
22001 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

33 キ ョ ウ ヘ イ 牡2鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 416± 01：09．0 3．4�
11 ベ ル カ プ リ 牝2鹿 54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 444－ 81：09．21� 2．7�
22 ブルベアパンサー 牡2栗 54

51 ▲荻野 極 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 454－ 41：09．73 13．3�
78 オ ニ チ ャ ン 牡2栗 54 藤岡 佑介山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 420－ 61：10．12� 50．3�
811 シゲルシャチ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 石田牧場 482－ 21：10．2� 83．4	
67 ミスターロンリー 牡2鹿 54 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 458－ 81：10．41� 4．1

79 パワーズオブテン 牡2鹿 54 田中 健�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 414－ 61：10．5クビ 70．4�
44 マヤアムール 牝2栗 54 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 414＋ 2 〃 クビ 99．0
810 ハクユウマックス 牡2栗 54 岩田 康誠 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 472－241：10．71� 38．8�
55 テイエムアニマンテ 牡2青鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 476＋101：11．01� 136．3�
66 タガノアヌビス 牡2鹿 54

53 ☆�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458－ 81：11．42� 8．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，456，800円 複勝： 20，229，400円 枠連： 8，173，600円
馬連： 28，829，500円 馬単： 20，400，300円 ワイド： 16，187，700円
3連複： 43，662，800円 3連単： 73，955，400円 計： 228，895，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 260円 枠 連（1－3） 500円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 240円 �� 770円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 174568 的中 � 43543（2番人気）
複勝票数 計 202294 的中 � 42845（2番人気）� 49340（1番人気）� 14055（5番人気）
枠連票数 計 81736 的中 （1－3） 12652（3番人気）
馬連票数 計 288295 的中 �� 40001（2番人気）
馬単票数 計 204003 的中 �� 14692（3番人気）
ワイド票数 計 161877 的中 �� 19632（2番人気）�� 4770（8番人気）�� 7856（7番人気）
3連複票数 計 436628 的中 ��� 19489（5番人気）
3連単票数 計 739554 的中 ��� 7385（22番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―12．0―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ョ ウ ヘ イ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．2 中京4着

2014．4．22生 牡2鹿 母 ショウナンアネーロ 母母 ショウナンハピネス 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 タガノアヌビス号の騎手�島克駿は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔その他〕 タガノアヌビス号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

22002 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

612 アリノマンボ 牝3鹿 54 松山 弘平聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 460＋ 61：46．5 11．9�
47 テイエムダイバリキ 牡3青鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 日吉 正和 新ひだか チャンピオンズファーム 508± 01：47．13� 18．9�
713 カツンダモン 牝3黒鹿54 高倉 稜 �キャピタル・システム 森田 直行 様似 髙村 伸一 486＋ 21：47．63 67．1�
816 アスターオーシャン 牡3鹿 56

54 △義 英真加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 476± 01：47．7� 18．9�
35 メイショウユメマル 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 和子氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 498－ 41：47．8� 2．3	
611 タイムシャワー 牡3栗 56 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B448＋ 61：48．43� 78．9

59 ゲンキチヤマト 牡3栗 56 太宰 啓介荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 482－ 41：48．61� 18．2�
36 テイケイアムール 牡3鹿 56 川須 栄彦兼松 忠男氏 �島 一歩 浦河 藤春 修二 518－ 61：48．7クビ 113．3�
510 クリノメルクリウス 	3鹿 56

55 ☆�島 克駿栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム B418－101：48．8� 9．8
714 ハギノハイスタイル 牡3鹿 56 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B508－141：48．9� 40．1�
12 ア ン カ ー 牡3青 56 北村 友一吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 468－ 21：49．0� 13．8�
815 ホシルミエール 	3鹿 56 和田 竜二永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 452－ 41：49．53 3．2�
24 ボ ン ニ デ ー 牝3黒鹿54 松田 大作堀 祥子氏 渡辺 薫彦 日高 シンボリ牧場 454－ 41：49．71� 273．1�
23 ゼットシャンティ 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 504＋ 81：49．8クビ 116．6�
11 タムロゴーゴー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 482＋ 41：51．39 99．7�
48 レッドレスパース 牡3鹿 56 �島 良太 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 日高 戸川牧場 B434＋181：51．4クビ 87．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，716，100円 複勝： 20，814，500円 枠連： 8，729，500円
馬連： 29，402，400円 馬単： 15，428，200円 ワイド： 17，780，100円
3連複： 41，555，400円 3連単： 52，842，800円 計： 201，269，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 360円 � 470円 � 2，260円 枠 連（4－6） 5，930円

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 14，620円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 9，250円 �� 12，110円

3 連 複 ��� 147，010円 3 連 単 ��� 478，880円

票 数

単勝票数 計 147161 的中 � 9850（4番人気）
複勝票数 計 208145 的中 � 16845（4番人気）� 11928（7番人気）� 2160（14番人気）
枠連票数 計 87295 的中 （4－6） 1140（19番人気）
馬連票数 計 294024 的中 �� 2765（22番人気）
馬単票数 計 154282 的中 �� 791（44番人気）
ワイド票数 計 177801 的中 �� 2150（20番人気）�� 492（58番人気）�� 375（71番人気）
3連複票数 計 415554 的中 ��� 212（228番人気）
3連単票数 計 528428 的中 ��� 80（860番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．0―42．9―55．6―1：07．6―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アリノマンボ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．24 京都2着

2013．4．29生 牝3鹿 母 モーガンズマンボ 母母 Only Royale 10戦1勝 賞金 13，320，000円
〔発走状況〕 ゼットシャンティ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 3頭 イフリート号・サウンドスプレッド号・タガノガジュマル号

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１日



22003 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 474＋ 41：08．1 1．8�
510 ホワイトパンドラ 牝3芦 54 幸 英明北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 中原牧場 428＋ 21：08．31� 15．5�
59 ジャストセーブラブ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448＋ 81：08．61� 82．1�

11 クールマギー 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 424－16 〃 クビ 8．1�

35 ギ ャ デ ィ ス 牡3鹿 56 D．バルジュー 加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 462－ 81：08．7クビ 9．5�
（伊）

611 エイシンミント 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 新ひだか 築紫 洋 430＋ 2 〃 クビ 8．0	
36 ベイビーズブレス 牝3鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422＋ 81：08．91� 46．1

23 ブラボーウォーム 牝3芦 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498－ 2 〃 クビ 41．9�
713 ソ ラ ー レ 牝3青鹿54 酒井 学阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 456－121：09．11� 53．5�
714 ミ サ キ 牝3鹿 54

52 △義 英真原 	子氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 440－101：09．2クビ 103．2
48 レイホーロマンス 牝3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 404－141：09．41� 19．3�
47 メイショウウララカ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 392＋ 41：09．61
 187．4�
715 ダンガンウーマン 牝3鹿 54 川田 将雅ロイヤルパーク 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 61：09．81� 16．0�
817 コンスタンシー 牝3青鹿54 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 410＋101：10．01 387．2�
816 テ レ チ ャ ウ 牝3栗 54 高倉 稜�イクタ 福島 信晴 新冠 ムラカミファーム 454－141：10．21
 76．1�
12 オドラニャソンソン 牡3栗 56 武 豊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 480 ―1：10．83
 25．1�
24 サダムノンノ 牝3鹿 54 国分 優作大西 定氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 426± 01：11．11� 89．3�
818 ウ ラ ラ 牝3芦 54 北村 友一吉澤 克己氏 森田 直行 青森 青南ムラカミ

ファーム B450－221：13．8大差 157．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，525，100円 複勝： 32，694，900円 枠連： 13，056，800円
馬連： 39，205，100円 馬単： 21，783，900円 ワイド： 27，026，800円
3連複： 57，263，400円 3連単： 76，245，300円 計： 290，801，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 280円 � 830円 枠 連（5－6） 960円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，790円 �� 6，610円

3 連 複 ��� 19，270円 3 連 単 ��� 67，080円

票 数

単勝票数 計 235251 的中 � 104532（1番人気）
複勝票数 計 326949 的中 � 116391（1番人気）� 23228（4番人気）� 6388（10番人気）
枠連票数 計 130568 的中 （5－6） 10499（5番人気）
馬連票数 計 392051 的中 �� 25409（4番人気）
馬単票数 計 217839 的中 �� 10010（4番人気）
ワイド票数 計 270268 的中 �� 13499（4番人気）�� 2406（28番人気）�� 1001（60番人気）
3連複票数 計 572634 的中 ��� 2228（56番人気）
3連単票数 計 762453 的中 ��� 824（187番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．7―11．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．6―43．8―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ワ ラ ニ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．10．11 京都5着

2013．3．13生 牝3鹿 母 ブリスクウェザー 母母 ビ ー モ ル 10戦1勝 賞金 11，770，000円
〔制裁〕 ミサキ号の騎手義英真は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・4番・8番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月30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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アデプタスメジャー号・カイ号・クリノブラビッシモ号・ダイシンザーゲ号・ツースターク号・デンコウセドナ号・

ロングハード号
※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。

22004 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード なし

77 ホウライアキコ 牝5鹿 58 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 460＋ 63：09．4 基準タイム 2．1�
33 メイショウメイザン 牡4鹿 60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486－ 23：10．57 47．0�
66 ツイセキシャ 牡3鹿 58 植野 貴也小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 474－ 83：11．03 2．6�
11 グランドデザイン 牝4黒鹿58 平沢 健治西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 448＋ 43：13．1大差 11．4�
89 ツカサブレイブ 牡4青鹿60 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 470± 03：13．63 7．2�
88 メイショウハイネス 牡4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486－ 43：16．0大差 98．3�
44 ゴールドメダリオン �4栗 60 黒岩 悠西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 420－103：17．38 26．3	
22 ステイウェル 牡6黒鹿60 北沢 伸也 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 496＋123：18．68 13．6�
55 エスティレジェンド 牝5黒鹿58 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 43：18．81� 22．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 18，531，600円 複勝： 16，056，100円 枠連： 6，764，700円
馬連： 26，658，700円 馬単： 19，954，100円 ワイド： 16，309，500円
3連複： 40，493，200円 3連単： 81，205，700円 計： 225，973，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 420円 � 120円 枠 連（3－7） 6，780円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 9，650円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 210円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 32，590円

票 数

単勝票数 計 185316 的中 � 69037（1番人気）
複勝票数 計 160561 的中 � 39186（2番人気）� 5772（8番人気）� 40899（1番人気）
枠連票数 計 67647 的中 （3－7） 773（21番人気）
馬連票数 計 266587 的中 �� 3450（20番人気）
馬単票数 計 199541 的中 �� 1550（29番人気）
ワイド票数 計 163095 的中 �� 1724（24番人気）�� 25288（1番人気）�� 2440（21番人気）
3連複票数 計 404932 的中 ��� 6399（16番人気）
3連単票数 計 812057 的中 ��� 1806（109番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 52．4－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウライアキコ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．27 小倉1着

2011．3．8生 牝5鹿 母 ホウライサンデー 母母 ホウライコメット 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 8日第 6競走）
〔その他〕　　ロードデスティニー号は，競走中に疾病〔左第３指骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



22005 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15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

66 ナムラアイドル 牝2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 454 ―1：09．4 26．6�
22 ショーウェイ 牝2鹿 54 松若 風馬吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 474 ― 〃 ハナ 6．6�
11 トーヨーエース 牡2鹿 54

53 ☆�島 克駿中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：09．5� 8．2�
67 テイエムチェロキー 牡2鹿 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 カミイスタット 452 ―1：09．71� 87．7�
811 ダノンチャンス 牡2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 500 ―1：09．8� 1．5�
44 テイエムソッキュウ 牡2青鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 464 ―1：10．22� 27．9	
78 スズカフューラー 牡2栗 54

51 ▲荻野 極永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 410 ―1：10．41 137．3

33 メイショウオクヒダ 牡2鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470 ―1：10．61� 15．9�
79 マーブルクリス 牡2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 472 ―1：10．81� 8．5�
55 ハナハタチバナ 牝2鹿 54 太宰 啓介山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 430 ―1：11．22� 113．3
810 シゲルマサイキリン 牡2芦 54

52 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 青森 青南ムラカミ
ファーム 472 ―1：12．9大差 70．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，833，600円 複勝： 49，010，100円 枠連： 7，353，000円
馬連： 33，117，300円 馬単： 26，851，100円 ワイド： 20，702，600円
3連複： 44，029，700円 3連単： 91，737，700円 計： 300，635，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 770円 � 360円 � 390円 枠 連（2－6） 4，840円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 21，310円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，580円 �� 630円

3 連 複 ��� 10，140円 3 連 単 ��� 114，470円

票 数

単勝票数 計 278336 的中 � 8852（6番人気）
複勝票数 計 490101 的中 � 15411（6番人気）� 37415（3番人気）� 34355（4番人気）
枠連票数 計 73530 的中 （2－6） 1176（15番人気）
馬連票数 計 331173 的中 �� 4613（15番人気）
馬単票数 計 268511 的中 �� 945（42番人気）
ワイド票数 計 207026 的中 �� 3624（14番人気）�� 3278（17番人気）�� 8896（6番人気）
3連複票数 計 440297 的中 ��� 3254（27番人気）
3連単票数 計 917377 的中 ��� 581（230番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．5―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアイドル �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2014．4．12生 牝2鹿 母 ナムラミーティア 母母 ハナコスマイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※テイエムソッキュウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22006 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 240，000
240，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

59 メイショウメリリー 牝3黒鹿54 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 440＋ 82：00．6 138．8�
817 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 D．ホワイト 前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 42：01．13 4．3�
（香港）

816 ナムラルパン 牡3鹿 56 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 496＋ 22：01．31� 8．0�
713 ピンクノオウマサン 牝3芦 54 岩田 康誠石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 422－ 6 〃 ハナ 15．4�
24 エイシンミキサー 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494＋ 6 〃 クビ 66．5�
510 ヤマニンゲイナー 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 428－ 4 〃 同着 48．3	
12 トーコージュエリー 牝3芦 54 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 428± 02：01．51� 135．8

47 ムーチャスエルテ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 新ひだか 矢野牧場 464－ 8 〃 ハナ 1．7�
11 ウイングカイユウ 	3鹿 56 
島 良太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 468± 02：01．71� 140．1�
612 テーオーピコタン 牝3栗 54 松山 弘平小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 42：01．91� 12．7
23 メイショウバラード 牝3青鹿54 松田 大作松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 444＋ 42：02．1� 66．3�
36 エンジェルユー 牝3鹿 54 太宰 啓介�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 432＋122：02．42 46．6�
35 ミラクルメーカー 牡3鹿 56 D．バルジュー 林 正道氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 506＋ 2 〃 ハナ 32．6�

（伊）

714 ワンダラーズ 牡3鹿 56 松若 風馬石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 富田牧場 B508－ 22：02．82� 117．1�
611 コウザンアプローチ 牡3鹿 56 幸 英明山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 502－ 22：03．22� 22．3�
815 スタンリープール 牝3黒鹿 54

53 ☆
島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 412－ 62：03．3クビ 119．9�
48 スズカワンダー 牡3栗 56 国分 恭介永井 啓弍氏 村山 明 平取 稲原牧場 472 ―2：03．94 227．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，321，400円 複勝： 68，023，200円 枠連： 16，869，400円
馬連： 50，891，100円 馬単： 33，284，500円 ワイド： 32，068，200円
3連複： 73，680，700円 3連単： 115，894，500円 計： 417，033，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，880円 複 勝 � 2，780円 � 300円 � 420円 枠 連（5－8） 4，430円

馬 連 �� 26，220円 馬 単 �� 68，580円

ワ イ ド �� 5，580円 �� 9，330円 �� 500円

3 連 複 ��� 35，830円 3 連 単 ��� 442，220円

票 数

単勝票数 計 263214 的中 � 1517（15番人気）
複勝票数 計 680232 的中 � 5544（12番人気）� 68210（2番人気）� 43573（3番人気）
枠連票数 計 168694 的中 （5－8） 2950（13番人気）
馬連票数 計 508911 的中 �� 1504（41番人気）
馬単票数 計 332845 的中 �� 364（98番人気）
ワイド票数 計 320682 的中 �� 1408（43番人気）�� 838（56番人気）�� 18195（4番人気）
3連複票数 計 736807 的中 ��� 1542（84番人気）
3連単票数 計1158945 的中 ��� 190（737番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．0―34．9―48．2―1：00．6―1：12．3―1：24．1―1：35．9―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウメリリー �
�
父 オペラハウス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2016．1．30 中京5着

2013．5．19生 牝3黒鹿 母 トウカイマイルド 母母 トウカイセシール 6戦1勝 賞金 5，400，000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。



22007 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

47 スマートノエル 牝4鹿 55 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 482＋121：45．7 3．6�
12 セータコローナ 牝3鹿 52

49 ▲荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 496± 01：46．12� 7．7�
36 アローシルバー 牝4栗 55 川須 栄彦佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B470－ 81：46．31� 133．0�
48 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 52 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 492＋10 〃 クビ 55．2�
59 ダンツチェック 牝3鹿 52 藤岡 康太山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 506＋141：46．93� 14．3�
11 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B472＋ 41：47．0クビ 9．7	
35 メイショウケンプウ 牝3黒鹿 52

50 △義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 444＋ 81：47．1� 41．3

612 トウシンハンター 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 444－ 21：47．41� 48．6�
23 	 カラフルマーメイド 牝4鹿 55 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 470－ 61：47．5� 175．0�
815 グランシュクレ 牝4芦 55 藤岡 佑介間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 468＋ 81：47．71� 9．6
611 フォルゴラーレ 牝4黒鹿55 松若 風馬藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 504＋161：47．91� 30．6�
713 ハギノセゾン 牝5青鹿55 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 476± 0 〃 ハナ 17．3�
24 ガラドリエル 牝4栗 55 D．バルジュー �ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 488± 01：48．21� 19．1�

（伊）

816	 ラックアサイン 牝4鹿 55 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：49．05 97．5�
714 バイナリーコード 牝4栗 55 松田 大作 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 480＋ 41：49．1クビ 3．0�
510	 サントノーレ 牝4栗 55 松山 弘平吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 488－111：49．31� 68．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，514，900円 複勝： 39，385，400円 枠連： 17，033，100円
馬連： 57，559，500円 馬単： 28，818，000円 ワイド： 35，973，400円
3連複： 79，751，200円 3連単： 103，233，700円 計： 390，269，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 270円 � 2，540円 枠 連（1－4） 790円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 770円 �� 8，910円 �� 15，220円

3 連 複 ��� 61，150円 3 連 単 ��� 209，640円

票 数

単勝票数 計 285149 的中 � 62278（2番人気）
複勝票数 計 393854 的中 � 74424（2番人気）� 38640（4番人気）� 3000（15番人気）
枠連票数 計 170331 的中 （1－4） 16651（3番人気）
馬連票数 計 575595 的中 �� 27341（4番人気）
馬単票数 計 288180 的中 �� 7506（6番人気）
ワイド票数 計 359734 的中 �� 12801（5番人気）�� 1009（69番人気）�� 589（86番人気）
3連複票数 計 797512 的中 ��� 978（161番人気）
3連単票数 計1032337 的中 ��� 357（628番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．9―12．8―12．4―12．3―12．4―12．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．8―42．6―55．0―1：07．3―1：19．7―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートノエル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．12．27 阪神3着

2012．2．28生 牝4鹿 母 スマートパルス 母母 ファッションショー 11戦2勝 賞金 24，850，000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 サトノシャルマン号
※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。

22008 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第8競走 ��3，390�第18回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50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 2，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード3：40．0良

67 マキオボーラー 牡6黒鹿60 平沢 健治猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 478＋ 23：44．3 3．1�
44 メイショウアラワシ 牡5栗 60 高田 潤松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 464＋ 23：45．47 5．2�
810 マイネルアダマス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 434± 03：46．57 28．0�
66 リヴゴーシュ �4栗 60 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 63：46．6� 65．1�
22 ダンツメガヒット �4栗 60 佐久間寛志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 488－ 63：46．7クビ 5．4�
78 ラガーギアチェンジ 牡5青鹿60 黒岩 悠奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 486＋ 23：47．76 55．7	
11 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 470－103：48．12� 31．8

811 ドリームセーリング 牡9栗 60 石神 深一ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 480＋ 23：49．48 4．4�
33 ビップハテンコウ 牡4鹿 60 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 502－ 43：50．78 10．9�
55 ブレイクアウト 牡5青鹿60 北沢 伸也安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 486－ 44：06．4大差 7．7
79 ショウリュウバイオ �6栗 60 熊沢 重文バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 454－ 4 （競走中止） 67．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，013，100円 複勝： 31，082，900円 枠連： 12，159，600円
馬連： 56，708，700円 馬単： 29，769，200円 ワイド： 29，903，100円
3連複： 86，320，400円 3連単： 137，705，000円 計： 409，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 180円 � 460円 枠 連（4－6） 940円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，550円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 7，580円 3 連 単 ��� 25，010円

票 数

単勝票数 計 260131 的中 � 65755（1番人気）
複勝票数 計 310829 的中 � 68006（1番人気）� 47109（3番人気）� 12567（7番人気）
枠連票数 計 121596 的中 （4－6） 9987（3番人気）
馬連票数 計 567087 的中 �� 46960（2番人気）
馬単票数 計 297692 的中 �� 12846（4番人気）
ワイド票数 計 299031 的中 �� 19455（4番人気）�� 4726（18番人気）�� 3891（21番人気）
3連複票数 計 863204 的中 ��� 8533（27番人気）
3連単票数 計1377050 的中 ��� 3991（92番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキオボーラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．1 阪神8着

2010．4．12生 牡6黒鹿 母 パルティシオン 母母 ポーラリヴァール 障害：14戦4勝 賞金 88，819，000円
〔競走中止〕 ショウリュウバイオ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ダンツメガヒット号の騎手佐久間寛志は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔その他〕 ブレイクアウト号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。

マイネルアダマス号は，各障害を左側に斜飛したことについて障害調教注意。



22009 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第9競走 ��
��1，200�

い ま り

伊 万 里 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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713� ウィズアミッション 牝5鹿 55 D．ホワイト 吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-
ovo Syndicate 432－ 21：08．2 16．8�

（香港）

11 � ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 浜中 俊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne
Farm 462－ 41：08．41	 2．8�

715 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 440－ 21：08．5
 5．6�
612� エイシンピカソ 牝3栗 52 藤岡 康太平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

452± 0 〃 ハナ 6．5�
47 キンシロケット 牡3鹿 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 480± 0 〃 アタマ 19．9�
510 メッサーウイング 牝4栗 55 �島 克駿野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B454－ 4 〃 ハナ 66．2�
714 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 D．バルジュー 渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 464± 01：08．6
 25．1	

（伊）

24 ゲンキチハヤブサ �4栗 57 和田 竜二荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン
牧場 448－ 2 〃 ハナ 47．2


23 ブライティアレディ 牝3青鹿52 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 422－ 61：08．7 5．5�
48 フルムーンソング 牡3黒鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋141：08．8クビ 62．4�
35 カシノエイシ 牡3鹿 54 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 550＋111：09．01	 216．9
817 ハコダテローズ 牝4鹿 55 中谷 雄太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 426± 0 〃 ハナ 97．8�
12 � キングカーティス 牡4鹿 57 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 458－ 4 〃 アタマ 17．4�
818 ミリオンフレッシュ 牡6黒鹿57 北村 友一田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 490＋ 4 〃 クビ 73．5�
59 ノミネーション 牡4黒鹿57 岩田 康誠石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 41：09．1クビ 10．0�
816� スズカグランデ �5栗 57 義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 420± 0 〃 クビ 406．6�
611 アグネスリュシアン 牝4鹿 55 岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 468－ 4 〃 ハナ 328．5�
36 � ローカルロマン 牝3鹿 52 �島 克也 �グリーンファーム東 眞市 様似 スイートフアーム B424－ 71：09．52
 269．8�

（佐賀） （佐賀）

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，597，200円 複勝： 49，323，000円 枠連： 22，160，100円
馬連： 87，165，600円 馬単： 39，810，400円 ワイド： 46，457，800円
3連複： 120，430，100円 3連単： 159，156，200円 計： 558，100，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 390円 � 140円 � 170円 枠 連（1－7） 510円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，560円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 38，820円

票 数

単勝票数 計 335972 的中 � 15907（6番人気）
複勝票数 計 493230 的中 � 23195（6番人気）� 121006（1番人気）� 76586（2番人気）
枠連票数 計 221601 的中 （1－7） 33507（1番人気）
馬連票数 計 871656 的中 �� 28708（8番人気）
馬単票数 計 398104 的中 �� 4778（21番人気）
ワイド票数 計 464578 的中 �� 12707（7番人気）�� 7077（18番人気）�� 37817（1番人気）
3連複票数 計1204301 的中 ��� 20478（7番人気）
3連単票数 計1591562 的中 ��� 2972（102番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．2―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―33．1―44．6―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウィズアミッション �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．10．27 京都2着

2011．3．23生 牝5鹿 母 Kushnarenkovo 母母 Eva Luna 18戦2勝 賞金 33，548，000円
〔制裁〕 エイシンピカソ号の騎手藤岡康太は，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30，000円。（被害馬：2番・17

番・18番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

22010 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第10競走 ��
��1，800�

し ら ぬ い

不 知 火 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．8．1以降28．7．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

33 クラウディオス �6栗 53 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 476－161：47．9 91．2�
11 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 472± 0 〃 クビ 16．9�
67 キリシマホーマ 牡5鹿 57 小牧 太土屋 君春氏 橋口 慎介 宮崎 土屋牧場 516－ 21：48．0� 6．6�
66 ブレイヴリー 牡5鹿 56 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B480－ 8 〃 ハナ 4．7�
44 テーオービックバン 牡5栗 55 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498＋12 〃 アタマ 2．5�
78 ビキニスタイル 牝5黒鹿52 藤岡 康太石川 達絵氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：48．1クビ 19．4	
79 	 スズカビスタ 牡5鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 464－12 〃 クビ 46．0

811 カ ゼ ル タ 牝4栗 54 
島 克駿吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：48．31� 5．9�
22 フェイトカラー 牝5黒鹿51 荻野 極吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：48．4� 16．2�
55 エイヴィアンボス 牡6鹿 53 北村 友一桑畑 信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 536＋ 21：48．72 76．6�
810 サンセットスカイ 牡6栗 55 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 4 （競走中止） 9．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，795，000円 複勝： 43，859，500円 枠連： 20，299，900円
馬連： 83，917，500円 馬単： 42，295，500円 ワイド： 42，125，300円
3連複： 108，045，100円 3連単： 188，456，800円 計： 560，794，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，120円 複 勝 � 2，370円 � 420円 � 260円 枠 連（1－3） 27，260円

馬 連 �� 54，510円 馬 単 �� 149，630円

ワ イ ド �� 10，610円 �� 6，610円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 128，820円 3 連 単 ��� 1，366，310円

票 数

単勝票数 計 317950 的中 � 2786（11番人気）
複勝票数 計 438595 的中 � 4140（11番人気）� 27624（6番人気）� 50385（4番人気）
枠連票数 計 202999 的中 （1－3） 577（27番人気）
馬連票数 計 839175 的中 �� 1193（50番人気）
馬単票数 計 422955 的中 �� 212（101番人気）
ワイド票数 計 421253 的中 �� 1012（50番人気）�� 1631（40番人気）�� 5999（21番人気）
3連複票数 計1080451 的中 ��� 629（131番人気）
3連単票数 計1884568 的中 ��� 100（850番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．4―48．1―59．9―1：11．8―1：23．6―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラウディオス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2012．9．29 阪神3着

2010．3．6生 �6栗 母 オーバーザウォール 母母 アンデスレディー 24戦3勝 賞金 40，236，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 サンセットスカイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 キリシマホーマ号の騎手小牧太は，1コーナーで蛇行したことについて戒告。（被害馬：8番・6番）



22011 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第11競走 ��
��1，700�K B C 杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，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

KBC九州朝日放送賞（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 サンライズホーム 牡5青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B494± 01：44．5 8．9�
816 イ ク ラ ト ロ 牡5鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 428－ 81：44．71� 105．0�
612 テイエムジンソク 牡4芦 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 490＋ 4 〃 クビ 4．4�
714 メイショウスミトモ 牡5鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474－ 41：44．8	 22．7�
59 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 川田 将雅松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 526－ 8 〃 アタマ 5．0�
35 グレナディアーズ 牡5鹿 57 北村 友一 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B496－ 21：44．9
 18．1

12 トウケイウイン 牡6黒鹿57 秋山真一郎木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 452＋ 41：45．0クビ 50．1�
815 サージェントバッジ 牡4黒鹿57 浜中 俊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：45．1
 6．5�
713 ダテノハクトラ 牡5芦 57 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 492＋ 41：45．2	 192．3
36 クラウンシャイン 牡4栗 57 D．ホワイト �クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 488＋101：45．3
 6．6�

（香港）

510� ミキノハルモニー 牡5栃栗57 D．バルジュー 谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 450－101：45．72
 31．7�
（伊）

24 トウショウギフト 牡7鹿 57 藤岡 佑介トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534＋ 21：46．01
 148．0�
11 パワーポケット 牡4黒鹿57 武 豊柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 536－ 21：46．1	 5．3�
611 トップボンバー 牡5鹿 57 藤岡 康太	コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446－ 61：46．2クビ 24．8�
47 ロードフォワード 牡5青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：46．41� 130．8�
23 セトノプロミス 牡6鹿 57 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 498－ 21：46．82
 233．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，163，700円 複勝： 107，504，100円 枠連： 46，440，300円
馬連： 248，987，900円 馬単： 95，976，000円 ワイド： 108，572，000円
3連複： 366，292，100円 3連単： 511，832，600円 計： 1，553，768，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 310円 � 1，930円 � 200円 枠 連（4－8） 3，290円

馬 連 �� 66，280円 馬 単 �� 94，710円

ワ イ ド �� 13，940円 �� 580円 �� 8，110円

3 連 複 ��� 48，240円 3 連 単 ��� 444，930円

票 数

単勝票数 計 681637 的中 � 60597（6番人気）
複勝票数 計1075041 的中 � 90383（6番人気）� 11470（13番人気）� 174534（1番人気）
枠連票数 計 464403 的中 （4－8） 10927（16番人気）
馬連票数 計2489879 的中 �� 2911（81番人気）
馬単票数 計 959760 的中 �� 760（138番人気）
ワイド票数 計1085720 的中 �� 1915（80番人気）�� 52647（3番人気）�� 3303（55番人気）
3連複票数 計3662921 的中 ��� 5694（123番人気）
3連単票数 計5118326 的中 ��� 834（936番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．2―43．0―55．2―1：07．2―1：19．2―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホーム �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．2生 牡5青鹿 母 エピーメロン 母母 ピースフルワールド 20戦4勝 賞金 70，155，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔その他〕 サンライズホーム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンライズホーム号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月30日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 グッドマイスター号・スリータイタン号・タガノビリーヴィン号・モズライジン号・ランドマーキュリー号
※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。

22012 7月30日 晴 良 （28小倉2）第1日 第12競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時15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

69 ウォーターメアヌイ 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 418＋ 2 58．8 147．7�

58 アイファーサラオー 牡4鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 494± 0 〃 クビ 27．9�
712 メイショウボノム 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 468－ 2 58．9クビ 12．6�
814 マルカメテオ 牡4栗 57 D．ホワイト 日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 クビ 9．1�

（香港）

57 グランパルファン 牝3鹿 52 武 豊 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 456＋ 2 59．0� 3．2�
813 コウエイラブリー 牝4鹿 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 512＋22 59．1	 5．1	
33 
 サンライズシーズン 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 460－ 6 59．2	 28．6

46 
 メガミチャン 牝4鹿 55

53 △義 英真�イージス 小崎 憲 千歳 社台ファーム B478＋ 4 59．3	 169．9�
610 メイショウバンダイ 牡3栗 54 松田 大作松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 454－ 2 59．72	 74．9�
711 ス ワ ニ ル ダ 牝3芦 52

51 ☆�島 克駿服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 436－ 4 〃 ハナ 34．2
34 ショウナンカイドウ 牡3栗 54 D．バルジュー 国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 524＋ 4 〃 ハナ 8．5�

（伊）

45 タキオンレディー 牝4栗 55 和田 竜二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 468＋ 61：00．01� 5．8�
22 ロ ッ ト リ ー 牝4鹿 55 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424－101：00．1� 40．5�
11 エピックウィン 牡4黒鹿57 小牧 太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 466－ 6 〃 ハナ 8．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，295，900円 複勝： 61，374，500円 枠連： 26，370，300円
馬連： 114，632，600円 馬単： 47，632，100円 ワイド： 57，389，900円
3連複： 149，642，200円 3連単： 215，351，500円 計： 721，689，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，770円 複 勝 � 2，050円 � 690円 � 380円 枠 連（5－6） 5，940円

馬 連 �� 77，380円 馬 単 �� 180，420円

ワ イ ド �� 13，230円 �� 10，960円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 242，400円 3 連 単 ��� 1，881，080円

票 数

単勝票数 計 492959 的中 � 2669（13番人気）
複勝票数 計 613745 的中 � 7233（13番人気）� 23331（8番人気）� 46969（7番人気）
枠連票数 計 263703 的中 （5－6） 3438（20番人気）
馬連票数 計1146326 的中 �� 1148（82番人気）
馬単票数 計 476321 的中 �� 198（170番人気）
ワイド票数 計 573899 的中 �� 1113（77番人気）�� 1345（71番人気）�� 4694（40番人気）
3連複票数 計1496422 的中 ��� 463（286番人気）
3連単票数 計2153515 的中 ��� 83（1796番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．5―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターメアヌイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．5 阪神7着

2012．4．1生 牝4鹿 母 ウェルカムフラワー 母母 ブラッシュウィズテキーラ 17戦2勝 賞金 14，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ウォーターメアヌイ号の騎手岩崎翼は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノシャンボール号・テイエムシャンパン号・ノースメイジャイ号
※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。



（28小倉2）第1日 7月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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 手 当

231，770，000円
2，530，000円
9，000，000円
2，070，000円
25，190，000円
65，267，000円
5，862，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
365，764，400円
539，357，600円
205，410，300円
857，075，900円
422，003，300円
450，496，400円
1，211，166，300円
1，807，617，200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 5，858，891，400円

総入場人員 9，921名 （有料入場人員 8，721名）
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