
22049 8月12日 晴 良 （29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

24 ニコルハイウェイ 牡2鹿 54
51 ▲川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 440－ 21：11．0 6．0�

714 プリンセスブーケ 牝2栗 54 松山 弘平竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 432＋ 4 〃 ハナ 3．2�
12 ヒトモジノグルグル 牝2栗 54 D．ホワイト 内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 404－101：11．21 2．5�

（香港）

611 テイエムヒットンダ 牝2鹿 54
51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 422－101：11．41� 25．3�

713 テイエムオジャッタ 牡2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 442＋ 21：11．71� 38．5�
35 キリシマアオゾラ 牝2鹿 54 中谷 雄太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 408＋ 81：11．91� 136．0�
510 ズ ッ チ ー ナ 牝2黒鹿54 和田 竜二山下 良子氏 岩元 市三 鹿児島 釘田 義美 472± 01：12．11� 13．0	
47 クロヅルストーリー 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 426＋ 4 〃 ハナ 152．0

59 マ エ ム キ 牡2鹿 54 松若 風馬山下 良子氏 作田 誠二 熊本 本田 土寿 416± 01：12．41� 17．5�
48 ヤエノプリーマ 牝2鹿 54 川島 信二柳田 英子氏 天間 昭一 鹿児島 柳田 英子 468－ 61：12．5� 58．0�
11 テイエムオオアマミ 牝2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 420－ 2 〃 ハナ 91．9
612 カシノパンプアップ 牡2栗 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 ストームファーム
コーポレーション 458＋ 21：12．71� 255．1�

816 カシノランペイジ 牡2黒鹿54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 500± 0 〃 クビ 40．4�
36 カラシレンコン 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 ストームファーム
コーポレーション 456－ 41：13．01� 218．5�

815 テイエムミズホゴー 牡2鹿 54
51 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 458＋ 2 〃 アタマ 116．4�

23 ペニテンテス 牝2芦 54 �島 良太松田 整二氏 杉山 晴紀 熊本 ストームファーム
コーポレーション 430－ 21：13．1� 24．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，402，500円 複勝： 20，775，100円 枠連： 10，127，300円
馬連： 34，972，100円 馬単： 17，683，400円 ワイド： 22，257，100円
3連複： 50，307，000円 3連単： 66，906，300円 計： 238，430，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（2－7） 880円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 360円 �� 290円 �� 190円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 154025 的中 � 21312（3番人気）
複勝票数 計 207751 的中 � 30134（3番人気）� 45836（2番人気）� 60599（1番人気）
枠連票数 計 101273 的中 （2－7） 8845（4番人気）
馬連票数 計 349721 的中 �� 23587（3番人気）
馬単票数 計 176834 的中 �� 5164（8番人気）
ワイド票数 計 222571 的中 �� 13861（3番人気）�� 18680（2番人気）�� 34861（1番人気）
3連複票数 計 503070 的中 ��� 44696（1番人気）
3連単票数 計 669063 的中 ��� 7315（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニコルハイウェイ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2017．7．30 小倉4着

2015．4．7生 牡2鹿 母 リアクションレート 母母 カ タ リ ス ト 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〕 キリシマアオゾラ号の騎手中谷雄太は，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10，000円。（被害馬：7番）
※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。

22050 8月12日 晴 良 （29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

66 シャルルマーニュ 牡2鹿 54 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 470－ 21：48．9 4．0�

22 ウォーターパルフェ 牡2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 476－161：49．11� 31．2�
78 クアトレフォイル 牡2鹿 54 D．ホワイト 大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 464－ 81：49．31� 1．9�
（香港）

11 ウインルーカス 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 454－ 41：49．51 3．8�
811 マイネルカイノン 牡2青鹿 54

52 △荻野 極 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 61：49．6	 13．9�

33 サイタターフキング 牡2鹿 54
53 ☆加藤 祥太西村 憲人氏 藤沢 則雄 平取 北島牧場 440± 01：49．81 353．2	

55 リベリュール 牡2栗 54
53 ☆岩崎 翼村上 憲政氏 本田 優 浦河 赤田牧場 472＋ 61：50．22� 191．4


79 リリーマイスター 牡2黒鹿54 太宰 啓介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 506＋ 21：50．3	 62．7�
67 メイショウカラタチ 牝2鹿 54 
島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 454－ 4 〃 ハナ 394．4�
810 ナ ム ラ キ ヌ 牝2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 460＋101：50．51� 25．0
44 クレスコセイラン 牡2鹿 54 高倉 稜堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 500± 01：53．4大差 283．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，523，600円 複勝： 37，266，700円 枠連： 9，667，000円
馬連： 36，590，500円 馬単： 22，680，800円 ワイド： 21，277，100円
3連複： 48，974，600円 3連単： 85，840，700円 計： 287，821，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 200円 � 110円 枠 連（2－6） 4，300円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 770円 �� 170円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 13，620円

票 数

単勝票数 計 255236 的中 � 52902（3番人気）
複勝票数 計 372667 的中 � 60672（2番人気）� 22449（5番人気）� 187262（1番人気）
枠連票数 計 96670 的中 （2－6） 1739（8番人気）
馬連票数 計 365905 的中 �� 8543（11番人気）
馬単票数 計 226808 的中 �� 3414（16番人気）
ワイド票数 計 212771 的中 �� 5873（11番人気）�� 40911（1番人気）�� 7860（9番人気）
3連複票数 計 489746 的中 ��� 27441（4番人気）
3連単票数 計 858407 的中 ��� 4568（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．7―12．8―12．0―12．3―12．1―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．2―49．0―1：01．0―1：13．3―1：25．4―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャルルマーニュ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．1 中京3着

2015．3．31生 牡2鹿 母 エイブルアロー 母母 カネヤマシカダ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレスコセイラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月12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。

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



22051 8月12日 晴 良 （29小倉2）第5日 第3競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・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
56．9
56．9

重
重

69 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 川田 将雅�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444± 0 59．8 3．7�

712 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 500－ 4 〃 クビ 2．9�

22 メタルソース 牡3鹿 56 藤懸 貴志山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 454－ 41：00．86 19．3�
11 ダノンコスモス 牝3栗 54 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 480＋ 61：01．01� 6．6�
46 サ ン バ デ ィ 牝3芦 54 川須 栄彦岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 416＋101：01．1� 54．7�
814	 ジーエンゲージ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極�グランプリ 小崎 憲 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

462－ 2 〃 ハナ 7．8	
813 エイシンユニコーン 牡3黒鹿56 武 豊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 524＋101：01．42 5．5

34 メイショウシラカバ 牝3鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474－ 8 〃 クビ 89．6�
33 ダイシンアルド 牡3黒鹿56 秋山真一郎大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502± 0 〃 ハナ 57．3�
57 コ エ レ 牡3黒鹿56 和田 竜二守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 456－ 2 〃 ハナ 22．3
45 	 グランドホール 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 M. Susumu
Hayashi 456＋ 81：01．5
 136．8�

58 	 アスターリュート �3黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Charles

H. Deters 510－141：02．13
 51．8�
711 ヨンハブラック 牡3青 56

55 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 石田牧場 B456＋121：02．2
 156．5�
610 フルスプレンダー 牡3栗 56 松若 風馬岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 462－101：02．3� 131．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，647，200円 複勝： 30，950，800円 枠連： 11，512，700円
馬連： 43，501，500円 馬単： 22，513，000円 ワイド： 27，023，200円
3連複： 57，208，600円 3連単： 74，423，300円 計： 289，780，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 240円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 250円 �� 780円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 8，990円

票 数

単勝票数 計 226472 的中 � 47918（2番人気）
複勝票数 計 309508 的中 � 65434（2番人気）� 68676（1番人気）� 23838（6番人気）
枠連票数 計 115127 的中 （6－7） 15116（3番人気）
馬連票数 計 435015 的中 �� 52364（1番人気）
馬単票数 計 225130 的中 �� 14784（1番人気）
ワイド票数 計 270232 的中 �� 32940（1番人気）�� 8050（9番人気）�� 7779（10番人気）
3連複票数 計 572086 的中 ��� 17013（6番人気）
3連単票数 計 744233 的中 ��� 6001（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―24．0―36．0―47．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ッ セ ル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Boundary デビュー 2016．11．12 福島8着

2014．5．28生 牡3鹿 母 サーガノヴェル 母母 Thunder Maid 8戦1勝 賞金 9，750，000円
※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） 4頭 エーティーライデン号・ナムラモンブラン号・ニホンピロカーラ号・ブルベアエイプス号
（非抽選馬） 1頭 サウンドビクトリー号

22052 8月12日 晴 良 （29小倉2）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・右）

牝，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

713 カンガルールブタン 牝3黒鹿54 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 460－ 22：01．0 64．3�
59 プライムタイム 牝3鹿 54 幸 英明谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 470－ 4 〃 クビ 22．0�
48 ハートクレスト 牝3鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 426－ 22：01．21� 26．3�
47 レッドジュラーレ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 5．7�
11 シャイントレイル 牝3芦 54 小牧 太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 438－ 82：01．41 13．9	
816 ミラクルツリー 牝3栗 54 川島 信二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 426－ 42：01．5� 24．3

715 ハニートリップ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣広尾レース� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 428－ 42：01．6� 17．9�
817 ゼロメリディアン 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 408＋ 82：01．7� 94．4�
612 ブブールチャチャ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 クビ 6．3
714 モ ハ ー 牝3栗 54

53 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 492＋102：01．8クビ 313．4�
36 ナニアヒアヒ 牝3栗 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490＋202：01．9� 13．3�
35 ブラックナイル 牝3黒鹿54 山口 勲 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 482－142：02．0� 115．6�

（佐賀）

611 ブルースガール 牝3黒鹿54 松山 弘平福井 明氏 鈴木 孝志 浦河 辻 牧場 426＋122：02．53 358．1�
510 シシャルディン 牝3青鹿54 秋山真一郎吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B410－162：02．6� 4．3�
23 オウケンサクラブ 牝3栗 54 松若 風馬福井 明氏 安田 隆行 新冠 高瀬牧場 436＋102：02．81� 282．3�
12 パールズシャイン 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 82：03．43� 3．2�
24 アプローズスカイ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 472＋ 2 〃 クビ 165．7�

818 ドナジュディス 牝3黒鹿54 �島 良太�飛野牧場 昆 貢 新ひだか 飛野牧場 512－ 62：05．5大差 360．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，843，200円 複勝： 35，267，400円 枠連： 13，110，300円
馬連： 45，794，500円 馬単： 22，879，400円 ワイド： 31，577，900円
3連複： 66，574，600円 3連単： 78，308，800円 計： 318，356，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，430円 複 勝 � 1，550円 � 730円 � 580円 枠 連（5－7） 2，290円

馬 連 �� 47，250円 馬 単 �� 103，990円

ワ イ ド �� 10，120円 �� 12，720円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 210，670円 3 連 単 ��� 1，351，750円

票 数

単勝票数 計 248432 的中 � 3087（11番人気）
複勝票数 計 352674 的中 � 5752（11番人気）� 12860（10番人気）� 16631（8番人気）
枠連票数 計 131103 的中 （5－7） 4422（10番人気）
馬連票数 計 457945 的中 �� 751（65番人気）
馬単票数 計 228794 的中 �� 165（139番人気）
ワイド票数 計 315779 的中 �� 802（60番人気）�� 637（67番人気）�� 2466（36番人気）
3連複票数 計 665746 的中 ��� 237（271番人気）
3連単票数 計 783088 的中 ��� 42（1696番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―12．6―12．6―12．4―12．5―12．3―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―34．4―47．0―59．6―1：12．0―1：24．5―1：36．8―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カンガルールブタン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．4．8 阪神14着

2014．3．2生 牝3黒鹿 母 コフィーチャン 母母 ウ ィ ギ ン グ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



22053 8月12日 晴 良 （29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

44 ヒロシゲゴールド 牡2青鹿54 幸 英明西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 462 ―1：01．1 5．3�
66 ペ ガ ッ ソ 牡2黒鹿54 浜中 俊ちくしCLUB 谷 潔 浦河 津島 優治 486 ― 〃 ハナ 4．2�
33 クインズカトレア 牝2鹿 54

51 ▲川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 404 ― 〃 クビ 10．3�
55 ホッコータピタン 牝2栗 54 秋山真一郎北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 448 ―1：01．42 6．8�
22 コウエイアンカ 牡2鹿 54 小牧 太伊東 政清氏 柴田 光陽 日高 浜本牧場 466 ―1：01．82� 10．8�
78 � ジャスパーエイト 牡2栗 54 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

462 ―1：01．9アタマ 2．8	
811 ツーエムポラリス 牡2栃栗 54

53 ☆加藤 祥太村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 ディアレスト
クラブ 452 ―1：03．17 98．6


810 チャノカオリ 牝2鹿 54
53 ☆	島 克駿山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 428 ― 〃 ハナ 28．2�

11 アイファーエーワン 牡2栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 402 ―1：03．52� 132．7�
79 カシノベラドンナ 牝2栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 446 ―1：03．71
 160．6
67 クールウイン 牡2鹿 54 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 454 ―1：04．55 41．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，796，600円 複勝： 23，584，300円 枠連： 7，268，200円
馬連： 36，724，500円 馬単： 21，231，500円 ワイド： 20，661，000円
3連複： 43，863，500円 3連単： 70，209，400円 計： 246，339，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 150円 � 220円 枠 連（4－6） 920円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 370円 �� 860円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 14，770円

票 数

単勝票数 計 227966 的中 � 35923（3番人気）
複勝票数 計 235843 的中 � 40457（3番人気）� 47509（2番人気）� 22389（5番人気）
枠連票数 計 72682 的中 （4－6） 6102（3番人気）
馬連票数 計 367245 的中 �� 29526（3番人気）
馬単票数 計 212315 的中 �� 8027（8番人気）
ワイド票数 計 206610 的中 �� 15326（3番人気）�� 5832（12番人気）�� 8777（9番人気）
3連複票数 計 438635 的中 ��� 10804（11番人気）
3連単票数 計 702094 的中 ��� 3444（55番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．6―35．9―48．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロシゲゴールド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタキシード 初出走

2015．5．6生 牡2青鹿 母 エフテーストライク 母母 イチヨシロマン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ペガッソ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（騎乗ぶり）について平成29年8月19日から平成29年8月20日ま

で騎乗停止。

22054 8月12日 晴 良 （29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 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
1：06．5
1：06．5

良
良

48 テイエムイキオイ 牡3青鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 452＋ 61：08．9 6．7�
11 キラーコンテンツ 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 3．2�
35 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 松若 風馬山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 432± 0 〃 アタマ 3．7�
24 タガノフレイア 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 402± 0 〃 ハナ 8．3�

714 ヴァージャー 牝3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446± 01：09．21� 18．4�
713 ハリーレガシー 牡3鹿 56 武 豊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438－101：09．3� 14．3	
816 ユキエファルコン 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 470－101：09．4� 53．3

47 ト ッ プ ラ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 浦河 高岸 順一 484－ 4 〃 クビ 60．8�
817 シゲルジャッカル �3鹿 56 山口 勲森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 474＋ 6 〃 アタマ 65．3

（佐賀）

12 イ ズ ナ 牝3黒鹿54 秋山真一郎杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 426＋ 41：09．5� 21．4�
611 ポーラーブレイズ 牡3鹿 56

54 △荻野 極�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 420＋ 41：09．6� 235．5�
59 トーヨーエース 牡3鹿 56 和田 竜二中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476＋ 4 〃 ハナ 21．3�
715 アルマローラン 牡3鹿 56 川田 将雅コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 458＋ 2 〃 クビ 9．2�
23 ナリノスマイル 牝3鹿 54 北村 友一成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム B452－ 61：09．81 229．6�
612 レッドヴォヤージ 牝3鹿 54 幸 英明 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 426－ 41：09．9� 162．3�
818 ラ フ ァ エ ラ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 424＋ 61：10．11 269．6�

36 シゲルポインター 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 446＋ 6 〃 クビ 299．6�
510 スーパーヒーロ 牡3黒鹿56 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 小倉牧場 484＋261：10．63 160．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，654，400円 複勝： 44，035，200円 枠連： 15，321，800円
馬連： 58，176，700円 馬単： 25，502，100円 ワイド： 37，915，300円
3連複： 80，873，500円 3連単： 90，746，800円 計： 381，225，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 140円 � 140円 枠 連（1－4） 1，100円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 530円 �� 530円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 286544 的中 � 33873（3番人気）
複勝票数 計 440352 的中 � 44229（5番人気）� 87594（2番人気）� 90648（1番人気）
枠連票数 計 153218 的中 （1－4） 10771（4番人気）
馬連票数 計 581767 的中 �� 31712（3番人気）
馬単票数 計 255021 的中 �� 5710（10番人気）
ワイド票数 計 379153 的中 �� 17591（5番人気）�� 17622（4番人気）�� 29688（1番人気）
3連複票数 計 808735 的中 ��� 33502（1番人気）
3連単票数 計 907468 的中 ��� 5352（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムイキオイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．14 小倉5着

2014．2．26生 牡3青鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 13戦1勝 賞金 15，050，000円
〔制裁〕 キラーコンテンツ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

シゲルジャッカル号の騎手山口勲は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 シゲルキツネ号・マイネルソノリティ号
※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。



22055 8月12日 晴 良 （29小倉2）第5日 第7競走 ��
��1，800�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 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
1：44．1
1：43．9

良
良

12 � ギ エ ナ ー 牝3鹿 52
50 △荻野 極吉田 和美氏 池添 学 豪 Arrowfield

Group Pty Ltd 530－ 21：47．5 3．8�
611 トルネードアレイ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 4．4�
47 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 D．ホワイト 田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 464－ 21：47．81� 13．2�

（香港）

23 � エイシンクリッパー 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼�栄進堂 松元 茂樹 愛 H. K. Ei-

shindo 448＋14 〃 クビ 28．3�
24 カルトデュモンド 牡3青鹿56 和田 竜二 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 81：47．9� 38．4	
36 マイティドリーム 牡3青鹿56 柴田 未崎矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 486± 01：48．11 50．0

612 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．31 7．7�
48 � エイシンフレイヤ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong
Eishindo 442－ 4 〃 ハナ 19．2�

59 トーホウシーマ 牡3栗 56 武 豊東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 484－ 2 〃 ハナ 10．6
815 オースミベリル 牡3栗 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 494＋ 41：48．4
 136．1�
714 コペルニクス 牡3黒鹿56 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 クビ 3．4�
35 アスターアゲイン 牡3鹿 56 中谷 雄太加藤 久枝氏 森田 直行 むかわ 市川牧場 492＋ 61：48．61� 271．0�
713 キンショースピード 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 408－121：48．81� 108．0�
11 エイシンクリオネ 牝3芦 54 幸 英明�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 478＋ 21：49．22� 125．1�
510 キタサンボルト 牡3鹿 56 	島 良太�大野商事 昆 貢 浦河 辻 牧場 484± 01：49．3クビ 122．7�
816 ソルエユニーク 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 378－121：49．93� 258．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，328，300円 複勝： 42，270，000円 枠連： 16，465，600円
馬連： 56，560，000円 馬単： 28，143，100円 ワイド： 35，318，500円
3連複： 78，051，800円 3連単： 97，123，000円 計： 384，260，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 170円 � 280円 枠 連（1－6） 600円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 460円 �� 880円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 13，300円

票 数

単勝票数 計 303283 的中 � 63298（2番人気）
複勝票数 計 422700 的中 � 81355（2番人気）� 66934（3番人気）� 31041（5番人気）
枠連票数 計 164656 的中 （1－6） 21221（2番人気）
馬連票数 計 565600 的中 �� 42602（3番人気）
馬単票数 計 281431 的中 �� 12272（4番人気）
ワイド票数 計 353185 的中 �� 21156（3番人気）�� 10063（11番人気）�� 8016（14番人気）
3連複票数 計 780518 的中 ��� 15932（10番人気）
3連単票数 計 971230 的中 ��� 5292（25番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．3―12．4―11．9―11．9―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―35．4―47．8―59．7―1：11．6―1：23．4―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ギ エ ナ ー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Kendor デビュー 2017．7．22 中京2着

2014．8．17生 牝3鹿 母 Zarakiysha 母母 Zarkasha 2戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フライフリー号
※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。

22056 8月12日 晴 良 （29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

24 テイエムグッドマン 牡3鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 482＋ 61：46．0 12．1�
12 マッカートニー 牡4栗 57 武 豊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 474＋ 21：46．31� 3．5�
59 ノーブルスノー 牝4芦 55 小牧 太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 472－141：46．4� 7．2�
23 クリノキング �3栗 54 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B450－ 21：46．93 11．7�
713 コンクエストシチー �5栗 57 高倉 稜 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 456－ 21：47．0� 125．5�
815 ク ロ ー ク ス 牡4栗 57

55 △荻野 極 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋12 〃 ハナ 8．2

47 カ レ ン カ カ 牡3芦 54 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 4．2�
510 シ ン ウ チ 牡3鹿 54 山口 勲幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 472＋ 21：47．74 225．5�

（佐賀）

11 インテグリティー 牡4鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 474－ 41：47．91� 6．6
714 バ レ ー ロ 牡3黒鹿54 松若 風馬 	シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 18．2�
816	 ワンダープレジール 牡5黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B456＋ 6 〃 ハナ 35．2�
36 タガノアーバニティ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B484－ 41：48．64 40．6�

611	 キシュウマイウェイ 牝4青鹿55 岡田 祥嗣木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 谷川牧場 450＋161：49．13 240．4�
48 セ ン グ ウ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 480± 01：49．2クビ 156．2�
612 エピックウィン �5黒鹿57 松山 弘平小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 454＋ 61：49．41
 99．4�
35 ダノングランツ 牡4青 57 D．ホワイト �ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 448－ 21：49．61
 71．4�

（香港）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，174，600円 複勝： 39，480，800円 枠連： 15，907，400円
馬連： 61，795，700円 馬単： 26，948，200円 ワイド： 36，182，700円
3連複： 79，613，200円 3連単： 99，750，100円 計： 386，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 260円 � 170円 � 230円 枠 連（1－2） 650円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，140円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 27，560円

票 数

単勝票数 計 271746 的中 � 17848（7番人気）
複勝票数 計 394808 的中 � 36447（5番人気）� 66717（2番人気）� 42316（4番人気）
枠連票数 計 159074 的中 （1－2） 18895（2番人気）
馬連票数 計 617957 的中 �� 25852（8番人気）
馬単票数 計 269482 的中 �� 4546（18番人気）
ワイド票数 計 361827 的中 �� 14081（6番人気）�� 7854（15番人気）�� 16544（4番人気）
3連複票数 計 796132 的中 ��� 14071（11番人気）
3連単票数 計 997501 的中 ��� 2624（91番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．9―42．6―54．8―1：07．2―1：19．9―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．8
1
3
12，15（4，10）（5，13）8（2，7）（3，6，9）16（1，14）－11・（12，15，10，9）13，4（2，5，7）（3，8，14）（6，1）16，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムグッドマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー 2016．7．31 小倉6着

2014．5．12生 牡3鹿 母 ケンチャメワン 母母 セイントセーラ 13戦2勝 賞金 21，850，000円
〔騎手変更〕 キシュウマイウェイ号の騎手�島克駿は，下見所での落馬負傷のため岡田祥嗣に変更。
※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） 2頭 タガノマニカ号・ピエナクルーズ号
（非抽選馬） 3頭 エネルワンダー号・エルメネジルド号・フィールドリアン号
※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。



22057 8月12日 晴 良 （29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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

89 ゴールドクイーン 牝2栗 54 松若 風馬加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 466＋141：09．6 22．7�
66 レグルドール 牝2鹿 54 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 460＋ 41：09．81� 12．5�
810 アイアンクロー 牡2栗 54 D．ホワイト 藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン

ズファーム 426＋ 4 〃 ハナ 2．4�
（香港）

44 サ イ エ ン 牝2栗 54 北村 友一 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 404－ 61：09．9� 7．9�
22 イイコトズクシ 牡2鹿 54 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 472＋ 21：10．11	 4．7	
78 ナムラバンザイ 牡2鹿 54 秋山真一郎奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 416＋ 61：10．2� 7．7

77 テイエムスグレモン 牡2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 61：10．51
 21．6�
33 � マ イ メ ン 牝2黒鹿54 山口 勲原 大栄氏 土井 道隆 日高 ファーミングヤナキタ 400－ 8 〃 クビ 185．1�

（佐賀） （佐賀）

11 ジュンドリーム 牝2鹿 54 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 466＋ 41：10．6クビ 7．1
55 カシノバイタル 牡2黒鹿54 義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 428± 01：12．210 328．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，011，700円 複勝： 49，439，600円 枠連： 12，265，000円
馬連： 75，881，800円 馬単： 41，405，100円 ワイド： 41，598，600円
3連複： 89，646，400円 3連単： 171，644，100円 計： 524，892，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 570円 � 260円 � 140円 枠 連（6－8） 1，370円

馬 連 �� 10，880円 馬 単 �� 25，430円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 1，310円 �� 550円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 123，940円

票 数

単勝票数 計 430117 的中 � 16041（8番人気）
複勝票数 計 494396 的中 � 16511（8番人気）� 42982（6番人気）� 129235（1番人気）
枠連票数 計 122650 的中 （6－8） 6904（6番人気）
馬連票数 計 758818 的中 �� 5401（27番人気）
馬単票数 計 414051 的中 �� 1221（54番人気）
ワイド票数 計 415986 的中 �� 3293（27番人気）�� 8042（18番人気）�� 20963（6番人気）
3連複票数 計 896464 的中 ��� 5940（39番人気）
3連単票数 計1716441 的中 ��� 1004（294番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．6．17 阪神1着

2015．3．22生 牝2栗 母 サザンギフト 母母 モーニングミラー 2戦2勝 賞金 23，231，000円
※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。

22058 8月12日 晴 良 （29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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

67 � スズカビスタ 牡6鹿 57 D．ホワイト 永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 456－261：58．7 35．4�
（香港）

68 レーヌドブリエ 牝5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 438＋101：58．8
 6．1�
22 フロムマイハート 牝4栗 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 4 〃 アタマ 2．4�
710 メイショウブシン 牡7鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 470－ 61：59．01
 51．2�
44 � スリーマキシマム 牡6鹿 57 幸 英明永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 498－ 6 〃 アタマ 5．9	
55 サマーローズ 牝5栗 55 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 484－ 41：59．31� 14．5

56 トライブキング 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 444＋ 6 〃 クビ 14．2�
79 ヤマニンエルフィン 牝6鹿 55 中谷 雄太土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 494＋161：59．51� 28．6�
812 レッドアルティスタ 5鹿 57 武 豊 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：59．6クビ 13．1
811 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 472＋ 41：59．81� 10．0�
11 トウカイシェーン 牝4栗 55 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 468＋ 22：00．22
 10．0�
33 トウキョウタフガイ 牡6鹿 57 松若 風馬市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 458－102：01．47 167．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，589，300円 複勝： 54，872，600円 枠連： 21，932，300円
馬連： 96，569，500円 馬単： 43，122，600円 ワイド： 53，010，600円
3連複： 128，529，700円 3連単： 183，817，500円 計： 620，444，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，540円 複 勝 � 620円 � 190円 � 130円 枠 連（6－6） 13，900円

馬 連 �� 11，430円 馬 単 �� 28，290円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 1，570円 �� 390円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 112，550円

票 数

単勝票数 計 385893 的中 � 8718（10番人気）
複勝票数 計 548726 的中 � 15466（10番人気）� 72217（2番人気）� 147115（1番人気）
枠連票数 計 219323 的中 （6－6） 1222（25番人気）
馬連票数 計 965695 的中 �� 6546（33番人気）
馬単票数 計 431226 的中 �� 1143（76番人気）
ワイド票数 計 530106 的中 �� 4237（34番人気）�� 8253（25番人気）�� 39145（2番人気）
3連複票数 計1285297 的中 ��� 11622（27番人気）
3連単票数 計1838175 的中 ��� 1184（379番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．2―12．0―11．7―11．4―11．9―12．0―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．0―47．0―58．7―1：10．1―1：22．0―1：34．0―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スズカビスタ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア フ リ ー ト

2011．3．31生 牡6鹿 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 17戦2勝 賞金 31，954，000円
初出走 JRA

〔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12日 晴 良 （29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，28．8．13以降29．8．6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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

69 コパノチャーリー 牡5栗 54 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 526＋ 41：45．2 7．5�
56 ブライトアイディア 牡7栗 54 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510－10 〃 クビ 34．5�
812 シンゼンレンジャー 牡8黒鹿52 幸 英明原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 512－ 41：45．3クビ 49．3�
33 マインシャッツ 牡4栗 55 D．ホワイト 吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 482－ 41：45．4� 4．2�

（香港）

45 トップディーヴォ 牡5鹿 55 浜中 俊�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B486＋101：45．5クビ 14．4�
22 モズライジン 牡5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 464－101：45．71	 9．3

11 トミケンユークアイ 
8黒鹿52 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 496＋ 2 〃 クビ 43．7�
710 メイショウウタゲ 牡6栗 56 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 518± 01：45．8� 3．8�
68 トラキチシャチョウ 牡6鹿 56 松山 弘平 	ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 510－ 41：46．11� 12．6
711 ゴーインググレート 牡7栗 54 小牧 太田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482－ 41：47．16 30．2�
44 アドマイヤロケット 牡5青鹿54 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 15．8�
57 サウンドスカイ 牡4栗 55 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 81：47．2クビ 118．5�
813 サウススターマン 牡6黒鹿56 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 520＋ 42：01．5大差 5．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 67，021，800円 複勝： 98，348，100円 枠連： 41，766，900円
馬連： 229，373，300円 馬単： 87，881，500円 ワイド： 109，115，800円
3連複： 332，014，100円 3連単： 460，360，200円 計： 1，425，881，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 320円 � 860円 � 1，180円 枠 連（5－6） 4，800円

馬 連 �� 11，060円 馬 単 �� 17，430円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 7，000円 �� 15，460円

3 連 複 ��� 219，390円 3 連 単 ��� 1，105，160円

票 数

単勝票数 計 670218 的中 � 71452（4番人気）
複勝票数 計 983481 的中 � 92077（4番人気）� 28453（10番人気）� 20309（12番人気）
枠連票数 計 417669 的中 （5－6） 6730（17番人気）
馬連票数 計2293733 的中 �� 16063（36番人気）
馬単票数 計 878815 的中 �� 3780（64番人気）
ワイド票数 計1091158 的中 �� 8221（38番人気）�� 4016（56番人気）�� 1808（67番人気）
3連複票数 計3320141 的中 ��� 1135（228番人気）
3連単票数 計4603602 的中 ��� 302（1259番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．1―13．1―12．6―12．0―12．3―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．0―43．1―55．7―1：07．7―1：20．0―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノチャーリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．12．6 中山5着

2012．3．2生 牡5栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 32戦6勝 賞金 115，609，000円
〔制裁〕 ブライトアイディア号の騎手�島良太は，4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）

シンゼンレンジャー号の騎手幸英明は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔その他〕 サウススターマン号は，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。
※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。

22060 8月12日 晴 良 （29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

714 ワンアフター 牡4栗 57 松山 弘平薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 454± 01：08．4 4．7�
510 ウォーターラボ 牝5青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 21：08．5� 5．6�
713 ブライティアレディ 牝4青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 422－ 41：08．6� 39．2�
611 ダブルスキップ 牝4黒鹿55 小牧 太ザ・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 434＋141：08．81� 15．8�
47 カネトシブレス 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 456＋121：08．9クビ 62．2�
24 ホープフルスター 牡3栗 54 川田 将雅前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋101：09．11	 4．2�
36 ジョーマイク 
4栗 57 武 豊上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 452＋ 4 〃 クビ 7．8	
817� サダムリスペクト 牡5鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 468± 01：09．2� 12．0

59 サチノクイーン 牝6鹿 55 浜中 俊佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B474－ 41：09．3� 21．1�
818 テイエムダグラス 牡4鹿 57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B512± 0 〃 クビ 80．3�
48 ヒ ワ ラ ニ 牝4鹿 55 酒井 学名古屋友豊 木原 一良 新ひだか 高橋 修 472＋ 61：09．4� 31．2�
715 モズカタクラ 牡3栗 54 D．ホワイト キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 466＋ 61：09．5� 19．8�

（香港）

23 ブレイズガール 牝4鹿 55 太宰 啓介岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 484－ 4 〃 ハナ 19．6�
11 ジェントルハート 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－ 61：09．6クビ 78．9�

816 メイクグローリー 牡3栗 54 幸 英明ライオンレースホース 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 474± 01：09．91� 100．1�
12 ビップソルダー 牡3鹿 54

52 △荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 476＋141：10．64 34．5�
35 エスペランサリュウ 牡4鹿 57 和田 竜二江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 474－ 41：11．34 22．4�
612 スマートシモーヌ 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治トニー倶楽部 石橋 守 日高 戸川牧場 420－10 （競走中止） 42．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，092，200円 複勝： 68，576，100円 枠連： 35，169，100円
馬連： 124，666，900円 馬単： 48，119，500円 ワイド： 69，924，800円
3連複： 181，939，000円 3連単： 217，039，700円 計： 792，527，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 200円 � 790円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，950円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 18，840円 3 連 単 ��� 79，070円

票 数

単勝票数 計 470922 的中 � 78642（2番人気）
複勝票数 計 685761 的中 � 97584（3番人気）� 100532（2番人気）� 17459（14番人気）
枠連票数 計 351691 的中 （5－7） 34252（2番人気）
馬連票数 計1246669 的中 �� 69031（2番人気）
馬単票数 計 481195 的中 �� 11975（5番人気）
ワイド票数 計 699248 的中 �� 33528（2番人気）�� 5863（36番人気）�� 6048（34番人気）
3連複票数 計1819390 的中 ��� 7242（52番人気）
3連単票数 計2170397 的中 ��� 1990（211番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．3―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 9，10（7，15）（4，8，14）（1，11，12，17）（3，16，18）2，13，5，6 4 9，10（7，4，15，14）（1，11，8，12，17）（16，18）（5，13）3（2，6）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ワンアフター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．9 小倉11着

2013．4．3生 牡4栗 母 エキゾチックエレガンス 母母 Exotic Wood 9戦2勝 賞金 17，650，000円
〔競走中止〕 スマートシモーヌ号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 スマートシモーヌ号の騎手川又賢治は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被

害馬：15番・3番・5番）
※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 メイショウワカアユ号
（非抽選馬） 1頭 ナムラエルサ号
※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。



（29小倉2）第5日 8月12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
厩務員出走奨励金

200，000，000円
5，060，000円
16，480，000円
1，110，000円
22，060，000円
70，378，000円
4，472，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
393，085，400円
544，866，700円
210，513，600円
900，607，000円
408，110，200円
505，862，600円
1，237，596，000円
1，696，169，900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 5，896，811，400円

総入場人員 9，226名 （有料入場人員 8，190名）
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