 41：47．41� 19．5�
713 カ サ ド ー ラ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436± 01：47．5� 9．1�
35 ニ ー ニ ャ 牝3芦 54 国分 優作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：47．6クビ 94．8�
510 ロ ナ ウ ド 牡3鹿 56 藤岡 康太安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 406± 01：47．7� 66．0	
611 ホウショウエポック 牝3黒鹿54 幸 英明芳賀美知子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 468＋ 61：47．8� 11．1

12 グランレミー 牡3芦 56 川須 栄彦間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 土田農場 498＋ 4 〃 ハナ 29．5�
23 エターナルバディ �3青 56 秋山真一郎�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 480＋181：47．9� 69．9�
24 ロードライトニング 牡3鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 61：48．0クビ 2．9
48 サマービート 牡3鹿 56 北村 友一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：48．21	 3．2�
612 オースミカムイ �3鹿 56 酒井 学�オースミ 渡辺 薫彦 浦河 �川 啓一 452－ 81：48．3� 60．6�
815 フ レ ー ヴ ォ 牝3栗 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 428－ 81：48．4クビ 27．2�
714 メイショウハーラン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 和子氏 南井 克巳 新ひだか 築紫 洋 458＋28 〃 アタマ 118．9�
36 マルタクロス 牡3鹿 56 小崎 綾也寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 B508－ 21：49．35 81．9�
47 キャプテンドレイク 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 486＋ 61：49．61� 5．3�
59 クリノガオガオ 牡3鹿 56 藤懸 貴志栗本 守氏 谷 潔 日高 若林 順一 460＋ 21：49．7� 175．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，425，200円 複勝： 53，256，700円 枠連： 10，357，900円
馬連： 49，276，400円 馬単： 20，563，600円 ワイド： 46，017，400円
3連複： 78，737，800円 3連単： 80，700，300円 計： 375，335，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，760円 複 勝 � 1，240円 � 470円 � 250円 枠 連（1－8） 4，640円

馬 連 �� 43，640円 馬 単 �� 78，280円

ワ イ ド �� 8，330円 �� 4，490円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 43，900円 3 連 単 ��� 657，390円

票 数

単勝票数 計 364252 的中 � 5054（9番人気）
複勝票数 計 532567 的中 � 9832（9番人気）� 28826（6番人気）� 65702（4番人気）
枠連票数 計 103579 的中 （1－8） 1727（15番人気）
馬連票数 計 492764 的中 �� 875（67番人気）
馬単票数 計 205636 的中 �� 197（127番人気）
ワイド票数 計 460174 的中 �� 1406（57番人気）�� 2626（39番人気）�� 6787（17番人気）
3連複票数 計 787378 的中 ��� 1345（113番人気）
3連単票数 計 807003 的中 ��� 89（1072番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．7―48．8―1：00．4―1：11．4―1：23．0―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．8
1
3

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

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

レミニシェンザ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Danetime デビュー 2019．11．16 京都8着

2017．4．19生 牝3鹿 母 ディメンティカタ 母母 Non Dimenticar Me 4戦1勝 賞金 6，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 リンドブラッド号・ロードシャムロック号
（非抽選馬） 1頭 サンライズヘルメス号



23053 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時05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
2：01．2
1：58．9

良
良

714 コートダルジャン 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 ―2：03．2 4．3�

59 オ リ ノ コ 牡2黒鹿54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 472 ―2：03．3� 13．6�

23 ワールドリバイバル 牡2鹿 54 藤岡 康太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 498 ―2：03．61� 14．2�
48 シーニッククルーズ 牡2芦 54 松若 風馬 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 498 ― 〃 クビ 32．3�
24 キリーティー �2鹿 54 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 550 ―2：04．13 31．3	
47 メイショウシンタケ 牡2鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 434 ―2：04．31� 160．1

611 リーブルミノル 牡2栗 54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 480 ―2：04．72	 19．5�
816 トーホウボス 牡2黒鹿54 酒井 学東豊物産� 高橋 康之 新ひだか 小倉 光博 480 ―2：05．01� 79．5�
817 スタッドリー 牡2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510 ―2：05．1� 5．7
12 アズユーフィール 牡2黒鹿54 国分 優作 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 480 ―2：05．2クビ 218．3�
815 トーセンアラン 牡2鹿 54 川田 将雅島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 同着 2．7�
11 ル ー リ ン グ 牡2鹿 54 
島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 506 ―2：05．73 13．8�
35 グランドアイディル 牡2黒鹿54 幸 英明田畑 利彦氏 羽月 友彦 浦河 多田 善弘 472 ―2：05．8� 46．6�
36 シューネスリヒト 牝2青 54 藤井勘一郎 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 426 ―2：06．01	 98．2�
612 メイショウオキビ 牡2栗 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 494 ―2：06．1クビ 150．3�
510 ルーチェビアンカ 牝2鹿 54 和田 竜二 �グリーンファーム今野 貞一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 438 ―2：07．59 34．0�
713 カシノバリサイト 牡2黒鹿54 高倉 稜柏木 務氏 谷 潔 日高 宝寄山 拓樹 474 ―2：09．110 284．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 37，659，800円 複勝： 43，561，800円 枠連： 10，648，400円
馬連： 42，849，800円 馬単： 20，194，700円 ワイド： 41，758，900円
3連複： 67，065，500円 3連単： 69，136，200円 計： 332，875，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 330円 � 300円 枠 連（5－7） 2，180円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 860円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 10，990円 3 連 単 ��� 50，880円

票 数

単勝票数 計 376598 的中 � 72367（2番人気）
複勝票数 計 435618 的中 � 84087（2番人気）� 30096（5番人気）� 34144（4番人気）
枠連票数 計 106484 的中 （5－7） 3782（8番人気）
馬連票数 計 428498 的中 �� 10546（10番人気）
馬単票数 計 201947 的中 �� 2753（19番人気）
ワイド票数 計 417589 的中 �� 9673（10番人気）�� 12770（6番人気）�� 5486（23番人気）
3連複票数 計 670655 的中 ��� 4575（31番人気）
3連単票数 計 691362 的中 ��� 985（142番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．3―12．9―12．3―12．3―12．2―12．5―12．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．6―49．5―1：01．8―1：14．1―1：26．3―1：38．8―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コートダルジャン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sunray Spirit 初出走

2018．3．2生 牝2鹿 母 カ ニ ョ ッ ト 母母 Compagne 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23054 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第6競走 ��1，000�3歳未勝利
発走12時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

45 サクセスリボーン 牡3黒鹿56 荻野 極髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 486－ 6 58．8 7．3�
812 アールグロウ 牡3鹿 56 城戸 義政前原 敏行氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 496＋ 4 59．01� 3．6�
57 ワイルドチャイルド 牝3黒鹿54 北村 友一 �ニッシンホール

ディングス 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 4 59．21� 7．2�
69 テイエムサンドリア 牝3黒鹿54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 タニグチ牧場 464－ 2 〃 クビ 2．7�
22 メイショウマコモ 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 478－ 2 59．51� 13．6�
11 リバーランド 牝3青鹿54 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 414± 0 59．81� 22．9	
56 プチルミエール 牝3栗 54

53 ☆富田 暁笹山 智市氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 492＋ 6 〃 クビ 96．5

33 メイショウシュート 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 440－121：00．33 21．2�
68 デ ロ リ ス 牝3青鹿54 和田 竜二栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 422－ 21：00．4� 24．0�
44 メイショウギンレイ 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 414－ 8 〃 クビ 20．1
711 ラッシュワン 牡3黒鹿56 高倉 稜小林 茂子氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 2 〃 ハナ 26．9�
813 ツクバマリア 牝3黒鹿54 松若 風馬荻原 昭二氏 上村 洋行 新ひだか 木下牧場 424± 01：01．25 31．4�
710 カシノアンバー 牝3鹿 54 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 458 ―1：01．94 106．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，728，200円 複勝： 33，457，600円 枠連： 6，277，900円
馬連： 41，233，800円 馬単： 18，098，400円 ワイド： 40，191，400円
3連複： 58，933，100円 3連単： 70，436，600円 計： 296，357，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 150円 � 250円 枠 連（4－8） 780円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 690円 �� 900円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 25，260円

票 数

単勝票数 計 277282 的中 � 30254（4番人気）
複勝票数 計 334576 的中 � 33921（3番人気）� 70860（2番人気）� 29850（4番人気）
枠連票数 計 62779 的中 （4－8） 6216（2番人気）
馬連票数 計 412338 的中 �� 21798（3番人気）
馬単票数 計 180984 的中 �� 3645（10番人気）
ワイド票数 計 401914 的中 �� 15218（4番人気）�� 11296（9番人気）�� 14092（5番人気）
3連複票数 計 589331 的中 ��� 11660（8番人気）
3連単票数 計 704366 的中 ��� 2021（58番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．5―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスリボーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．3．7 阪神6着

2017．3．25生 牡3黒鹿 母 サクセスアイニー 母母 アワーミスレッグス 8戦1勝 賞金 8，910，000円
※出走取消馬 エスポワールミノル号（疾病〔左前挫跖〕のため）



23055 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

812 アルバリズム 牝4栗 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 530＋181：08．0 63．1�
69 オメガハートクィン 牝4黒鹿55 和田 竜二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 74．8�
711 アーモロート 牝3黒鹿52 福永 祐一 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 510＋ 6 〃 アタマ 2．0�
68 シャドウブロッサム 牝3鹿 52 川田 将雅飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 448－ 41：08．1クビ 4．6�
22 ウインドラブリーナ 牝3黒鹿52 幸 英明福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 420－ 2 〃 アタマ 20．3�
45 グッドワード 牝5芦 55 酒井 学下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 488－ 6 〃 ハナ 53．8	
56 ロ ナ 牝4黒鹿55 �島 克駿桑畑 
信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B468＋ 6 〃 アタマ 13．8�
813 シシリエンヌ 牝4青鹿55 高倉 稜手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B494＋ 21：08．2クビ 12．0�
11 エ ヴ ァ イ エ 牝5鹿 55

52 ▲泉谷 楓真ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 466－ 61：08．3� 13．8�
710 ピエーナテーラー 牝3栗 52 秋山真一郎中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 474－ 6 〃 アタマ 6．5�
44 ジューンアクア 牝3芦 52 浜中 俊吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472± 01：08．4	 21．6�
33 メイショウヤワラギ 牝4鹿 55 国分 優作松本 好
氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 452－101：08．61 192．0�
57 ミーアシャム 牝3鹿 52 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 444± 01：08．81 78．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，757，600円 複勝： 68，362，800円 枠連： 9，774，800円
馬連： 67，148，700円 馬単： 27，989，700円 ワイド： 58，545，100円
3連複： 93，225，100円 3連単： 107，010，900円 計： 475，814，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，310円 複 勝 � 2，480円 � 1，260円 � 140円 枠 連（6－8） 2，760円

馬 連 �� 92，920円 馬 単 �� 295，660円

ワ イ ド �� 33，840円 �� 4，370円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 125，750円 3 連 単 ��� 1，650，700円

票 数

単勝票数 計 437576 的中 � 5543（10番人気）
複勝票数 計 683628 的中 � 5159（12番人気）� 10435（11番人気）� 202708（1番人気）
枠連票数 計 97748 的中 （6－8） 2739（8番人気）
馬連票数 計 671487 的中 �� 560（72番人気）
馬単票数 計 279897 的中 �� 71（145番人気）
ワイド票数 計 585451 的中 �� 440（76番人気）�� 3454（35番人気）�� 6498（28番人気）
3連複票数 計 932251 的中 ��� 556（181番人気）
3連単票数 計1070109 的中 ��� 47（1308番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．7―11．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―32．9―44．2―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルバリズム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．11．4 京都7着

2016．2．12生 牝4栗 母 パッションローズ 母母 マヤノクリオネ 10戦2勝 賞金 13，350，000円

23056 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第8競走 ��3，390�第22回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品

本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 1，450，000
1，450，000

円
円

付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード3：40．0良

45 � スプリングボックス 牡6黒鹿60 森 一馬�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 482－ 83：42．0 4．7�
711 ブレイクスピアー 牡5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 490± 03：42．21� 5．4�
69 ハルキストン 牡5鹿 60 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 462＋ 43：42．41� 22．5�
34 マイネルレオーネ 牡8黒鹿60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408＋ 63：42．61� 7．0�
610� クリノライジン 牡4栗 60 小野寺祐太栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 476－ 63：43．23� 108．9	
814 タガノグルナ 牡6鹿 60 北沢 伸也八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－10 〃 同着 7．9

46 セイウンフォーカス 牡5鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 478－ 4 〃 ハナ 8．3�
58 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 496± 03：45．0大差 45．4�
22 マンノグランプリ 牡4鹿 60 西谷 誠萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 512＋ 43：45．42� 3．7
11 オブリゲーション 牡7鹿 60 小坂 忠士�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 462－103：45．5クビ 30．1�
813 シゲルロウニンアジ 牡7鹿 60 高田 潤森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 502± 03：45．6	 63．8�
33 サウスオブボーダー 牡7鹿 60 五十嵐雄祐三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466＋ 23：46．55 99．3�
57 ベストサポーター 牡7青鹿60 伊藤 工真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 B514－ 23：46．92� 127．1�
712 トゥルーハート 
7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－ 43：47．43 18．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，540，300円 複勝： 51，018，100円 枠連： 14，210，600円
馬連： 72，773，900円 馬単： 31，107，600円 ワイド： 53，795，600円
3連複： 130，043，100円 3連単： 153，622，300円 計： 546，111，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 220円 � 590円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，770円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 9，900円 3 連 単 ��� 38，090円

票 数

単勝票数 計 395403 的中 � 67011（2番人気）
複勝票数 計 510181 的中 � 86041（1番人気）� 62580（4番人気）� 17646（8番人気）
枠連票数 計 142106 的中 （4－7） 19764（1番人気）
馬連票数 計 727739 的中 �� 45976（3番人気）
馬単票数 計 311076 的中 �� 9058（6番人気）
ワイド票数 計 537956 的中 �� 25014（4番人気）�� 7567（22番人気）�� 6831（25番人気）
3連複票数 計1300431 的中 ��� 9844（36番人気）
3連単票数 計1536223 的中 ��� 2924（132番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 53．0－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スプリングボックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリルドルフ

2014．4．15生 牡6黒鹿 母 セカンドノホシ 母母 セカンドサービス 障害：8戦3勝 賞金 67，156，000円
初出走 JRA



23057 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時15分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円
生産者賞 九州軽種馬協会会長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

12 ヨ カ ヨ カ 牝2黒鹿57 福永 祐一岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 446－ 21：09．2 1．3�
35 テイエムサツマドン 牡2鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 472－ 61：09．83� 5．6�
48 � ライトシャワー 牝2青鹿55 田中 純村山 光弘氏 手島 勝利 熊本 ストームファーム

コーポレーション 458－15 〃 クビ 41．4�
（佐賀） （佐賀）

817 カ シ ノ レ オ 牡2黒鹿55 松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 鹿児島 柏木 務 486＋ 61：09．9クビ 8．3�
59 ヒムカノロッキー 牡2黒鹿53 中井 裕二杉浦 和也氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 468± 01：10．22 247．0�
815 アイアンムスメ 牝2鹿 53 藤岡 康太西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 436－ 4 〃 ハナ 13．7�
816 イロエンピツ 牝2黒鹿53 幸 英明内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 468＋ 21：10．41� 55．2	
11 テイエムオペラッコ 牝2黒鹿53 国分 優作竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 鹿児島 テイエム牧場 B416＋ 41：11．25 162．6

714 テイエムサツマオー 牡2鹿 53 荻野 極竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 492± 01：11．3	 120．2�
23 キリシマムテキ 牡2黒鹿53 高倉 稜土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 434＋ 41：11．51
 119．3�
612 ダイヤモンドヘッド 牡2黒鹿53 小牧 太新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保 孝一 484＋ 61：11．6� 110．7
24 テイエムサツマッコ 牡2栗 53 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 484± 01：11．81
 162．8�
36 サ イ パ ー 牡2青鹿53 酒井 学山口 裕介氏 武 英智 熊本 ストームファーム

コーポレーション 438＋ 21：11．9	 250．7�
611 テイエムベニサツマ 牝2栗 53 国分 恭介竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 414＋101：12．11
 263．8�
510 キリシマオードリー 牝2栗 53 柴田 未崎土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 444± 01：12．31
 347．2�
713 シーフードパイセン 牡2鹿 53 松若 風馬山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 438± 01：12．93� 149．7�
47 � クラトリヴィーナス 牝2栗 55 石川 慎将德重 実幸氏 石川 浩文 鹿児島 徳重 正幸 418－161：13．21	 290．2�

（佐賀） （佐賀）

（17頭）

売 得 金
単勝： 51，158，500円 複勝： 151，259，300円 枠連： 16，510，900円
馬連： 66，514，400円 馬単： 49，846，700円 ワイド： 61，401，800円
3連複： 106，660，100円 3連単： 231，649，100円 計： 735，000，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 350円 枠 連（1－3） 280円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 140円 �� 620円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 511585 的中 � 305859（1番人気）
複勝票数 計1512593 的中 � 1186931（1番人気）� 116896（2番人気）� 18325（5番人気）
枠連票数 計 165109 的中 （1－3） 45597（2番人気）
馬連票数 計 665144 的中 �� 206271（1番人気）
馬単票数 計 498467 的中 �� 104594（1番人気）
ワイド票数 計 614018 的中 �� 165828（1番人気）�� 19799（7番人気）�� 10492（10番人気）
3連複票数 計1066601 的中 ��� 28687（6番人気）
3連単票数 計2316491 的中 ��� 38693（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．5―11．5―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―34．0―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ カ ヨ カ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．6．13 阪神1着

2018．5．13生 牝2黒鹿 母 ハニーダンサー 母母 ハ ニ ー バ ン 3戦3勝 賞金 37，616，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリシマオードリー号・シーフードパイセン号・クラトリヴィーナス号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和2年9月29日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 カシノアイドル号（疾病〔右前肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カシノネメシス号・カシノバド号
※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。

23058 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第10競走 ��2，000�
さ い か い

西 海 賞
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

24 フィオリキアリ 牝3鹿 52 藤岡 康太槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444＋202：00．3 6．2�

510 ボンオムトゥック 牝3芦 52 福永 祐一窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 462＋122：00．51� 1．8�
35 ゲンティアナ 牝4鹿 55 荻野 極吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444＋30 〃 ハナ 35．6�
36 メトロポール 牝4黒鹿55 浜中 俊ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 474－ 62：00．81� 14．4�
611� ココナッツスルー 牝5黒鹿55 松山 弘平飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 450＋ 82：00．9� 12．4�
23 ハローユニコーン 牝6鹿 55 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 470－ 8 〃 アタマ 23．1	
47 ハギノカエラ 牝7栗 55 川田 将雅安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 432－ 62：01．0クビ 14．0

12 スパイクナード 牝6黒鹿55 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 22：01．1� 33．1�
48 アルファライズ 牝4青鹿55 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム 454＋ 6 〃 ハナ 32．5�
612� カ サ ー レ 牝5青鹿55 川須 栄彦飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 438－ 22：01．31� 158．8
59 ヒラボクメルロー 牝4黒鹿55 小崎 綾也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 452－ 22：01．4� 44．2�
815 ト ロ ハ 牝4黒鹿55 幸 英明橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞
湖 レイクヴィラファーム 482－ 8 〃 クビ 70．4�
11 シャンドフルール 牝3黒鹿52 	島 克駿前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 62：01．5クビ 8．3�
713 ペプチドフシチョウ 牝4鹿 55 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 456＋ 6 〃 アタマ 100．3�
816 レイトブルーミング 牝4青鹿55 国分 優作�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 442± 02：02．13� 230．1�
714 バラーディスト 牝4黒鹿55 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484＋142：02．63 67．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，203，900円 複勝： 66，914，200円 枠連： 17，752，000円
馬連： 97，443，700円 馬単： 42，412，800円 ワイド： 74，707，400円
3連複： 148，726，400円 3連単： 177，424，800円 計： 670，585，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 120円 � 570円 枠 連（2－5） 420円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，680円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 25，040円

票 数

単勝票数 計 452039 的中 � 57501（2番人気）
複勝票数 計 669142 的中 � 76711（2番人気）� 222879（1番人気）� 18755（10番人気）
枠連票数 計 177520 的中 （2－5） 32134（1番人気）
馬連票数 計 974437 的中 �� 159132（1番人気）
馬単票数 計 424128 的中 �� 20140（5番人気）
ワイド票数 計 747074 的中 �� 74961（1番人気）�� 6456（29番人気）�� 14151（14番人気）
3連複票数 計1487264 的中 ��� 21509（17番人気）
3連単票数 計1774248 的中 ��� 5136（72番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．3―12．2―12．2―11．7―11．6―11．6―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．0―49．2―1：01．4―1：13．1―1：24．7―1：36．3―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィオリキアリ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Successful Appeal デビュー 2019．10．20 東京1着

2017．3．18生 牝3鹿 母 クリアリーコンフューズド 母母 Nice of You 9戦3勝 賞金 37，737，000円



23059 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第11競走 ��
��1，000�

ぷ さ ん

�山ステークス
発走15時25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

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

68 コパノフィーリング 牝3鹿 52 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 460－ 2 57．5 4．4�
79 � アスタースウィング 牡6栗 57 太宰 啓介加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 518－ 2 57．71	 53．1�
44 ハクアイブラック 牡3黒鹿54 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 506－18 57．91	 2．5�
56 プリカジュール 牝4鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B504－ 6 58．11	 29．4�
811� ボーサンシー 牡7栗 57 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F 544＋ 8 58．41
 17．3�

710� フォルツァエフ 牡5鹿 57 川田 将雅大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells
& Janie Wells 484－ 8 58．5
 8．0	

33 ファビュラスギフト 牝4鹿 55 富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 476± 0 58．6� 12．0

22 サーティグランド �8鹿 57 川須 栄彦山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 山本 昇寿 506＋ 8 〃 アタマ 18．6�
67 スマートアテナ 牝4栗 55 松山 弘平大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 444＋ 2 58．81	 24．5�
11 ダノンチャンス �6鹿 57 秋山真一郎�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 B488－ 6 〃 アタマ 5．8
812 スリーランディア 牝6鹿 55 島 克駿永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 6 59．01 32．2�
55 � ゴールドリング 牝4栗 55 国分 優作加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 浦河土肥牧場 476＋ 7 59．21
 91．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 68，124，900円 複勝： 85，591，400円 枠連： 26，553，000円
馬連： 170，320，100円 馬単： 69，272，200円 ワイド： 106，815，400円
3連複： 255，521，000円 3連単： 349，300，100円 計： 1，131，498，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 940円 � 140円 枠 連（6－7） 1，380円

馬 連 �� 12，820円 馬 単 �� 19，830円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 340円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 10，470円 3 連 単 ��� 87，990円

票 数

単勝票数 計 681249 的中 � 123137（2番人気）
複勝票数 計 855914 的中 � 138500（2番人気）� 15231（11番人気）� 207121（1番人気）
枠連票数 計 265530 的中 （6－7） 14841（6番人気）
馬連票数 計1703201 的中 �� 10289（36番人気）
馬単票数 計 692722 的中 �� 2619（61番人気）
ワイド票数 計1068154 的中 �� 9177（38番人気）�� 91128（1番人気）�� 11718（28番人気）
3連複票数 計2555210 的中 ��� 18294（35番人気）
3連単票数 計3493001 的中 ��� 2878（279番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．3―45．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノフィーリング �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Fasliyev デビュー 2019．6．22 函館2着

2017．3．5生 牝3鹿 母 マ ザ イ 母母 Moonlady 5戦3勝 賞金 33，959，000円
※コパノフィーリング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23060 8月29日 晴 良 （2小倉2） 第5日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時05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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

710 ラインオブダンス 牝3黒鹿52 川田 将雅�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 41：47．0 3．3�

68 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿57 和田 竜二土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 450－121：47．1� 7．6�
812 ロードシャムロック 牡3鹿 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 498－12 〃 アタマ 16．2�
22 ヴェントボニート 牝3鹿 52 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 414± 01：47．2クビ 2．7�
57 シルバーエース 牡3芦 54 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 462－ 21：47．3� 18．5�
711 セイイーグル �6鹿 57 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 石坂 正 千歳 社台ファーム 440－ 41：47．51	 15．0	
44 クリノブレーヴ 牡3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム B446－ 81：48．03 37．0

69 グレースオブナイル 牝3鹿 52 松若 風馬 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 430－ 4 〃 クビ 7．1�
56 エイシンバイエルン 牝3青鹿52 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 484－ 21：48．63
 33．4�
45 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿55 北村 友一 シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 424－ 81：48．91� 84．6�
33 ロードマドリード 牡5鹿 57 川須 栄彦 �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 466＋ 4 〃 クビ 26．0�
11 エ ピ ロ ー グ 牝4鹿 55 小崎 綾也藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 460－101：49．32
 78．6�
813� スーパーアロイ 牡4鹿 57 藤懸 貴志藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 486－ 81：50．79 148．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，418，500円 複勝： 72，378，400円 枠連： 19，448，400円
馬連： 106，586，200円 馬単： 41，911，100円 ワイド： 87，196，400円
3連複： 160，444，300円 3連単： 194，131，200円 計： 742，514，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 230円 � 270円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 450円 �� 920円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 20，240円

票 数

単勝票数 計 604185 的中 � 146230（2番人気）
複勝票数 計 723784 的中 � 152478（2番人気）� 73574（4番人気）� 60231（5番人気）
枠連票数 計 194484 的中 （6－7） 29474（3番人気）
馬連票数 計1065862 的中 �� 73377（4番人気）
馬単票数 計 419111 的中 �� 17345（5番人気）
ワイド票数 計 871964 的中 �� 52892（4番人気）�� 23920（10番人気）�� 12083（19番人気）
3連複票数 計1604443 的中 ��� 19824（22番人気）
3連単票数 計1941312 的中 ��� 6952（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．4―48．2―1：00．0―1：11．7―1：23．4―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインオブダンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．7．27 新潟5着

2017．3．30生 牝3黒鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 6戦2勝 賞金 20，100，000円
※ロードシャムロック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2小倉2）第5日 8月29日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

235，940，000円
5，620，000円
25，420，000円
2，160，000円
28，220，000円
74，599，000円
5，948，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
496，861，400円
737，416，500円
151，604，000円
826，222，600円
382，344，700円
670，077，000円
1，273，933，600円
1，668，477，300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 6，206，937，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回小倉競馬第5日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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