
22049 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬，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

35 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± 01：10．4 1．4�
817 ヤエノセンリ 牝2黒鹿54 幸 英明柳田 英子氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 404± 01：11．35 11．6�
59 テイエムチューハイ 牡2黒鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 434± 01：11．72� 135．5�
612 バ イ セ ツ 牝2栗 54 国分 優作新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 438＋ 81：11．8� 73．4�
47 タ リ ホ ー 牡2黒鹿54 �島 良太神田 通博氏 蛯名 利弘 鹿児島 神田 通博 424－101：11．9� 19．2�
510 サ ン キ ン グ 牡2青鹿54 中谷 雄太竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 森本 康文 432－ 21：12．32� 162．5�
815 テイエムタネガシマ 牝2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 408＋ 21：12．51� 57．1	
48 コウユーヌレエフ 牡2黒鹿54 大下 智加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 468－ 6 〃 クビ 178．5

11 テイエムキュウドン 牡2栗 54

53 ☆�島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 428－ 41：12．71 179．1�
12 テヲツナゴウ 牝2鹿 54 酒井 学山本 武司氏 服部 利之 熊本 本田 土寿 426＋ 61：12．8� 4．0�
23 マ サ ル 牡2栗 54

51 ▲荻野 極竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 440± 01：13．01 20．6
24 コウザンアクティヴ 牝2鹿 54 高倉 稜山下 良子氏 目野 哲也 熊本 村山 光弘 436－ 2 〃 クビ 78．5�
36 ミスキンカメ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人坂東島繁藤氏 柴田 光陽 鹿児島 松元 忍 356± 01：13．42� 162．7�
713 オリヴェヴリオ 牝2黒鹿54 北村 友一神田 通博氏 浅野洋一郎 鹿児島 神田 通博 416 ―1：14．46 69．2�
816 ロックウォーター 牡2栗 54 川須 栄彦松田 整二氏 日吉 正和 鹿児島 服部 文明 392－ 4 〃 クビ 228．4�

（15頭）
611 キリシマキャプテン 牡2栗 54 松田 大作土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 430－ 2 （競走除外）

714 テイエムハシッド 牝2黒鹿54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 428＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，802，000円 複勝： 41，828，800円 枠連： 9，838，100円
馬連： 29，234，500円 馬単： 19，586，300円 ワイド： 15，320，100円
3連複： 33，717，200円 3連単： 53，409，600円 計： 219，736，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 240円 � 1，720円 枠 連（3－8） 820円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，860円 �� 9，540円

3 連 複 ��� 16，030円 3 連 単 ��� 39，630円

票 数

単勝票数 差引計 168020（返還計 7901） 的中 � 93483（1番人気）
複勝票数 差引計 418288（返還計 12628） 的中 � 295854（1番人気）� 16695（3番人気）� 1682（10番人気）
枠連票数 差引計 98381（返還計 277） 的中 （3－8） 9231（2番人気）
馬連票数 差引計 292345（返還計 55876） 的中 �� 24665（2番人気）
馬単票数 差引計 195863（返還計 41783） 的中 �� 13548（3番人気）
ワイド票数 差引計 153201（返還計 34709） 的中 �� 12317（2番人気）�� 1291（19番人気）�� 380（41番人気）
3連複票数 差引計 337172（返還計144268） 的中 ��� 1577（36番人気）
3連単票数 差引計 534096（返還計217690） 的中 ��� 977（94番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．9―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムソッキュウ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．30 小倉6着

2014．3．7生 牡2青鹿 母 テイエムハナフブキ 母母 フ ジ ア ザ ミ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 キリシマキャプテン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

テイエムハシッド号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕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〕 オリヴェヴリオ号・ロックウォーター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月

13日まで平地競走に出走できない。

22050 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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
1：47．9
1：45．9

良
良

815 アダムバローズ 牡2黒鹿54 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 492＋ 21：49．2 2．8�
59 ソーグリッタリング 牡2鹿 54 D．ホワイト �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 470－101：49．41� 3．5�

（香港）

47 カフジブレイブ 牡2青鹿54 岩田 康誠加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 470－ 41：49．71� 15．4�
11 エンドゲーム 牡2鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 492－101：50．01� 9．6�
24 サトノマサムネ 牡2鹿 54 D．バルジュー 里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452－ 61：50．42	 24．2�

（伊）

611 アルムチャレンジ 牡2黒鹿54 幸 英明﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466＋ 2 〃 クビ 75．4	

23 ビックリシタナモー 牡2黒鹿54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 492＋ 21：50．71� 79．5

612 マイネルハドソン 牡2青鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 4 〃 アタマ 99．0�

816 スーサンゴー 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444± 0 〃 ハナ 6．6
36 ダイナミックバトル 牡2芦 54 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 
川 啓一 464－ 21：50．8	 130．3�
48 エスピリトゥオーゾ 牡2栗 54

53 ☆
島 克駿名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 446＋ 21：50．9クビ 77．3�
510 サーカムスタンス 牡2栗 54 松山 弘平吉田 勝己氏 池添 学 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 アタマ 14．8�
714 タガノブルゴーニュ 牡2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 奥村 豊 浦河 大北牧場 474－ 21：51．32	 47．3�
12 ショウナンサニー 牡2鹿 54 中谷 雄太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 464＋ 21：51．51 73．4�
713 アローシャトル 牡2鹿 54 松田 大作佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 木村牧場 448＋101：51．6� 99．1�
35 ノ ゾ ミ 牝2黒鹿 54

51 ▲荻野 極平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 440－ 8 〃 ハナ 29．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，245，100円 複勝： 29，489，700円 枠連： 12，653，400円
馬連： 37，804，200円 馬単： 20，761，100円 ワイド： 25，115，300円
3連複： 54，158，100円 3連単： 64，795，800円 計： 268，022，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 140円 � 290円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，060円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 10，080円

票 数

単勝票数 計 232451 的中 � 67680（1番人気）
複勝票数 計 294897 的中 � 60633（1番人気）� 60236（2番人気）� 19130（6番人気）
枠連票数 計 126534 的中 （5－8） 33772（1番人気）
馬連票数 計 378042 的中 �� 54704（1番人気）
馬単票数 計 207611 的中 �� 13588（2番人気）
ワイド票数 計 251153 的中 �� 30283（1番人気）�� 5399（11番人気）�� 9022（6番人気）
3連複票数 計 541581 的中 ��� 15743（5番人気）
3連単票数 計 647958 的中 ��� 4657（13番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―11．9―12．1―12．2―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．5―48．4―1：00．5―1：12．7―1：24．8―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5
1
3
3（5，9）4（7，15）（1，10）（16，14）8，12，13－6，11，2
3，9，14（5，15）16（4，7）（1，10）（13，12）2（8，6）11

2
4

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

アダムバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．6．11 阪神2着

2014．3．27生 牡2黒鹿 母 チャチャリーノ 母母 パ ー レ イ 2戦1勝 賞金 7，800，000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 ジューン号
※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。

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５日



晴 良 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

不良
不良

ショークール 栗 川田 将雅吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 ：

サトノアルカディア 黒鹿 岡田 祥嗣里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B 〃 アタマ

オースミマルス 鹿 秋山真一郎 オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 ：
メイショウオルソ 黒鹿 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ：
シ ガ リ ロ 黒鹿 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス 安達 昭夫 日高 白井牧場 ： クビ

ア ネ モ イ 黒鹿 小牧 太平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 〃 クビ

カシマホープスター 黒鹿 和田 竜二 カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 ： クビ

ベルウッドエフディ 黒鹿 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 ：
アスターオーシャン 鹿 △義 英真加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ： クビ

メイショウピーター 黒鹿 ▲荻野 極松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B ：
テイエムダイバリキ 青鹿 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 ：
ザッツイット 栗 松若 風馬吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 ：
エイシンシシオウ 黒鹿 酒井 学 栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ：
アイアンドーム 黒鹿 中谷 雄太池上 一馬氏 須貝 尚介 新ひだか グローリーファーム B ：
ダノンワールド 鹿 藤岡 佑介 ダノックス 矢作 芳人 日高 森永牧場 ：
サ ン テ ル モ 鹿 D．ホワイト サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ： 大差
（香港）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

・ －
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショークール 父 カ ネ ヒ キ リ 母父 Mark of Esteem
母 コーディング 母母 Chalon

〔その他〕 サンテルモ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ウイングエンペラー号・スイフトアタック号・メイショウエガオ号・メイショウトヅガワ号
※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。

晴 良 競走
（芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

稍重
良

ローズウィスパー 鹿 北村 友一 シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム ：

ラヴアンドドラゴン 鹿 川田 将雅窪田 芳郎氏 藤原 英昭 新冠 パカパカ
ファーム ：

ハギノカエラ 栗 ▲荻野 極安岡美津子氏 島 一歩 浦河 村下 明博 ：
アナザーワールド 鹿 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム ： クビ

ディスグラース 黒鹿 D．ホワイト サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム ：
（香港）

マ リ ネ リ ス 鹿 ▲三津谷隼人 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ：

スティルウォーター 黒鹿 幸 英明 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 音無 秀孝 新ひだか 橋本牧場 ：

マダムアルディ 黒鹿 △義 英真 髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 〃 クビ

アルマンディン 黒鹿 松若 風馬 キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ： クビ

レッドブリエ 鹿 浜中 俊 東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ：
ナイトタイム 鹿 松田 大作 髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 ：
エディンバラ 黒鹿 秋山真一郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 ：
シュネルギア 鹿 ☆岩崎 翼 キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ：
ラ ブ リ エ 栗 ☆ 島 克駿 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 ：
フルオブライト 黒鹿 高倉 稜 下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 〃 クビ

タマモグラツィエ 栗 藤岡 佑介タマモ 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ：

タガノグラッツェ 鹿 酒井 学八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム （競走除外）

エイシンシラユキ 松山 弘平 栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
複勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
枠連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬単票数 差引計 （返還計 ） 的中
ワイド票数 差引計 （返還計 ） 的中

差引計 （返還計 ） 的中
差引計 （返還計 ） 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F・ － ・
・

勝馬の
紹 介

ローズウィスパー 父 ワークフォース 母父 アグネスタキオン
母 ローザミスティカ 母母 ロ ゼ カ ラ ー

〔出走取消〕 エイシンシラユキ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走除外・発走状況〕 タガノグラッツェ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走とし，再

三枠入りを試みたが枠入り拒否のため競走除外。
フルオブライト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 タガノグラッツェ号は， 停止期間の満了
後に発走調教再審査。

〔調教再審査〕 フルオブライト号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

レイナアラ号
※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。



22053 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
57．7
57．7

重
重

22 ブラックランナー 牡2鹿 54 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 460 ―1：00．6 3．7�

46 スマートダフネ 牝2栗 54 浜中 俊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 446 ― 〃 クビ 3．5�
11 ウィッシュノート 牝2黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428 ―1：01．02� 4．6�
34 プ ラ ト ヤ ヤ 牝2鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 音無 秀孝 浦河 大道牧場 452 ―1：01．1クビ 45．5�
712 スナークライデン 牡2芦 54 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 456 ― 〃 クビ 20．8	
33 セ ル リ ア ン 牡2黒鹿54 藤岡 康太�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 476 ―1：01．73� 9．6

57 トミケンキパジ 牡2黒鹿54 岡田 祥嗣冨樫 賢二氏 千田 輝彦 宮城 菅井 澄 472 ―1：02．65 107．3�
814 テイエムソフィア 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 392 ―1：03．02� 152．7�

58 タマモサザンクロス 牡2黒鹿54 太宰 啓介タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 442 ― 〃 アタマ 29．9
45 ブルベアバイソン 牡2栗 54 田中 健 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 478 ―1：03．1クビ 51．8�
711 バ ト ル ク ウ 牝2青鹿54 松若 風馬宮川 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 466 ―1：04．05 21．2�
610 ジ ェ ー ム ス 牡2鹿 54 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新ひだか へいはた牧場 472 ―1：04．31� 15．1�
69 ベルエスメラルダ 牝2黒鹿54 国分 優作内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 442 ―1：07．2大差 84．4�
813 キンショーイーグル 牡2鹿 54 岩田 康誠礒野日出夫氏 中村 均 むかわ 真壁 信一 480 ―1：08．26 18．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，792，800円 複勝： 21，929，800円 枠連： 9，122，700円
馬連： 33，749，300円 馬単： 19，659，900円 ワイド： 19，693，500円
3連複： 45，056，700円 3連単： 61，197，400円 計： 233，202，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 290円 �� 330円 �� 330円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 227928 的中 � 51449（2番人気）
複勝票数 計 219298 的中 � 42181（2番人気）� 44635（1番人気）� 33258（3番人気）
枠連票数 計 91227 的中 （2－4） 9435（1番人気）
馬連票数 計 337493 的中 �� 36994（1番人気）
馬単票数 計 196599 的中 �� 9915（2番人気）
ワイド票数 計 196935 的中 �� 17727（1番人気）�� 14723（3番人気）�� 15094（2番人気）
3連複票数 計 450567 的中 ��� 42737（1番人気）
3連単票数 計 611974 的中 ��� 10617（3番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．5―35．4―47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．1
3 4，6（2，12）3－（1，8，11）14（5，7）＝10－13，9 4 4，6，12－（2，3）1－（5，7，8，14）11＝10＝9，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラックランナー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．5．1生 牡2鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブルベアバイソン号は，枠入り不良。
〔その他〕 キンショーイーグル号は，競走中に疾病〔左第1趾骨近位端骨折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルエスメラルダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月13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） 3頭 アイファーイチオー号・コウエイバラノマチ号・シュエットヌーベル号

22054 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12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

36 ダブルスキップ 牝3黒鹿54 国分 恭介ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 418＋101：09．1 4．6�
713 ベ ル ロ ッ ク �3鹿 56 D．バルジュー �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B518＋ 21：09．31� 26．0�

（伊）

510 ロングハード 牝3黒鹿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 456＋10 〃 ハナ 11．2�

818 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± 01：09．4	 3．0�
715 カノヤパリティ 牝3栗 54 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 438± 01：09．5
 51．3�
714 クーファレイア 牝3鹿 54 浜中 俊大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 474－121：09．6
 11．9	
611 レッドジュディス 牝3栗 54 藤懸 貴志 
東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 ハナ 196．4�
816 ショーオレク 牡3栗 56

54 △義 英真吉冨 学氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 450＋ 21：09．7	 18．7�
612 ギ ャ デ ィ ス 牡3鹿 56 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 468＋ 61：09．8
 19．2
817 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± 0 〃 クビ 11．5�
11 エ ク デ ィ ス 牝3鹿 54 D．ホワイト �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：09．9	 41．1�

（香港）

59 サウンドオブビット 牡3鹿 56 和田 竜二馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 大北牧場 442＋161：10．0クビ 51．7�
12 コウイッテン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿深澤 朝房氏 佐々木晶三 浦河 大道牧場 458－ 11：10．21� 221．8�
24 カ イ 牡3栗 56 小牧 太
ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－241：10．3	 4．8�
47 ダノンハナフブキ 牡3鹿 56 岩田 康誠
ダノックス 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 448－ 41：11．04 41．6�
23 カイシュウキリシマ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼飯村 孝男氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 490＋101：11．63
 124．7�
（16頭）

35 シ ー ザ サ ン 牝3鹿 54 高倉 稜 
グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 518 ― （競走除外）

48 ウイングダイチャン 牡3栗 56 秋山真一郎池田 實氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 478＋16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，709，800円 複勝： 32，052，700円 枠連： 14，590，300円
馬連： 41，557，700円 馬単： 19，747，400円 ワイド： 24，270，900円
3連複： 55，681，400円 3連単： 65，936，700円 計： 275，546，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 620円 � 330円 枠 連（3－7） 1，890円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 12，160円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，060円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 23，830円 3 連 単 ��� 123，520円

票 数

単勝票数 差引計 217098（返還計 9043） 的中 � 37267（2番人気）
複勝票数 差引計 320527（返還計 12130） 的中 � 50803（2番人気）� 11456（9番人気）� 24305（5番人気）
枠連票数 差引計 145903（返還計 564） 的中 （3－7） 5952（8番人気）
馬連票数 差引計 415577（返還計 37345） 的中 �� 4414（26番人気）
馬単票数 差引計 197474（返還計 17829） 的中 �� 1217（44番人気）
ワイド票数 差引計 242709（返還計 26122） 的中 �� 2715（27番人気）�� 6087（12番人気）�� 1519（44番人気）
3連複票数 差引計 556814（返還計 91522） 的中 ��� 1752（76番人気）
3連単票数 差引計 659367（返還計105369） 的中 ��� 387（394番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．1―11．9―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．1―45．0―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 3，12，13（4，14）（9，17，18）（1，15）（6，16）11，10－2＝7 4 ・（3，12）13（4，9，14）（17，18）（1，6，15）（11，16）（2，10）＝7

勝馬の
紹 介

ダブルスキップ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．4．16 阪神2着

2013．5．5生 牝3黒鹿 母 ダブルオベリスク 母母 クィーンズダガー 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走除外〕 ウイングダイチャン号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。

シーザサン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 1頭 メイショウダイウン号
（非抽選馬） 1頭 サウンドウィケット号
※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。



22055 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時20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

714 エアフォルク 牡3青鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：01．2 26．0�
35 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 436± 02：01．41� 4．3�

（伊）

36 タガノミシュラン 牡3鹿 56 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456＋122：01．61� 19．8�

816 スリープレッピー 	3黒鹿56 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 424－ 22：01．92 77．8�
817 ナリタエイト 牡3鹿 56 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 450－ 42：02．11 3．7�
48 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 498＋ 22：02．2
 3．9	
24 ロードアルペジオ 牡3栗 56 松若 風馬 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488± 02：02．3
 16．2

611 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 432＋ 42：02．72� 13．2�
818 グランサーブル 牡3芦 56 和田 竜二間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 426± 02：02．91� 59．1�
510 ジョーダンキング 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 490 ―2：03．0クビ 63．8
12 � ゴルディオン 牡3鹿 56 国分 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond
Farm, Inc 490－ 22：03．21� 30．5�

59 ベストティアラ 牝3青 54 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 むかわ 上水牧場 514＋ 22：03．41� 8．0�

47 シャイニーレディ 牝3栗 54 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 466－ 42：04．78 211．3�
713 ランデックアブデル 牡3鹿 56 D．ホワイト 簗田 満氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム B524± 02：04．8� 112．5�

（香港）

715 サトノアクセル 牡3黒鹿 56
53 ▲三津谷隼人里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 498－ 6 〃 ハナ 62．6�

11 クリノヴェルサイユ 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 荒川 義之 様似 様似渡辺牧場 426－ 42：05．01� 40．2�
23 ネフェルテム 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新冠 村上 欽哉 528＋ 82：05．1
 97．3�

612 ジーニアスダンサー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 430－ 62：05．2クビ 111．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，113，700円 複勝： 31，330，000円 枠連： 13，696，600円
馬連： 52，525，900円 馬単： 23，377，600円 ワイド： 30，364，800円
3連複： 68，765，300円 3連単： 79，395，200円 計： 322，569，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 460円 � 200円 � 560円 枠 連（3－7） 2，570円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 12，050円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 4，760円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 29，080円 3 連 単 ��� 188，100円

票 数

単勝票数 計 231137 的中 � 7089（8番人気）
複勝票数 計 313300 的中 � 16089（7番人気）� 50315（3番人気）� 12802（8番人気）
枠連票数 計 136966 的中 （3－7） 4119（13番人気）
馬連票数 計 525259 的中 �� 8132（18番人気）
馬単票数 計 233776 的中 �� 1454（40番人気）
ワイド票数 計 303648 的中 �� 4406（18番人気）�� 1606（41番人気）�� 6154（17番人気）
3連複票数 計 687653 的中 ��� 1773（86番人気）
3連単票数 計 793952 的中 ��� 306（494番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．3―12．8―12．0―12．2―11．9―12．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―35．2―48．0―1：00．0―1：12．2―1：24．1―1：36．2―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エアフォルク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．30 京都5着

2013．2．14生 牡3青鹿 母 アルフォンシーヌ 母母 ラトラヴィアータ 4戦1勝 賞金 5，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ウイングカイユウ号・シゲルクルマダイ号・トーコージュエリー号・ロングブリオ号
※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。

22056 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

816 マ ウ ナ ロ ア 牡5鹿 57 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494－ 41：46．9 77．3�

713 タマモアタック 牡4鹿 57 D．バルジュータマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 468－ 6 〃 アタマ 8．6�
（伊）

35 サンライズレーヴ 牡5栗 57
55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472－ 41：47．11� 12．4�
12 ロードボアソルテ 牡3栗 54 D．ホワイト �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか タツヤファーム 468－ 4 〃 クビ 35．0�

（香港）

24 � サトノユニコーン 牡6鹿 57 川田 将雅里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B470－ 4 〃 ハナ 4．9�
47 モアザンイナフ 牡4黒鹿57 川須 栄彦宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 456＋ 61：47．2クビ 107．8	
48 ハトマークエース 牡4黒鹿57 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 B482＋121：47．41� 13．0

11 ローデルバーン 牡3黒鹿54 田中 健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 460＋121：47．5クビ 87．4�
815 サンライズウィズ 牡3鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 472－ 41：47．6
 6．7�
59 ハッピーロード �5栗 57 藤懸 貴志豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 488－10 〃 ハナ 30．0
510 サウスオブボーダー 牡3鹿 54 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464＋121：47．7� 2．7�
23 レイズオブザサン 牡7黒鹿57 岩田 康誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 452± 01：47．8� 21．0�
36 コンクエストシチー 牡4栗 57 国分 優作 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468－ 4 〃 クビ 61．7�
714 ワールドリースター 牡4鹿 57

56 ☆	島 克駿 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 61：48．01 50．3�

611� ワンダーヴァローレ 牡4鹿 57 藤岡 康太山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ
アーム 508＋ 41：48．95 14．7�

612 タガノシェーヴル 牡3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424－ 21：50．6大差 46．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，594，200円 複勝： 33，011，200円 枠連： 12，928，200円
馬連： 52，891，300円 馬単： 24，779，200円 ワイド： 31，575，200円
3連複： 75，623，200円 3連単： 89，789，600円 計： 344，192，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，730円 複 勝 � 1，850円 � 320円 � 330円 枠 連（7－8） 3，040円

馬 連 �� 47，880円 馬 単 �� 101，550円

ワ イ ド �� 10，410円 �� 10，260円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 128，610円 3 連 単 ��� 1，103，340円

票 数

単勝票数 計 235942 的中 � 2441（14番人気）
複勝票数 計 330112 的中 � 4054（16番人気）� 28817（3番人気）� 27975（5番人気）
枠連票数 計 129282 的中 （7－8） 3295（13番人気）
馬連票数 計 528913 的中 �� 856（79番人気）
馬単票数 計 247792 的中 �� 183（168番人気）
ワイド票数 計 315752 的中 �� 774（77番人気）�� 785（75番人気）�� 4606（18番人気）
3連複票数 計 756232 的中 ��� 441（236番人気）
3連単票数 計 897896 的中 ��� 59（1786番人気）

ハロンタイム 6．9―11．8―12．3―13．1―12．4―12．1―12．2―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．7―31．0―44．1―56．5―1：08．6―1：20．8―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ウ ナ ロ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー 2014．3．29 中京4着

2011．6．5生 牡5鹿 母 ヘヴンリーアドヴァイス 母母 Personally 5戦2勝 賞金 15，600，000円
〔制裁〕 ワールドリースター号の騎手	島克駿は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔その他〕 タガノシェーヴル号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。
（非抽選馬） 5頭 エイシンナセル号・ジョースターライト号・セフティーエムアイ号・ドゥドゥドゥ号・フォースフィールド号
※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。



22057 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第9競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

55 クインズサリナ 牝2黒鹿54 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 420＋ 41：09．4 3．0�
44 カシノマスト 牡2栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 神野 生男 410－ 41：09．61� 5．2�
33 テイエムヒッタマゲ 牡2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 482＋141：09．92 41．8�
11 メイショウソウビ 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462－ 61：10．11	 2．4�
77 ディオスコリダー 牡2黒鹿54 藤岡 康太野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 492＋121：10．73� 13．3�
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 456＋ 21：11．02 6．8�
22 シュンヒーロー 牡2鹿 54 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 畠山牧場 472－ 81：11．53 46．0	

（7頭）

売 得 金
単勝： 35，689，100円 複勝： 32，213，800円 枠連： 発売なし
馬連： 51，690，500円 馬単： 39，216，200円 ワイド： 22，265，900円
3連複： 59，022，000円 3連単： 192，561，200円 計： 432，658，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，450円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 22，500円

票 数

単勝票数 計 356891 的中 � 97740（2番人気）
複勝票数 計 322138 的中 � 87013（2番人気）� 64275（3番人気）
馬連票数 計 516905 的中 �� 57302（3番人気）
馬単票数 計 392162 的中 �� 22717（5番人気）
ワイド票数 計 222659 的中 �� 24936（3番人気）�� 3584（15番人気）�� 2794（16番人気）
3連複票数 計 590220 的中 ��� 7309（17番人気）
3連単票数 計1925612 的中 ��� 6203（65番人気）

ハロンタイム 11．5―10．2―11．1―11．5―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．7―32．8―44．3―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．6
3 4，5－（6，7）＝3，1＝2 4 4，5－7，6－（3，1）＝2

勝馬の
紹 介

クインズサリナ 

�
父 ダノンシャンティ 


�
母父 ウォーニング デビュー 2016．6．12 阪神1着

2014．4．30生 牝2黒鹿 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 2戦2勝 賞金 23，161，000円

22058 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第10競走 ��
��2，000�

み や ざ き

宮 崎 特 別
発走15時00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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

77 ナムラシングン 牡3黒鹿54 川田 将雅奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 518＋142：00．7 1．6�
44 ゼウスバローズ 牡5鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム B462± 02：01．12� 25．0�
66 	 スズカビスタ 牡5鹿 57 D．ホワイト 永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 470＋ 6 〃 クビ 50．1�

（香港）

33 フロリダパンサー 牡5青鹿57 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 486－ 22：01．2� 11．0�
89 クールオープニング 牡5青鹿57 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 02：01．3� 70．8�
55 アグネスヒーロー 牡3鹿 54 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 540＋ 8 〃 クビ 15．4�
78 エクストレミティー 牡5鹿 57 幸 英明 J．ウィルソン氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：01．4クビ 18．4	
22 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 D．バルジュー 釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528＋ 22：01．61
 7．0


（伊）

11 メイショウブシン 牡6鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 474－ 22：01．81
 23．7�
810 ゼンノタヂカラオ 牡3黒鹿54 浜中 俊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 504＋ 22：02．01
 5．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，189，900円 複勝： 70，018，100円 枠連： 15，904，800円
馬連： 90，659，300円 馬単： 54，228，000円 ワイド： 47，708，600円
3連複： 119，180，600円 3連単： 236，958，800円 計： 672，848，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 480円 � 790円 枠 連（4－7） 2，230円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，620円 �� 7，230円

3 連 複 ��� 18，090円 3 連 単 ��� 50，580円

票 数

単勝票数 計 381899 的中 � 183634（1番人気）
複勝票数 計 700181 的中 � 352819（1番人気）� 20924（8番人気）� 11751（9番人気）
枠連票数 計 159048 的中 （4－7） 5510（8番人気）
馬連票数 計 906593 的中 �� 30436（8番人気）
馬単票数 計 542280 的中 �� 14949（9番人気）
ワイド票数 計 477086 的中 �� 15271（9番人気）�� 7560（17番人気）�� 1634（41番人気）
3連複票数 計1191806 的中 ��� 4939（52番人気）
3連単票数 計2369588 的中 ��� 3396（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―36．7―49．4―1：01．6―1：13．5―1：25．2―1：36．9―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラシングン 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 Pivotal デビュー 2015．10．25 京都2着

2013．3．6生 牡3黒鹿 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 8戦3勝 賞金 42，737，000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，主として騎乗中の国名を表示している。



22059 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ そ

阿蘇ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，27．8．15以降28．8．7まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

22 メイショウスミトモ 牡5鹿 52 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± 01：43．8 7．9�
813 モズライジン 牡4芦 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 480＋ 81：44．01 5．0�
45 メイショウウタゲ 牡5栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 512＋ 41：44．21� 4．3�
11 トウシンイーグル �8鹿 55 松若 風馬�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B478－ 21：44．83� 51．0�
56 ピ ン ポ ン 牡6鹿 54 岩田 康誠小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 大栄牧場 468± 01：44．9� 7．2�
69 シンゼンレンジャー 牡7黒鹿53 幸 英明原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 504± 0 〃 アタマ 51．9	
68 トミケンユークアイ �7黒鹿53 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 484± 01：45．43 9．4

44 ブライトアイディア 牡6栗 55 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－121：45．61 4．2�
812 フォローハート 牝5黒鹿52 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 486＋ 21：45．91	 17．1�
711 デウスウルト �8黒鹿54 酒井 学吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：46．75 32．9
33 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿53 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 480－ 81：47．33� 40．5�
57 ヒラボクレジェンド 牡5栗 51 
島 克駿�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 520＋ 4 〃 ハナ 23．1�
710 キングヒーロー 牡7黒鹿53 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506± 0 （競走中止） 50．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，821，800円 複勝： 79，251，600円 枠連： 41，375，200円
馬連： 199，894，500円 馬単： 81，086，400円 ワイド： 87，490，500円
3連複： 294，600，800円 3連単： 422，541，900円 計： 1，263，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 180円 � 160円 枠 連（2－8） 1，670円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 590円 �� 560円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 15，820円

票 数

単勝票数 計 568218 的中 � 56824（5番人気）
複勝票数 計 792516 的中 � 86910（5番人気）� 114607（3番人気）� 144313（1番人気）
枠連票数 計 413752 的中 （2－8） 19192（8番人気）
馬連票数 計1998945 的中 �� 89723（6番人気）
馬単票数 計 810864 的中 �� 15871（18番人気）
ワイド票数 計 874905 的中 �� 37778（5番人気）�� 40166（4番人気）�� 44998（3番人気）
3連複票数 計2946008 的中 ��� 101561（3番人気）
3連単票数 計4225419 的中 ��� 19354（39番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．0―12．6―12．2―11．4―12．0―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―42．7―54．9―1：06．3―1：18．3―1：30．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．5
1
3
・（8，12）－10，9（3，11）（2，4）（7，13）－（6，5）1・（8，12，13）（6，5）9（10，4）（2，11）（3，1）7

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

勝馬の
紹 介

メイショウスミトモ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．3 函館1着

2011．4．22生 牡5鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 32戦5勝 賞金 107，538，000円
〔競走中止〕 キングヒーロー号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ヒラボクレジェンド号の調教師大久保龍志は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金50，000円。

22060 8月13日 晴 良 （28小倉2）第5日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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 7，500，000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

59 パーリオミノル 牝3鹿 52 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 21：09．0 2．4�
48 サ ル ド ナ 牝3栗 52 川田 将雅寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋101：09．1� 4．5�
816 ジョーマイク 牡3栗 54 D．バルジュー 上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 470＋ 6 〃 クビ 10．8�

（伊）

612 オメガハートソング 牝4青鹿55 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444＋181：09．2� 8．2�
815 クールジョジョ 牝5黒鹿55 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 442－ 21：09．41	 72．3�
23 ロ ッ ク オ ン 牡3栗 54 藤岡 佑介石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 446－121：09．61	 13．3�
47 タイキラトナンジュ 牡4鹿 57 中谷 雄太	大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454＋ 2 〃 アタマ 18．1

24 
 ジ ェ ス ロ �3鹿 54 松田 大作松田 整二氏 日吉 正和 浦河 小島牧場 412－18 〃 ハナ 24．8�
35 オールパーパス �5栗 57

54 ▲三津谷隼人前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 81：09．7クビ 33．9�

714 ナムラヒューマン 牡4芦 57 松山 弘平奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 468＋ 2 〃 ハナ 23．4
36 メッサーウイング 牝4栗 55

54 ☆�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 B460＋ 6 〃 クビ 15．0�
510 スナークスカイ 牡3鹿 54 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 432－ 81：09．8� 88．1�
11 エピックウィン 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 464－ 2 〃 アタマ 34．8�
12 ショウナンマシェリ 牝3鹿 52

49 ▲荻野 極	湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456－ 2 〃 クビ 36．2�
713 ヤマニンナジャーハ 牝4黒鹿55 太宰 啓介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 442＋ 61：10．0� 116．4�
611 タイセイマライカ 牝3黒鹿52 国分 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 404＋ 61：10．53 136．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，043，900円 複勝： 49，208，500円 枠連： 24，822，700円
馬連： 101，054，300円 馬単： 45，030，100円 ワイド： 54，568，600円
3連複： 140，257，600円 3連単： 196，491，200円 計： 653，476，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 170円 � 240円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 390円 �� 570円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 8，170円

票 数

単勝票数 計 420439 的中 � 138662（1番人気）
複勝票数 計 492085 的中 � 109371（1番人気）� 73471（2番人気）� 42943（4番人気）
枠連票数 計 248227 的中 （4－5） 31407（1番人気）
馬連票数 計1010543 的中 �� 99192（1番人気）
馬単票数 計 450301 的中 �� 26919（1番人気）
ワイド票数 計 545686 的中 �� 37570（1番人気）�� 24515（3番人気）�� 16057（7番人気）
3連複票数 計1402576 的中 ��� 42312（2番人気）
3連単票数 計1964912 的中 ��� 17431（3番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―45．6―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パーリオミノル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．9．5 札幌5着

2013．4．19生 牝3鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 9戦2勝 賞金 19，200，000円
〔騎手変更〕 エピックウィン号の騎手小牧太は，第11競走での落馬負傷のため岩崎翼に変更。
〔発走状況〕 ロックオン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ロックオン号は，発走調教再審査。
※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5日 8月13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 173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

198，200，000円
2，530，000円
10，960，000円
960，000円

19，430，000円
66，974，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
353，547，100円
489，967，900円
180，080，400円
777，178，500円
396，226，800円
413，434，000円
1，068，569，700円
1，625，066，500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 5，304，070，900円

総入場人員 7，326名 （有料入場人員 6，465名）
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