
22109 8月28日 曇 良 （28小倉2）第10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

68 ビーカーリー 牝2黒鹿54 国分 恭介馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 446－ 61：09．9 3．0�
710 グランドガール 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 456＋ 6 〃 ハナ 8．1�
711 アッティーヴォ 牡2栗 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 434－ 21：10．22 6．8�
22 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 454± 01：10．41� 2．7�
45 シゲルシャチ 牡2栗 54 D．バルジュー 森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 石田牧場 478－ 61：10．5� 19．2�

（伊）

33 シゲルブルドッグ 牡2黒鹿54 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 450＋ 41：10．6� 109．6�
44 イイコトバカリ 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 456＋ 61：10．7クビ 14．1	
56 カシノレビン 牡2黒鹿 54

52 △義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 410－ 6 〃 ハナ 143．4

11 ナムラバウアー 牡2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 424－ 41：11．33� 163．2�
57 ア プ リ リ ス 牝2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 432＋ 6 〃 ハナ 24．4
69 アイファーチャンス 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 元茂 義一 432＋ 21：11．83 63．4�
812 バ ト ル ク ウ 牝2青鹿54 北村 友一宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋ 41：12．22� 48．1�
813 カシノタイム �2栗 54 大下 智柏木 務氏 谷 潔 浦河 近藤牧場 B422＋ 41：13．810 254．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，900，800円 複勝： 25，207，000円 枠連： 9，415，400円
馬連： 35，868，200円 馬単： 22，490，700円 ワイド： 22，360，700円
3連複： 58，747，200円 3連単： 87，360，300円 計： 277，350，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 190円 � 180円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 360円 �� 500円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 159008 的中 � 43445（2番人気）
複勝票数 計 252070 的中 � 70373（1番人気）� 28389（4番人気）� 31372（3番人気）
枠連票数 計 94154 的中 （6－7） 15608（2番人気）
馬連票数 計 358682 的中 �� 36680（2番人気）
馬単票数 計 224907 的中 �� 17003（2番人気）
ワイド票数 計 223607 的中 �� 16699（3番人気）�� 11353（5番人気）�� 9785（7番人気）
3連複票数 計 587472 的中 ��� 22999（6番人気）
3連単票数 計 873603 的中 ��� 8218（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．3―11．5―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．5―45．0―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．4
3 ・（2，10）－11，5（4，8）（1，6）（3，7，12）＝9－13 4 ・（2，10）－11，5（4，8）（1，6）3（7，12）－9＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビーカーリー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．23 中京8着

2014．5．24生 牝2黒鹿 母 メデタイメデタイ 母母 タイトルロウル 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月28日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22110 8月28日 雨 良 （28小倉2）第10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）
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

816 ロイヤルネイビー 牡3黒鹿 56
54 △義 英真谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468－ 11：48．5 34．8�

48 メイショウオルソ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 500－ 2 〃 クビ 19．7�
47 ロードグレイス 牡3鹿 56 浜中 俊 �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± 01：48．6� 8．1�
35 � ストーミーストーム 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 愛 Rodger

O’Dwyer 484＋141：48．7� 8．5�
36 オースミマルス 牡3鹿 56 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 468＋101：48．91� 5．0	
23 インヴィジブル 牡3黒鹿56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B468＋ 41：49．0クビ 27．5

612 ドルチェリア 	3鹿 56 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 516＋ 6 〃 ハナ 2．3�
714 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B500＋ 81：49．21
 9．4�
611� アドヴァントアロー 牡3栗 56 国分 優作�ラ・メール 松下 武士 英 Granham Farm

Partnership B458＋ 21：49．62� 282．6
510 オースミフォース 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 482＋ 6 〃 ハナ 106．3�
24 シゲルオニカマス 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 542＋101：50．23� 13．0�
713 キングエイティ 牡3鹿 56 小牧 太前田 篤久氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田 宗将 474＋ 21：50．51� 33．8�
59 � ジ ラ ン ド ラ 牡3栗 56 D．バルジュー 前田 葉子氏 岡田 稲男 米 North Hills

Co. Limited 538－ 61：51．56 32．6�
（伊）

815 スズカウエーブ 牡3栗 56
53 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 462＋ 41：51．81� 132．6�

12 � リュッケンヴィント 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 宮 徹 愛 Oghill House Stud

& Jimmy Hyland B444－ 21：53．18 196．8�
11 ハギノティムシェル 牡3鹿 56 川須 栄彦安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 528 ―1：55．8大差 161．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，191，000円 複勝： 31，988，800円 枠連： 11，026，000円
馬連： 40，762，200円 馬単： 21，806，000円 ワイド： 27，857，400円
3連複： 63，237，700円 3連単： 77，281，700円 計： 296，150，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 690円 � 560円 � 250円 枠 連（4－8） 6，720円

馬 連 �� 22，100円 馬 単 �� 40，680円

ワ イ ド �� 5，650円 �� 3，780円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 67，270円 3 連 単 ��� 463，050円

票 数

単勝票数 計 221910 的中 � 5101（11番人気）
複勝票数 計 319888 的中 � 11127（8番人気）� 13975（7番人気）� 39492（3番人気）
枠連票数 計 110260 的中 （4－8） 1270（18番人気）
馬連票数 計 407622 的中 �� 1429（48番人気）
馬単票数 計 218060 的中 �� 402（97番人気）
ワイド票数 計 278574 的中 �� 1259（47番人気）�� 1895（39番人気）�� 3384（22番人気）
3連複票数 計 632377 的中 ��� 705（150番人気）
3連単票数 計 772817 的中 ��� 121（895番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．6―13．8―13．1―12．4―12．4―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．8―44．6―57．7―1：10．1―1：22．5―1：35．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロイヤルネイビー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．3．19 阪神10着

2013．4．6生 牡3黒鹿 母 ロイヤルネックレス 母母 シルバーネックレス 3戦1勝 賞金 4，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 リュッケンヴィント号の騎手三津谷隼人は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノティムシェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リベランジェロ号
（非抽選馬） 2頭 クワッドアーチ号・マスカーニ号
※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。

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10日



22111 8月28日 雨 稍重 （28小倉2）第10日 第3競走 ��
��1，200�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 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

510 スパイチャクラ 牝3黒鹿54 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 472＋ 41：09．3 1．9�
715� キープセイク 牝3鹿 54

52 △義 英真 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 愛 K. I. Farm
Corporation 504＋ 41：09．61� 22．9�

23 アリエルバローズ 牡3鹿 56 D．バルジュー 猪熊 広次氏 藤岡 健一 新冠 川島牧場 440－ 2 〃 クビ 18．7�
（伊）

611 オリエンタルポリス 牡3芦 56 秋山真一郎下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 478± 0 〃 ハナ 23．4�
35 ラ ン ス タ ン 牝3鹿 54 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 454＋14 〃 ハナ 7．1�
12 クレストシチー 牡3鹿 56 幸 英明 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 490＋ 81：09．7クビ 6．2	
47 � エイシンイクサボシ 牡3鹿 56 武 幸四郎�栄進堂 小崎 憲 愛 K. K. Ei-

shindo 422－ 21：09．8� 27．3

11 ユーキホープ 牡3鹿 56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 498＋121：10．01	 25．6�
817 ガ ロ ン ヌ 牡3鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 490－ 8 〃 クビ 16．4�
818 ツースターク 牝3鹿 54 松山 弘平宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 430＋ 21：10．32 9．3
612 ホーリーアーマー 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極天堀 忠博氏 橋田 満 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 458－ 41：10．51 198．5�

24 � キラリジェームス 牡3鹿 54 岡田 祥嗣吉田 和美氏 池添 学 豪 Alpara Lodge 544＋141：10．71	 219．9�
816 モズラコルタ 牝3栗 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 ハナ 145．6�
48 ソフィアエレガンテ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼名古屋競馬� 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 414－121：10．91	 285．6�
36 サウンドガリア 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 信成牧場 416＋ 31：11．0
 122．5�
713 クインズキンバリー 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新ひだか グランド牧場 480－10 〃 ハナ 349．2�
59 サトノサンシャイン 牝3青鹿54 北村 友一里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B418± 0 〃 アタマ 92．2�
714 フィーリングウェル 牝3栗 54 太宰 啓介�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 61：11．1� 155．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，068，200円 複勝： 36，009，700円 枠連： 13，940，200円
馬連： 46，519，700円 馬単： 25，761，900円 ワイド： 29，997，000円
3連複： 68，792，400円 3連単： 86，831，800円 計： 335，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 540円 � 350円 枠 連（5－7） 2，130円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 640円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 48，870円

票 数

単勝票数 計 280682 的中 � 116646（1番人気）
複勝票数 計 360097 的中 � 110374（1番人気）� 12354（10番人気）� 20660（6番人気）
枠連票数 計 139402 的中 （5－7） 5049（8番人気）
馬連票数 計 465197 的中 �� 14224（8番人気）
馬単票数 計 257619 的中 �� 3991（15番人気）
ワイド票数 計 299970 的中 �� 7652（11番人気）�� 12671（5番人気）�� 2123（35番人気）
3連複票数 計 687924 的中 ��� 4152（39番人気）
3連単票数 計 868318 的中 ��� 1288（140番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．8―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スパイチャクラ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Green Desert デビュー 2015．12．5 阪神6着

2013．4．14生 牝3黒鹿 母 グリーンアイズⅡ 母母 Karlafsha 7戦1勝 賞金 10，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 エイシンミント号・ゴールドマリーン号・ダイシンザーゲ号・テイエムスタンリー号・テイエムダグラス号・

ブラボーウォーム号・ボンテアトル号・マクスウェル号・メイショウウララカ号
※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。

22112 8月28日 雨 稍重 （28小倉2）第10日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20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� 基準タイム3：09．4良

33 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 480＋ 63：11．6 2．0�
22 メイショウメイザン 牡4鹿 60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 498＋ 2 〃 クビ 3．6�
77 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 452＋ 43：11．7� 7．5�
11 � ブライアンキング 牡4鹿 60 中村 将之林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 482＋ 23：13．08 45．4�
66 アズマタックン 牡3青鹿58 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 476－ 23：13．21� 28．4�
55 テイエムオドロキ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 83：15．1大差 6．7�
44 トーセンテレマーク 牡4青鹿60 小野寺祐太島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋ 83：17．3大差 6．7

（7頭）

売 得 金
単勝： 14，755，800円 複勝： 11，560，800円 枠連： 発売なし
馬連： 24，855，900円 馬単： 17，587，000円 ワイド： 12，219，900円
3連複： 31，961，600円 3連単： 88，341，800円 計： 201，282，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 160円 �� 220円 �� 330円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，210円

票 数

単勝票数 計 147558 的中 � 58140（1番人気）
複勝票数 計 115608 的中 � 30908（2番人気）� 36703（1番人気）
馬連票数 計 248559 的中 �� 77824（1番人気）
馬単票数 計 175870 的中 �� 28206（1番人気）
ワイド票数 計 122199 的中 �� 22827（1番人気）�� 13685（3番人気）�� 7837（6番人気）
3連複票数 計 319616 的中 ��� 51155（2番人気）
3連単票数 計 883418 的中 ��� 52639（1番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 55．0－3F 41．6

コーナー
通過順位

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

�
�
1＝3－2－5＝7－6＝4
1－3＝2，7－6，5＝4

勝馬の
紹 介

ツイセキシャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．4 中京7着

2013．3．8生 牡3鹿 母 ガンバリッコ 母母 メ ロ ン パ ン 障害：4戦1勝 賞金 13，200，000円



22113 8月28日 雨 稍重 （28小倉2）第10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

810 ヴァナヘイム 牡2黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472 ―1：53．8 1．3�
55 ディランフィールド 牡2鹿 54 D．バルジュー 大野 照旺氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 468 ―1：53．9� 6．4�

（伊）

33 アスタークライ 牡2栗 54 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下
ファーム 438 ―1：54．11� 9．8�

44 カ ン ナ 牝2栗 54 幸 英明石川 達絵氏 清水 久詞 日高 永村 侑 478 ―1：54．63 20．9�
66 メインスピーチ 牡2栗 54 和田 竜二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 474 ―1：54．91� 38．7�
78 シビックファミユ 牡2黒鹿54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 上井農場 486 ―1：55．0� 41．6	
22 クリノピョートル 牡2栗 54

51 ▲荻野 極栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 480 ―1：55．1クビ 86．5

79 レイナプティ 牝2芦 54 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444 ―1：55．52� 36．9�
811 ヌ ン ク ウ ボ 牡2鹿 54 古川 吉洋ヌンクラブ� 山内 研二 日高 日高大洋牧場 524 ―1：55．71	 108．5
11 ライラックパープル 牝2黒鹿54 小牧 太山口 敦広氏 清水 久詞 日高 奥山 博 452 ―1：56．33� 20．1�
67 カレドヴルフ 牡2鹿 54 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 476 ―1：56．4� 35．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，936，100円 複勝： 92，116，900円 枠連： 8，805，800円
馬連： 38，748，700円 馬単： 36，638，500円 ワイド： 25，872，900円
3連複： 53，950，400円 3連単： 130，627，200円 計： 420，696，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 410円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，200円

票 数

単勝票数 計 339361 的中 � 201794（1番人気）
複勝票数 計 921169 的中 � 743270（1番人気）� 55814（2番人気）� 33002（3番人気）
枠連票数 計 88058 的中 （5－8） 19616（1番人気）
馬連票数 計 387487 的中 �� 92453（1番人気）
馬単票数 計 366385 的中 �� 68734（1番人気）
ワイド票数 計 258729 的中 �� 45434（1番人気）�� 33481（2番人気）�� 12641（5番人気）
3連複票数 計 539504 的中 ��� 76073（1番人気）
3連単票数 計1306272 的中 ��� 78860（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．6―13．3―13．6―12．6―12．1―12．4―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―38．8―52．4―1：05．0―1：17．1―1：29．5―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァナヘイム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2014．1．25生 牡2黒鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

22114 8月28日 雨 稍重 （28小倉2）第10日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

713 トライブキング 牡3鹿 56 D．バルジュー 前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 442＋ 62：03．4 1．8�
（伊）

47 プレシャスタイム 牡3鹿 56
54 △義 英真小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 418± 02：04．03� 84．9�

714 トーコージュエリー 牝3芦 54
51 ▲荻野 極森田 藤治氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 428± 02：04．31� 13．0�

817 タガノスケルド 牝3栗 54 国分 恭介八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 430－ 6 〃 クビ 31．1�

510 コウザンアプローチ 牡3鹿 56 和田 竜二山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 508＋ 62：04．51� 16．7�
611 メーテルリンク 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 伊達 宮井 孝典 484＋ 42：04．6クビ 6．1�
48 ロングマジック 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼中井 敏雄氏 長浜 博之 新ひだか 木村 秀則 472－ 62：04．92 15．3	
24 ロマンチックドラマ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 464＋ 42：05．0クビ 179．5

35 コンスタンシー 牝3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 414＋ 42：05．1� 123．3�

36 レイホーロマンス 牝3鹿 54 武 幸四郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424＋202：05．2� 23．5�
11 ガラスダマノピアス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 464－ 6 〃 クビ 31．8
12 モ ン ト 牡3鹿 56 幸 英明平山 靖氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 496－ 22：05．3クビ 8．1�
715 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 416－182：05．72� 233．7�
59 ゼットシャンティ 牡3黒鹿56 北村 友一�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 518＋142：05．8� 86．5�
818 セブンスセンス 牝3鹿 54 中谷 雄太�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 454－ 22：05．9� 92．1�
816 オヤマホクト 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 440－ 82：06．96 244．2�
612 ロングブリオ 牝3鹿 54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 454－ 42：07．0� 69．8�
23 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 524＋ 62：07．95 26．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，441，800円 複勝： 47，581，000円 枠連： 14，250，600円
馬連： 45，538，800円 馬単： 28，686，000円 ワイド： 28，964，500円
3連複： 63，221，400円 3連単： 89，901，100円 計： 340，585，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，110円 � 240円 枠 連（4－7） 660円

馬 連 �� 7，910円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 440円 �� 9，250円

3 連 複 ��� 17，210円 3 連 単 ��� 88，670円

票 数

単勝票数 計 224418 的中 � 98674（1番人気）
複勝票数 計 475810 的中 � 265294（1番人気）� 4560（12番人気）� 28881（4番人気）
枠連票数 計 142506 的中 （4－7） 16546（3番人気）
馬連票数 計 455388 的中 �� 4459（21番人気）
馬単票数 計 286860 的中 �� 2045（29番人気）
ワイド票数 計 289645 的中 �� 3280（21番人気）�� 18525（3番人気）�� 752（61番人気）
3連複票数 計 632214 的中 ��� 2755（47番人気）
3連単票数 計 899011 的中 ��� 735（232番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．7―13．1―12．6―12．1―12．4―12．3―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．3―49．4―1：02．0―1：14．1―1：26．5―1：38．8―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トライブキング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．10．25 京都4着

2013．3．24生 牡3鹿 母 ブロームフォンテン 母母 Carotene 11戦1勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 コンスタンシー号の騎手森裕太朗は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 イリデッセンス号・オールフォーユー号・クーパーズヒル号・ケンブリッジヌーサ号・メイショウゴッデス号・

ロワール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22115 8月28日 雨 稍重 （28小倉2）第10日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

815 ナオミベガス 牝3黒鹿52 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 462＋101：45．8 1．5�
47 アスタキサンチン 牝4栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B454＋ 2 〃 クビ 22．7�
35 ダンツチェック 牝3鹿 52 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 508＋ 21：46．75 23．5�
713 フラワーファースト 牝3鹿 52 幸 英明�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 478＋141：47．01� 28．4�
11 ディアスプマンテ 牝3栗 52 秋山真一郎 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 464＋321：47．1� 11．2�
510 メイショウケンプウ 牝3黒鹿 52

49 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 448＋ 41：47．2� 59．5	
816� サンレイフレンチ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426＋ 6 〃 アタマ 113．2

612 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 502＋ 61：47．3� 4．8�
23 ハニーブーケ 牝3鹿 52 北村 友一�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 446＋ 81：47．51	 88．5
59 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 B474＋ 41：47．6� 19．7�
24 メイショウサルーテ 牝5鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 520＋ 61：48．02� 22．7�
36 トーホウレゼルヴ 牝4黒鹿55 
島 良太東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 468＋441：48．1� 59．9�
611 イケジュンクイーン 牝3黒鹿52 国分 優作鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 436± 01：48．2クビ 168．2�
48 セ ン グ ウ 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 468± 01：48．62� 24．6�
12 シゲルハナガサ 牝4栗 55 古川 吉洋森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 436－ 41：51．4大差 354．0�

（15頭）
714 ア ブ ニ ー ル 牝5鹿 55 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，803，500円 複勝： 71，099，900円 枠連： 14，067，700円
馬連： 52，770，500円 馬単： 34，348，800円 ワイド： 32，592，000円
3連複： 74，360，500円 3連単： 121，455，500円 計： 426，498，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 310円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 680円 �� 540円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 15，930円

票 数

単勝票数 差引計 258035（返還計 1917） 的中 � 130900（1番人気）
複勝票数 差引計 710999（返還計 3525） 的中 � 501709（1番人気）� 14456（6番人気）� 19558（5番人気）
枠連票数 差引計 140677（返還計 198） 的中 （4－8） 12952（3番人気）
馬連票数 差引計 527705（返還計 9899） 的中 �� 18665（8番人気）
馬単票数 差引計 343488（返還計 6314） 的中 �� 10002（8番人気）
ワイド票数 差引計 325920（返還計 8196） 的中 �� 12497（5番人気）�� 16239（4番人気）�� 1842（38番人気）
3連複票数 差引計 743605（返還計 28645） 的中 ��� 9276（21番人気）
3連単票数 差引計1214555（返還計 43435） 的中 ��� 5526（49番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．6―55．2―1：07．7―1：20．1―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナオミベガス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．10．24 京都3着

2013．2．9生 牝3黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 4戦2勝 賞金 17，300，000円
〔競走除外〕 アブニール号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルハナガサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月28日まで平地

競走に出走できない。

22116 8月28日 雨 稍重 （28小倉2）第10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

33 ダイシンバルカン 牡4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 504＋12 58．1 2．6�

712� ブレーヴブラッド 牡4鹿 57 和田 竜二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 464＋ 7 58．31	 31．0�
57 � シゲルノマオイ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 486＋ 2 59．04 16．6�
58 タマモスズラン 牝3鹿 52 国分 恭介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 442－ 4 〃 ハナ 4．1�
610� サンライズシーズン 牡4栗 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 468＋ 8 〃 ハナ 10．2�
45 ジュエルメッセージ 牝3鹿 52 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 454± 0 〃 クビ 15．6	
22 � バーサーカー 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B504＋ 6 〃 ハナ 20．5

814 ビップフウマ 牡3鹿 54

51 ▲荻野 極鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 512－12 59．21
 23．7�
69 プリティクイーン 牝3栗 52

49 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 428－ 2 59．62	 5．4�
711 タガノファサネイト 牡3鹿 54 D．バルジュー 八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 4 〃 クビ 30．8
（伊）

34 マルイチウラノス 牡4栗 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 494＋ 4 59．7	 187．3�
46 アーネストミノル 牡5鹿 57 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 61：00．01� 28．1�
11 � メイショウフライキ 牝4栗 55

53 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 444＋ 8 〃 ハナ 35．8�
813 スズカブリザード 牡10鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 500＋ 61：00．31� 202．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，656，600円 複勝： 32，160，800円 枠連： 16，014，700円
馬連： 60，596，900円 馬単： 31，265，900円 ワイド： 34，541，200円
3連複： 83，293，200円 3連単： 115，806，300円 計： 401，335，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 570円 � 370円 枠 連（3－7） 1，850円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 740円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 9，220円 3 連 単 ��� 36，180円

票 数

単勝票数 計 276566 的中 � 83053（1番人気）
複勝票数 計 321608 的中 � 77243（1番人気）� 11572（10番人気）� 19563（5番人気）
枠連票数 計 160147 的中 （3－7） 6702（6番人気）
馬連票数 計 605969 的中 �� 14035（11番人気）
馬単票数 計 312659 的中 �� 4637（15番人気）
ワイド票数 計 345412 的中 �� 7953（10番人気）�� 12453（6番人気）�� 2229（43番人気）
3連複票数 計 832932 的中 ��� 6773（33番人気）
3連単票数 計1158063 的中 ��� 2320（109番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．9―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンバルカン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．10．26 福島6着

2012．2．20生 牡4鹿 母 ダイシンモード 母母 ダイシンシルビア 14戦2勝 賞金 24，000，000円
※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 テイエムリヴィエラ号・ヒロノフェロー号
※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。



22117 8月28日 雨 稍重 （28小倉2）第10日 第9競走 ��
��2，000�

と す

鳥 栖 特 別
発走14時15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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

33 ワンスインアライフ 牡3鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 458＋ 22：02．4 7．2�
22 ジュールポレール 牝3鹿 52 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 02：02．61� 2．3�
89 スターリーウインド 牝4黒鹿55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 472＋ 22：02．7	 7．1�
11 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡4黒鹿57 D．バルジュー �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 410－ 42：03．65 18．2�

（伊）

78 オカホンコー 牡5鹿 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 480－ 42：03．91	 69．7�
810 エイシンキスミー 牝3鹿 52 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 486＋ 22：04．0� 4．1	
66 クリノヴェルサイユ 牝3鹿 52 義 英真栗本 博晴氏 荒川 義之 様似 様似渡辺牧場 436＋102：04．95 159．0

55 ホットファイヤー 牡3鹿 54 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 462＋ 82：05．43 5．7�
44 メリーモナーク 
4鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466± 02：05．5クビ 21．1
77 ケンブリッジヌーサ 牡3栗 54 藤懸 貴志中西 宏彰氏 小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー B500＋122：15．2大差 190．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，466，500円 複勝： 40，482，500円 枠連： 17，115，900円
馬連： 70，022，400円 馬単： 41，947，300円 ワイド： 36，558，100円
3連複： 91，877，100円 3連単： 183，953，700円 計： 519，423，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 120円 � 180円 枠 連（2－3） 840円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 320円 �� 610円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 374665 的中 � 41135（5番人気）
複勝票数 計 404825 的中 � 52837（4番人気）� 114354（1番人気）� 48387（5番人気）
枠連票数 計 171159 的中 （2－3） 15677（2番人気）
馬連票数 計 700224 的中 �� 69123（4番人気）
馬単票数 計 419473 的中 �� 13479（10番人気）
ワイド票数 計 365581 的中 �� 29954（4番人気）�� 14061（8番人気）�� 30685（2番人気）
3連複票数 計 918771 的中 ��� 53917（5番人気）
3連単票数 計1839537 的中 ��� 14107（31番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―13．1―12．8―12．4―12．1―12．6―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．2―48．3―1：01．1―1：13．5―1：25．6―1：38．2―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンスインアライフ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．7．18 中京9着

2013．3．17生 牡3鹿 母 エレガントトーク 母母 Sheena’s Gold 16戦2勝 賞金 27，444，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンブリッジヌーサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月28日まで平地

競走に出走できない。
※ケンブリッジヌーサ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

22118 8月28日 雨 重 （28小倉2）第10日 第10競走 ��
��1，200�

べ っ ぷ

別 府 特 別
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

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 � フィドゥーシア 牝4鹿 55 D．バルジュー 前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Co. LTD. 472－ 61：10．0 4．9�

（伊）

818 キングハート 牡3鹿 54 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 476－ 21：10．1	 5．6�
713
 ハイマウンテン 牝6鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 460± 01：10．2クビ 73．1�
817 ナインテイルズ 牡5栗 57 和田 竜二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 480＋ 8 〃 ハナ 18．3�
715 シルヴァーグレイス 牝6鹿 55 浜中 俊吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B474＋ 81：10．3	 3．4�
35 レ ム ミ ラ ス 牝5鹿 55 荻野 極�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 458＋121：10．4クビ 47．7	
36 タイセイララバイ 牝5青鹿55 北村 友一田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 アタマ 81．2

23 デンコウウノ 牡5鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 504＋16 〃 アタマ 52．5�
816 アドマイヤクーガー 牡8栗 57 松山 弘平近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 4 〃 アタマ 46．8�
612 サイモンゼーレ 牡3鹿 54 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 458＋121：10．5クビ 9．0
714 センセーション 牝5鹿 55 小牧 太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B486＋101：10．6� 20．3�
24 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 55 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 長浜牧場 482＋ 2 〃 ハナ 22．2�
510 ノーブルルージュ 牝4黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 464＋ 81：10．81 16．8�
48 エルカミーノレアル 牡5鹿 57 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 B492± 0 〃 ハナ 38．6�
59 キタサンラブコール 牡5鹿 57 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 472＋ 2 〃 クビ 10．7�
611 クラウンカイザー 牡7黒鹿57 義 英真�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 498＋ 81：11．33 132．9�
12 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 55 秋山真一郎上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 488＋ 81：11．4	 21．1�
11 アグネスマチュア 牡7鹿 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 488－181：12．14 221．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，393，600円 複勝： 60，364，100円 枠連： 31，572，800円
馬連： 115，828，200円 馬単： 48，903，200円 ワイド： 61，789，900円
3連複： 163，875，200円 3連単： 217，196，400円 計： 740，923，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 200円 � 1，120円 枠 連（4－8） 1，260円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 800円 �� 6，420円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 37，470円 3 連 単 ��� 158，410円

票 数

単勝票数 計 413936 的中 � 66234（2番人気）
複勝票数 計 603641 的中 � 84307（3番人気）� 87446（2番人気）� 10783（14番人気）
枠連票数 計 315728 的中 （4－8） 19305（4番人気）
馬連票数 計1158282 的中 �� 49221（4番人気）
馬単票数 計 489032 的中 �� 10542（7番人気）
ワイド票数 計 617899 的中 �� 21089（4番人気）�� 2406（64番人気）�� 3071（52番人気）
3連複票数 計1638752 的中 ��� 3280（119番人気）
3連単票数 計2171964 的中 ��� 994（490番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．6―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．1
3 7（12，17）2（8，11，18）（3，14）5（1，10，15）（6，16）13－4，9 4 ・（7，12，17）（8，11，18）2（3，5，14，15）10（6，13，16）1（4，9）

勝馬の
紹 介

�フィドゥーシア �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．9．14 阪神2着

2012．2．17生 牝4鹿 母 Believe 母母 Great Christine 15戦4勝 賞金 59，443，000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 ヴィクタープライム号
※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。



22119 8月28日 雨 重 （28小倉2）第10日 第11競走 ��
��1，800�小倉日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 テイエムイナズマ 牡6黒鹿57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 516＋181：50．0 9．6�

89 ウインフルブルーム 牡5栗 57 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 526＋ 8 〃 クビ 1．6�
33 サンライズタイセイ 牡6鹿 56 D．バルジュー 松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：50．21� 25．5�

（伊）

55 メイショウヤタロウ 牡8鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 496＋ 41：50．3クビ 21．9�
66 ケイティープライド 牡6鹿 57 浜中 俊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 5．2�
88 ウインリバティ 牝5黒鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 41：50．51� 26．1	
77 プランスペスカ 牡6鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476＋ 4 〃 クビ 11．9

11 ア カ ネ イ ロ 牝5栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：50．71� 7．0�
44 ドリームヒーロー 牡9青鹿56 小牧 太田島 政光氏 	島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464－ 41：52．19 85．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 59，318，200円 複勝： 97，631，100円 枠連： 28，582，700円
馬連： 166，894，300円 馬単： 100，081，700円 ワイド： 67，249，200円
3連複： 206，225，100円 3連単： 565，111，400円 計： 1，291，093，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 210円 � 110円 � 340円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，040円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 27，580円

票 数

単勝票数 計 593182 的中 � 49075（4番人気）
複勝票数 計 976311 的中 � 57389（4番人気）� 598734（1番人気）� 28963（6番人気）
枠連票数 計 285827 的中 （2－8） 33128（3番人気）
馬連票数 計1668943 的中 �� 186612（3番人気）
馬単票数 計1000817 的中 �� 34368（8番人気）
ワイド票数 計 672492 的中 �� 58625（3番人気）�� 7645（23番人気）�� 23171（9番人気）
3連複票数 計2062251 的中 ��� 37035（17番人気）
3連単票数 計5651114 的中 ��� 14850（84番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．6―11．8―11．9―12．0―12．2―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．0―48．8―1：00．7―1：12．7―1：24．9―1：37．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムイナズマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Danzig デビュー 2012．8．5 小倉5着

2010．3．31生 牡6黒鹿 母 ク ラ ス タ ー 母母 Knot 35戦5勝 賞金 144，910，000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。

22120 8月28日 雨 不良 （28小倉2）第10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
1：41．7

不良
不良

56 トウケイワラウカド 牡3鹿 54 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488＋ 61：44．5 3．6�

45 タマモセナター 牡5栗 57 和田 竜二タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 486＋ 21：44．71� 5．1�
44 サンマルドライヴ 牡3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 450＋ 41：44．8� 16．5�
813 ブラックジョー �3青鹿54 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 476＋ 21：45．01 2．8�
11 テイエムテツジン 牡4栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 456＋ 41：45．21� 8．7�
69 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 D．バルジュー 大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 480＋ 41：45．3� 20．6	

（伊）

22 	 ダイゴマサムネ 牡4栗 57
54 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 504± 01：46．15 14．6


812 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 484－ 6 〃 クビ 30．5�
710 クリノプラハ 牡3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 542＋ 41：46．42 33．6�
33 メイショウクノイチ 牝3鹿 52 高倉 稜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 440± 01：47．67 74．9
68 メイショウヨイチ 牡3鹿 54

51 ▲荻野 極松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 
川フアーム 480＋ 61：47．7� 22．7�
57 メイショウゴッデス 牝3鹿 52

49 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松下 武士 新ひだか 三木田 明仁 476－ 41：47．91� 110．4�
711 サウンドスプレッド 牡3鹿 54 川須 栄彦増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 464－ 41：51．7大差 168．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，439，800円 複勝： 49，542，000円 枠連： 29，064，600円
馬連： 124，779，800円 馬単： 60，607，100円 ワイド： 60，509，200円
3連複： 176，376，000円 3連単： 291，664，500円 計： 842，983，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 180円 � 320円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 370円 �� 840円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 15，890円

票 数

単勝票数 計 504398 的中 � 110477（2番人気）
複勝票数 計 495420 的中 � 110834（1番人気）� 70242（3番人気）� 30466（6番人気）
枠連票数 計 290646 的中 （4－5） 31468（3番人気）
馬連票数 計1247798 的中 �� 101652（2番人気）
馬単票数 計 606071 的中 �� 23312（4番人気）
ワイド票数 計 605092 的中 �� 45517（2番人気）�� 17917（9番人気）�� 10821（14番人気）
3連複票数 計1763760 的中 ��� 29721（12番人気）
3連単票数 計2916645 的中 ��� 13303（37番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．2―12．6―12．1―11．9―11．8―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．7―43．3―55．4―1：07．3―1：19．1―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウケイワラウカド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2015．10．17 京都4着

2013．2．22生 牡3鹿 母 アイスダンス 母母 Idrica 9戦2勝 賞金 21，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドスプレッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月28日まで平地

競走に出走できない。
※メイショウゴッデス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

１レース目 ４レース目



（28小倉2）第10日 8月28日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後不良

競走回数 12回 出走頭数 162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

201，400，000円
3，800，000円
7，800，000円
1，270，000円
20，230，000円
62，728，000円
4，619，400円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
379，371，900円
595，744，600円
193，856，400円
823，185，600円
470，124，100円
440，512，000円
1，135，917，800円
2，055，531，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，094，244，100円

総入場人員 10，453名 （有料入場人員 9，075名）
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