
22013 7月29日 曇 良 （30小倉2）第2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

44 オーパキャマラード 牝2黒鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 474＋ 41：09．1 2．3�
11 ヴァニラアイス 牝2鹿 54 松若 風馬�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 432－101：09．31� 3．1�
33 スタークォーツ 牝2青鹿 54

53 ☆荻野 極輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 458± 01：09．72� 9．6�
55 カシノラウト 牡2鹿 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 490＋16 〃 ハナ 77．2�
22 キタノシャンシャン 牝2鹿 54 	島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 456＋ 41：10．01
 25．7�
66 パープルヌーン 牡2鹿 54 松山 弘平	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 21：10．32 3．4

（6頭）

売 得 金
単勝： 17，640，900円 複勝： 14，132，800円 枠連： 発売なし
馬連： 20，618，900円 馬単： 16，371，700円 ワイド： 10，741，400円
3連複： 24，042，400円 3連単： 77，539，500円 計： 181，087，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 130円 �� 210円 �� 250円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 176409 的中 � 63261（1番人気）
複勝票数 計 141328 的中 � 46280（1番人気）� 38087（2番人気）
馬連票数 計 206189 的中 �� 53476（1番人気）
馬単票数 計 163717 的中 �� 24225（1番人気）
ワイド票数 計 107414 的中 �� 27606（1番人気）�� 10942（4番人気）�� 8665（5番人気）
3連複票数 計 240424 的中 ��� 41774（2番人気）
3連単票数 計 775395 的中 ��� 33599（5番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．1―11．5―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．1―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 1（2，3）（4，6）5 4 ・（1，2，3）（4，5，6）

勝馬の
紹 介

オーパキャマラード �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．15 中京3着

2016．3．29生 牝2黒鹿 母 クロワラモー 母母 メ ジ ェ ー ル 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ヴァニラアイス号の騎手松若風馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

22014 7月29日 曇 良 （30小倉2）第2日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時30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

46 ノボリレーヴ 牝3鹿 54 �島 良太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 446－ 2 59．6 42．0�
57 ドストライク 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 508± 0 59．91� 10．9�

11 ウェーブガイア 牝3栗 54 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450＋ 6 〃 アタマ 5．7�
34 タマモカプチーノ 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 488＋ 2 〃 クビ 21．9�
45 ビーコンファイヤー 牝3青鹿54 幸 英明鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 462± 01：00．53	 33．1�
58 キャンディソング 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 458＋101：00．6クビ 7．1	

22 ミルトシャトル 牡3栗 56 武 豊永山 勝敏氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 464＋ 2 〃 ハナ 1．8

814 シティーポップ 牝3鹿 54 浜中 俊山本 剛史氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 442－ 8 〃 クビ 9．9�
813 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 426± 01：00．81
 216．6�
33 ピ ワ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 440－ 21：00．9	 262．0�
69 リネンスイープ 牝3芦 54 松山 弘平戸山 光男氏 坂口 正則 日高 前川 義則 424＋201：01．32	 48．3�
711 ペイシャモン 牝3青鹿54 松若 風馬北所 直人氏 坂口 正則 様似 髙村 伸一 478－ 4 〃 クビ 23．7�
610 ハンズヘイロー 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也永山 勝敏氏 藤沢 則雄 新ひだか 川端 英幸 472－ 41：01．4� 40．5�
712 タンドルマン 牝3鹿 54

52 △川又 賢治吉田 和美氏 松下 武士 平取 坂東牧場 434－141：01．5クビ 163．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，298，800円 複勝： 32，897，700円 枠連： 9，205，300円
馬連： 42，819，300円 馬単： 22，651，100円 ワイド： 29，238，100円
3連複： 59，291，000円 3連単： 81，210，300円 計： 303，611，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，200円 複 勝 � 750円 � 310円 � 230円 枠 連（4－5） 3，130円

馬 連 �� 14，880円 馬 単 �� 34，590円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 2，970円 �� 930円

3 連 複 ��� 24，920円 3 連 単 ��� 250，540円

票 数

単勝票数 計 262988 的中 � 5009（10番人気）
複勝票数 計 328977 的中 � 9874（9番人気）� 28487（4番人気）� 42493（2番人気）
枠連票数 計 92053 的中 （4－5） 2276（11番人気）
馬連票数 計 428193 的中 �� 2229（36番人気）
馬単票数 計 226511 的中 �� 491（76番人気）
ワイド票数 計 292381 的中 �� 2863（27番人気）�� 2481（30番人気）�� 8355（9番人気）
3連複票数 計 592910 的中 ��� 1784（68番人気）
3連単票数 計 812103 的中 ��� 235（538番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．1―47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボリレーヴ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．8 京都8着

2015．5．10生 牝3鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ハンズヘイロー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ビーコンファイヤー号の騎手幸英明は，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。
〔調教再審査〕 ハンズヘイロー号は，発走調教再審査。
※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 キクノエスペルト号・クリノカーロ号・サンライズアイドル号・スコータイ号

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２日



22015 7月29日 小雨 良 （30小倉2）第2日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

510 スマートレイブン 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 池江 泰寿 新ひだか 静内山田牧場 460± 01：59．1 10．9�
23 マジックバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 448－ 41：59．63 5．5�
59 レッドアルジーヌ 牝3芦 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 446± 0 〃 ハナ 6．2�
713 ワイプティアーズ 牡3栗 56 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 508－ 81：59．7� 3．9�
611 スパーダドーロ �3栗 56

54 △川又 賢治 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 424－122：00．01� 12．4	
24 クェスタボルタ 牝3黒鹿54 幸 英明幅田 昌伸氏 中竹 和也 浦河 有限会社

吉田ファーム 438－10 〃 ハナ 37．6

612 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿56 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 2 〃 ハナ 36．9�
35 カ リ マ �3鹿 56

54 △富田 暁前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488－ 42：00．1� 4．2�

12 ゴッドブレイク 牡3栗 56 藤懸 貴志阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 550＋102：00．31� 17．2
815 マイティバローズ 牡3青鹿56 高倉 稜猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 438－ 82：00．72� 94．6�
11 ラガースパーブ 牡3鹿 56 国分 優作奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 豊郷牧場 442－ 22：00．8� 211．3�
714 キ ャ ン ド ゥ 牡3栗 56 松若 風馬中辻 明氏 大久保龍志 新冠 石郷岡 雅樹 422± 0 〃 ハナ 87．8�
48 シャイニインパクト 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440＋ 82：01．01� 86．6�
816 サンライズセイハ 牡3鹿 56 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 464－ 42：01．32 57．4�
36 イッツパーフェクト �3鹿 56 	島 克駿中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 516＋ 42：02．89 13．7�
47 シゲルニンニク 牡3鹿 56 岡田 祥嗣森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456＋ 6 〃 ハナ 219．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，090，600円 複勝： 35，125，500円 枠連： 11，554，500円
馬連： 46，266，300円 馬単： 20，368，400円 ワイド： 32，741，000円
3連複： 69，494，300円 3連単： 75，952，000円 計： 315，592，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 270円 � 180円 � 210円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，110円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 35，870円

票 数

単勝票数 計 240906 的中 � 17635（5番人気）
複勝票数 計 351255 的中 � 29777（5番人気）� 54363（2番人気）� 43929（4番人気）
枠連票数 計 115545 的中 （2－5） 10715（4番人気）
馬連票数 計 462663 的中 �� 14899（9番人気）
馬単票数 計 203684 的中 �� 2989（19番人気）
ワイド票数 計 327410 的中 �� 8996（9番人気）�� 7455（12番人気）�� 12582（6番人気）
3連複票数 計 694943 的中 ��� 9943（14番人気）
3連単票数 計 759520 的中 ��� 1535（111番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．2―12．3―12．2―12．2―12．1―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―34．6―46．8―59．1―1：11．3―1：23．5―1：35．6―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートレイブン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．3．24 中京13着

2015．5．7生 牡3鹿 母 レディオーキッド 母母 レ デ ィ イ ン 5戦1勝 賞金 5，750，000円

22016 7月29日 小雨 良 （30小倉2）第2日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

47 ローズベリル 牝3黒鹿 54
52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：47．6 6．3�

24 スパニッシュフライ 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也�協和牧場 藤沢 則雄 新冠 協和牧場 460－101：47．7� 11．1�

510 ヒデノトパーズ 牝3黒鹿54 浜中 俊大石 秀夫氏 庄野 靖志 浦河 グラストレーニ
ングセンター 448－ 61：47．91 20．3�

23 アレグレメンテ 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 8 〃 アタマ 12．6�

48 クロフネプリンセス 牝3栗 54
53 ☆義 英真サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430＋ 41：48．11� 71．1�
713 ゴールドインレイ 牝3芦 54 太宰 啓介副島 義久氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 464－141：48．2クビ 109．8	
815 アドマイヤビート 牝3鹿 54 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－10 〃 クビ 3．8

11 ヴィンテージパール 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 01：48．73 88．3�
611 クレスコハイジ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム 442－101：48．8� 216．4
12 ウォーターロゼッタ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極山岡 良一氏 吉村 圭司 浦河 畔高牧場 412－221：48．9クビ 152．5�
714 リーザファビュラス 牝3黒鹿54 高田 潤野田 善己氏 湯窪 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 6 〃 クビ 228．2�
35 ナンゴクユメネット 牝3栗 54 松山 弘平渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 454＋ 21：49．21� 3．8�
612 クリノヘプバーン 牝3鹿 54 藤懸 貴志栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 北俣 牧夫 476± 0 〃 ハナ 378．1�
816 カ ラ レ イ ア 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 アタマ 4．7�
36 ア デ ル 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 21：50．9大差 24．6�
59 ローブレガリア 牝3栗 54 松若 風馬 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B486± 01：51．43 20．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，867，000円 複勝： 39，611，700円 枠連： 15，484，900円
馬連： 49，922，000円 馬単： 23，666，200円 ワイド： 36，280，100円
3連複： 70，075，000円 3連単： 84，899，500円 計： 350，806，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 280円 � 340円 � 500円 枠 連（2－4） 2，260円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 7，710円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 2，520円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 28，750円 3 連 単 ��� 129，850円

票 数

単勝票数 計 308670 的中 � 39091（4番人気）
複勝票数 計 396117 的中 � 40368（4番人気）� 30647（5番人気）� 19145（7番人気）
枠連票数 計 154849 的中 （2－4） 5294（9番人気）
馬連票数 計 499220 的中 �� 7860（20番人気）
馬単票数 計 236662 的中 �� 2301（31番人気）
ワイド票数 計 362801 的中 �� 5120（20番人気）�� 3698（29番人気）�� 3074（33番人気）
3連複票数 計 700750 的中 ��� 1828（80番人気）
3連単票数 計 848995 的中 ��� 474（395番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．3―13．1―12．8―12．8―13．0―13．2―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―28．9―42．0―54．8―1：07．6―1：20．6―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．0
1
3
4（7，6）16，5（14，10）8，15，9，1，2－（11，12）3，13
4，7（5，6，16）（10，3）8（14，13，15）9，1，11（2，12）

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

勝馬の
紹 介

ローズベリル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．7．2 中京9着

2015．1．24生 牝3黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ローブレガリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ローブレガリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年8月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロイヤルソード号



22017 7月29日 小雨 良 （30小倉2）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右）

九州産馬，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

48 コチョウジュニア 牡2芦 54
53 ☆荻野 極鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 452 ―1：10．9 10．0�

24 テイエムアイガテ 牝2鹿 54
52 △川又 賢治竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 454 ―1：11．11� 2．5�

816 テイエムウンマカ 牝2黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 418 ―1：11．41� 3．7�
714 テイエムヨカンゲナ 牡2栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 438 ―1：11．82� 46．0�
36 コウザンハリマオ 牡2黒鹿 54

53 ☆義 英真山下 良子氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 478 ―1：12．22� 47．1�
611 ヤマサカタッシャ 牝2青鹿54 国分 優作新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 松元 忍 398 ― 〃 ハナ 47．8�
59 カシノウィング 牡2鹿 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 476 ― 〃 ハナ 145．9	
815 カシノティーダ 牝2青鹿 54

51 ▲西村 淳也柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 478 ―1：12．3� 16．2

510 カラクニチャーリー 牡2栗 54 柴田 未崎杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 416 ― 〃 クビ 171．5�
35 スカートフワリ 牝2黒鹿54 �島 良太 �アフロin El Paso 岡田 稲男 熊本 ストームファーム

コーポレーション 410 ―1：12．72� 15．6
713 カシノグランプリ 牡2栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 458 ―1：13．76 109．2�
47 テイエムヒッパシレ 牡2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 462 ―1：13．91� 25．0�
12 テイエムノサッタ 牝2黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 446 ―1：14．0クビ 8．1�
11 カシノメルシー 牝2鹿 54 太宰 啓介柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 本田 土寿 484 ―1：14．85 127．6�
612 ウ マ カ モ ン 牡2鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 490 ―1：17．0大差 27．8�
23 カシノグルー 牡2黒鹿54 �島 克駿柏木 務氏 加藤 和宏 熊本 ストームファーム

コーポレーション 454 ―1：21．3大差 118．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，862，600円 複勝： 26，503，500円 枠連： 12，967，500円
馬連： 39，711，900円 馬単： 20，270，900円 ワイド： 26，572，900円
3連複： 55，424，000円 3連単： 68，142，900円 計： 276，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 200円 � 120円 � 140円 枠 連（2－4） 1，020円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 530円 �� 530円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 14，300円

票 数

単勝票数 計 268626 的中 � 22503（4番人気）
複勝票数 計 265035 的中 � 24809（4番人気）� 68330（1番人気）� 52631（2番人気）
枠連票数 計 129675 的中 （2－4） 9765（3番人気）
馬連票数 計 397119 的中 �� 18864（5番人気）
馬単票数 計 202709 的中 �� 3496（16番人気）
ワイド票数 計 265729 的中 �� 11525（3番人気）�� 11524（4番人気）�� 36751（1番人気）
3連複票数 計 554240 的中 ��� 25120（3番人気）
3連単票数 計 681429 的中 ��� 3453（33番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―11．9―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．6―47．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コチョウジュニア �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．3．17生 牡2芦 母 コチョウサン 母母 ファインセイコー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 カシノウィング号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウマカモン号・カシノグルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月29日

まで平地競走に出走できない。

22018 7月29日 小雨 良 （30小倉2）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50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

44 アーデントリー 牡2鹿 54 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 436 ―1：10．4 18．7�
33 ビーチハピネス 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 444 ― 〃 ハナ 15．1�
11 ファストアズエバー 牝2芦 54 浜中 俊 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 442 ―1：10．5� 2．6�
77 ベストクィーン 牝2栗 54 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420 ―1：10．6� 43．1�
55 パ ド カ ト ル 牡2鹿 54 松山 弘平今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 444 ― 〃 ハナ 3．0�
22 ア シ ャ カ ド 牡2黒鹿54 幸 英明吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 488 ―1：10．7� 16．4	
88 カレンソナーレ 牝2鹿 54

52 △川又 賢治鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414 ―1：11．33� 9．5

66 ハイリミットゾーン 牡2栗 54 武 豊�KTレーシング 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 438 ―1：11．51� 5．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，041，500円 複勝： 23，833，700円 枠連： 発売なし
馬連： 39，798，700円 馬単： 21，768，600円 ワイド： 22，567，400円
3連複： 40，889，400円 3連単： 86，412，100円 計： 266，311，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 360円 � 260円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 16，220円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 760円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 41，680円

票 数

単勝票数 計 310415 的中 � 14095（7番人気）
複勝票数 計 238337 的中 � 13008（7番人気）� 20898（5番人気）� 63309（1番人気）
馬連票数 計 397987 的中 �� 4850（21番人気）
馬単票数 計 217686 的中 �� 1006（45番人気）
ワイド票数 計 225674 的中 �� 3514（21番人気）�� 7745（11番人気）�� 9213（9番人気）
3連複票数 計 408894 的中 ��� 6834（20番人気）
3連単票数 計 864121 的中 ��� 1503（149番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．1―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―34．9―47．0―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーデントリー �

父 エイシンフラッシュ �


母父 リ ン カ ー ン 初出走

2016．3．28生 牡2鹿 母 パ リ ュ ー ル 母母 パリスセイリュウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



22019 7月29日 小雨 良 （30小倉2）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：40．9

不良
重

48 イシュトヴァーン 牡3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：44．8 1．5�
59 スズカガルチ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B520＋ 4 〃 ハナ 6．4�
36 � メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486± 01：45．97 8．5�
24 シゲルマツタケ 牝3栗 52 国分 優作森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 446＋101：46．32� 189．3�
23 ミスズフリオーソ 牡3栗 54

52 △川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 484＋ 2 〃 クビ 23．1�
612 セレブレイトソング �6栗 57 	島 克駿 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B490＋ 41：46．4
 103．8	
11 � ワンダーラジャ 牡4栗 57 藤懸 貴志山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 496－ 61：46．5クビ 40．3

35 マ リ オ 牡3鹿 54 浜中 俊サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 488－ 6 〃 クビ 25．0�
816 キングレイスター 牡4鹿 57

55 △富田 暁伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B492＋101：47．13� 51．3�
815� メイショウハチク 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 464＋ 4 〃 クビ 191．9
713� モズフレミントン 牡4鹿 57 田中 健 �キャピタル・システム 森田 直行 日高 目黒牧場 466＋ 21：47．84 52．3�
510 バ リ キ 牡6栗 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム B458＋ 21：48．43� 27．9�
12 イイコトズクシ 牡3鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 488＋ 61：48．82� 14．6�
714 ロッキーバローズ 牡4鹿 57 川須 栄彦猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 516－ 51：49．11
 69．2�
47 メイショウテンモン 牡3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 516＋121：52．5大差 20．0�

（15頭）
611 フュージョンロック 牡4栗 57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，195，100円 複勝： 37，080，900円 枠連： 16，292，600円
馬連： 29，972，900円 馬単： 15，362，200円 ワイド： 25，795，400円
3連複： 34，856，200円 3連単： 48，901，400円 計： 236，456，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（4－5） 630円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 差引計 281951（返還計 77574） 的中 � 144827（1番人気）
複勝票数 差引計 370809（返還計103766） 的中 � 153455（1番人気）� 48581（2番人気）� 30270（3番人気）
枠連票数 差引計 162926（返還計 890） 的中 （4－5） 19847（2番人気）
馬連票数 差引計 299729（返還計307228） 的中 �� 39596（1番人気）
馬単票数 差引計 153622（返還計148686） 的中 �� 15667（1番人気）
ワイド票数 差引計 257954（返還計165002） 的中 �� 26339（1番人気）�� 22125（2番人気）�� 9263（6番人気）
3連複票数 差引計 348562（返還計497013） 的中 ��� 22375（1番人気）
3連単票数 差引計 489014（返還計790355） 的中 ��� 10279（1番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．5―12．9―12．1―12．7―13．1―12．6―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．2―42．1―54．2―1：06．9―1：20．0―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．9
1
3
8，10，6（4，3，7，15）（2，16）（9，14）－13，5，12－1
8，10（6，3，15，16）（4，9）7，14（12，13）（2，1，5）

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

勝馬の
紹 介

イシュトヴァーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．12．17 阪神5着

2015．2．12生 牡3鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 5戦2勝 賞金 15，000，000円
〔競走除外〕 フュージョンロック号は，馬場入場後に疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 メイショウテンモン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウテンモン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年8月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マルカノカガヤキ号

22020 7月29日 小雨 良 （30小倉2）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・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
1：06．5
1：06．5

良
良

47 ファミーユボヌール 牝4黒鹿55 �島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 462＋101：07．8 6．3�
23 フ ナ ウ タ 牝4栗 55 和田 竜二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 61：07．9� 2．3�
816 トウカイレーヌ 牝4青 55 武 豊内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 432＋ 61：08．11	 4．4�
36 ハトマークワルツ 牝4栗 55 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 434＋121：08．2� 21．0�
11 
 ワンダーアマービレ 牝4鹿 55 松若 風馬山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 456＋ 4 〃 ハナ 11．0�
714 メジェールスー 牝3鹿 52 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 454＋ 4 〃 クビ 19．3�
12 ディープアドラーレ 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442－ 4 〃 クビ 167．9	
713 フラウティスタ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極 
シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 438± 01：08．3� 23．0�
510 ゼーリムニル 牝5鹿 55 高田 潤一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 482－ 41：08．51	 305．1�
815 タイムレスメロディ 牝5鹿 55

53 △川又 賢治 
シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 428＋20 〃 クビ 42．0
817 ア オ ア ラ シ 牝4黒鹿55 国分 優作松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 456＋ 61：08．6� 115．2�
24 クールファンタジー 牝4黒鹿55 幸 英明川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 460－ 8 〃 ハナ 102．4�
611 ナタリーバローズ 牝5鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 456－141：08．81	 12．7�
612 ケ ワ ロ ス 牝3鹿 52 浜中 俊ニッシンレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 420－101：08．9クビ 21．4�
59 シーサイドロマンス 牝3鹿 52 高倉 稜吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋141：09．22 43．0�
35 プライムチョイス 牝3鹿 52 太宰 啓介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 426－ 31：09．73 174．4�

（16頭）
48 フェールデュビアン 牝3鹿 52

50 △富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 456＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，684，600円 複勝： 45，768，600円 枠連： 20，331，200円
馬連： 58，441，400円 馬単： 23，864，500円 ワイド： 39，701，900円
3連複： 70，617，600円 3連単： 83，691，700円 計： 375，101，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 120円 � 160円 枠 連（2－4） 440円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 290円 �� 610円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 差引計 326846（返還計 65840） 的中 � 41382（3番人気）
複勝票数 差引計 457686（返還計 79963） 的中 � 59762（3番人気）� 123425（1番人気）� 67656（2番人気）
枠連票数 差引計 203312（返還計 7459） 的中 （2－4） 35516（1番人気）
馬連票数 差引計 584414（返還計235641） 的中 �� 62099（2番人気）
馬単票数 差引計 238645（返還計 92638） 的中 �� 10300（4番人気）
ワイド票数 差引計 397019（返還計143262） 的中 �� 36360（1番人気）�� 14989（5番人気）�� 34013（2番人気）
3連複票数 差引計 706176（返還計424410） 的中 ��� 42939（1番人気）
3連単票数 差引計 836917（返還計532522） 的中 ��� 8561（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．4―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファミーユボヌール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2016．10．16 新潟3着

2014．4．20生 牝4黒鹿 母 レッドルンバ 母母 Rumba Azul 18戦3勝 賞金 39，050，000円
〔競走除外〕 フェールデュビアン号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，疾病〔鼻部挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻5分遅延。
〔制裁〕 フェールデュビアン号の騎手富田暁は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フェールデュビアン号は，平成30年7月30日から平成30年8月28日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。



22021 7月29日 雨 稍重 （30小倉2）第2日 第9競走 ��
��1，700�

ひびきなだ

響 灘 特 別
発走14時25分 （ダート・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

68 テルペリオン 牡4栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 516＋ 21：44．6 2．2�
812 フィールドセンス 牡4鹿 57 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 528＋ 41：44．92 5．4�
33 ホーリーブレイズ 牡4鹿 57 高倉 稜村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 472＋ 81：45．11 29．9�
44 ナンヨープルートー 牡4鹿 57 太宰 啓介中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 512＋101：45．31� 26．5�
22 ケルティックソード 牡5栗 57 富田 暁吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B496＋141：45．4クビ 14．1�
67 タイセイスペリオル 牡5鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 470－ 41：45．72 30．7	
11 オペラハット 牡7鹿 57 川又 賢治小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 464＋ 81：45．91	 73．2

79 
 アンナペレンナ 牝5芦 55 松山 弘平中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 540＋241：46．22 12．3�
56 セータコローナ 牝5鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 496＋ 81：46．51� 19．4�
55 シーリーヴェール 牡7青鹿57 和田 竜二 社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 480－ 21：46．82 68．4�
710 ゼンノワスレガタミ 牡4鹿 57 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 B466－ 21：47．01	 3．6�
811 カシノランペイジ 牡3黒鹿54 �島 克駿柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 508＋ 81：47．31� 286．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，580，600円 複勝： 54，546，500円 枠連： 16，805，500円
馬連： 86，283，500円 馬単： 38，640，000円 ワイド： 51，700，900円
3連複： 110，786，400円 3連単： 168，362，800円 計： 564，706，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 150円 � 460円 枠 連（6－8） 560円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 260円 �� 700円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 7，800円

票 数

単勝票数 計 375806 的中 � 135698（1番人気）
複勝票数 計 545465 的中 � 180823（1番人気）� 89311（3番人気）� 17774（9番人気）
枠連票数 計 168055 的中 （6－8） 23164（2番人気）
馬連票数 計 862835 的中 �� 119965（2番人気）
馬単票数 計 386400 的中 �� 34290（2番人気）
ワイド票数 計 517009 的中 �� 59305（2番人気）�� 17790（6番人気）�� 7081（19番人気）
3連複票数 計1107864 的中 ��� 28601（10番人気）
3連単票数 計1683628 的中 ��� 15647（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．5―42．3―54．8―1：06．9―1：19．3―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テルペリオン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．1 阪神5着

2014．3．12生 牡4栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 14戦4勝 賞金 65，055，000円

22022 7月29日 雨 良 （30小倉2）第2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，29．7．29以降30．7．22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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

57 タイセイアプローズ 牡6鹿 55 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 484－ 41：47．3 13．7�
813 レッドアルティスタ �6鹿 53 松若 風馬 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：47．51 34．1�
33 チカノワール 牝4鹿 52 武 豊 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 6 〃 クビ 6．3�
44 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 53 田中 健土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 502－ 8 〃 ハナ 23．3�
68 � スリーマキシマム 牡7鹿 53 義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 506＋ 81：47．6	 47．6	
711 インビジブルレイズ 牡4鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 470－ 2 〃 クビ 4．0

812 ロードスター 牡5栗 54 荻野 極ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 41：47．7クビ 4．1�
45 ミヤジユウダイ 牡4鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 540＋ 4 〃 クビ 8．0�
22 � ミトノグラス 牡5鹿 53 
島 克駿ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 484± 01：47．91� 9．4
11 レッドカイザー �7黒鹿54 幸 英明 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 478－ 21：48．21	 23．0�
69 � エアシーラン 牡6黒鹿51 藤懸 貴志村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 488＋ 61：48．73 39．5�
56 メイショウオオゼキ �8鹿 52 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B488－ 61：49．33� 173．4�
710 トレジャートローヴ 牡5芦 56 富田 暁吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：49．4� 7．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，182，400円 複勝： 60，805，900円 枠連： 24，282，000円
馬連： 119，830，100円 馬単： 46，113，100円 ワイド： 66，853，300円
3連複： 163，929，200円 3連単： 210，834，800円 計： 734，830，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 500円 � 920円 � 260円 枠 連（5－8） 4，050円

馬 連 �� 35，310円 馬 単 �� 62，760円

ワ イ ド �� 7，300円 �� 1，940円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 54，350円 3 連 単 ��� 292，820円

票 数

単勝票数 計 421824 的中 � 24618（7番人気）
複勝票数 計 608059 的中 � 30653（7番人気）� 15543（11番人気）� 70871（3番人気）
枠連票数 計 242820 的中 （5－8） 4645（17番人気）
馬連票数 計1198301 的中 �� 2630（60番人気）
馬単票数 計 461131 的中 �� 551（121番人気）
ワイド票数 計 668533 的中 �� 2327（61番人気）�� 9024（24番人気）�� 6157（35番人気）
3連複票数 計1639292 的中 ��� 2262（150番人気）
3連単票数 計2108348 的中 ��� 522（795番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．2―11．7―11．7―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―48．7―1：00．4―1：12．1―1：23．8―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイアプローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．10．26 京都1着

2012．2．18生 牡6鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン 35戦4勝 賞金 95，714，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



22023 7月29日 雨 稍重 （30小倉2）第2日 第11競走 ��
��1，200�

さ せ ぼ

佐世保ステークス
発走15時35分 （芝・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

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

812 オールポッシブル 牝4鹿 55 荻野 極�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 492－ 61：08．6 7．8�
56 ブラッククローバー 牡6黒鹿57 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488＋ 21：08．7� 5．5�
710 スマートグレイス 牝6栗 55 幸 英明大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 482± 0 〃 ハナ 11．6�
57 パーリオミノル 牝5鹿 55 	島 克駿吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 6 〃 アタマ 13．3�
69 ゲンキチハヤブサ 
6栗 57 	島 良太荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 480＋ 81：08．8� 136．7�
68 レインボーフラッグ 牡5鹿 57 武 豊 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 アタマ 3．2	
44 スカイパッション 牝6栗 55 川須 栄彦小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 456－ 61：08．9� 19．9

22 ニシオボヌール 
6黒鹿57 高田 潤三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 488＋ 21：09．11� 24．5�
33 オーヴィレール 牝5芦 55 和田 竜二下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 482＋ 61：09．31� 5．0
11 コーディエライト 牝3栗 52 松若 風馬�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 17．2�
45 スノーエンジェル 牝6芦 55 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 450－101：09．4� 11．3�
813 レッドリーガル 牡6鹿 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B504＋ 41：09．82� 38．8�
711 メイショウブイダン 牡7鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B468－ 2 〃 クビ 93．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，032，400円 複勝： 71，059，600円 枠連： 38，179，100円
馬連： 204，620，200円 馬単： 79，233，400円 ワイド： 90，855，100円
3連複： 290，121，900円 3連単： 411，374，000円 計： 1，244，475，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 310円 � 190円 � 340円 枠 連（5－8） 1，590円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，600円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，820円 3 連 単 ��� 47，520円

票 数

単勝票数 計 590324 的中 � 60173（4番人気）
複勝票数 計 710596 的中 � 56889（4番人気）� 110991（3番人気）� 49778（5番人気）
枠連票数 計 381791 的中 （5－8） 18529（8番人気）
馬連票数 計2046202 的中 �� 55863（10番人気）
馬単票数 計 792334 的中 �� 9610（25番人気）
ワイド票数 計 908551 的中 �� 23303（12番人気）�� 14264（23番人気）�� 25698（9番人気）
3連複票数 計2901219 的中 ��� 27824（25番人気）
3連単票数 計4113740 的中 ��� 6275（150番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―45．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 ・（12，10）（6，9）（2，3）7，11（1，5，4，13）8 4 12，10（6，9）3（2，7）（5，11）（1，4）（8，13）

勝馬の
紹 介

オールポッシブル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．6生 牝4鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 15戦5勝 賞金 75，551，000円
［他本会外：1戦0勝］

22024 7月29日 雨 稍重 （30小倉2）第2日 第12競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

66 シャルルマーニュ 牡3鹿 54
52 △富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 478± 01：48．4 8．5�
11 アイスバブル 牡3芦 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452＋181：49．25 8．4�
22 ショウナンサスケ 牡5鹿 57 和田 竜二国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 468－ 61：49．3クビ 4．8�
44 インターセクション 牡3栗 54 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋141：49．4� 7．4�
89 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 �島 克駿前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：50．14 16．1�
77 ミ ア グ ア 牝3青鹿52 太宰 啓介五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 454＋181：50．63 3．6	
88 ミエノインパルス 牡4栗 57

55 △川又 賢治里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B488＋ 61：51．45 94．5

55 フォースフィールド 牡6黒鹿57 国分 優作岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 442± 01：51．72 184．7�
33 メイショウモウコ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502＋ 81：51．8クビ 3．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 69，873，000円 複勝： 57，620，500円 枠連： 19，306，400円
馬連： 121，204，400円 馬単： 63，746，500円 ワイド： 65，189，000円
3連複： 147，977，800円 3連単： 311，846，800円 計： 856，764，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 230円 � 210円 枠 連（1－6） 4，270円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 740円 �� 550円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 43，960円

票 数

単勝票数 計 698730 的中 � 65216（6番人気）
複勝票数 計 576205 的中 � 66506（4番人気）� 65606（5番人気）� 73432（3番人気）
枠連票数 計 193064 的中 （1－6） 3499（19番人気）
馬連票数 計1212044 的中 �� 23556（17番人気）
馬単票数 計 637465 的中 �� 6102（33番人気）
ワイド票数 計 651890 的中 �� 15156（18番人気）�� 22581（13番人気）�� 31409（7番人気）
3連複票数 計1479778 的中 ��� 19608（25番人気）
3連単票数 計3118468 的中 ��� 5142（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．6―47．3―59．2―1：11．4―1：23．6―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
3，6，8，2（1，7）－9，4，5・（3，6）（2，1，7）8－（9，4）＝5

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

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3鹿 母 エイブルアロー 母母 カネヤマシカダ 9戦2勝 賞金 31，083，000円
※出走取消馬 チカアレグレ号（疾病〔心房細動〕のため）

４レース目



（30小倉2）第2日 7月29日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 154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

199，570，000円
2，590，000円
21，130，000円
1，160，000円
21，350，000円
64，174，000円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
426，349，500円
498，986，900円
184，409，000円
859，489，600円
392，056，600円
498，236，500円
1，137，505，200円
1，709，167，800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 5，706，201，100円

総入場人員 8，390名 （有料入場人員 5，756名）
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