
22037 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

33 ルチアーナミノル 牝2鹿 54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 安平 ノーザンファーム 478－ 41：08．2 1．7�
22 ア ス カ リ 牡2栗 54 M．デムーロ�KTレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 496± 01：08．73 3．4�
810 ラ ミ エ ル 牝2鹿 54 松山 弘平桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 442＋ 41：08．8クビ 7．8�
67 ダンツキャッスル 牡2鹿 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482＋141：08．9� 11．6�
79 カネコメアサヒ 牡2栗 54 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 432＋ 21：09．11� 131．1�
11 デンコウミシオン 牝2黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 428－ 41：09．42 41．1	
66 ジョートラジャ 牡2芦 54 �島 克駿上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 528＋101：09．61� 37．8

55 サ ル ー ス 牝2鹿 54

52 △川又 賢治鈴木 照雄氏 加用 正 新冠 松浦牧場 422－ 81：09．81� 49．8�
78 アイファープライス 牝2鹿 54 秋山真一郎中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 414＋ 6 〃 アタマ 264．3�
44 ドストエフスキー 牡2鹿 54

51 ▲服部 寿希三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ
ファーム 440＋ 21：10．01 184．7

811 メイショウペルム 牝2鹿 54
51 ▲西村 淳也松本 好�氏 本田 優 浦河 近藤牧場 468－ 21：10．1� 241．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，676，700円 複勝： 68，452，800円 枠連： 7，292，700円
馬連： 34，439，000円 馬単： 23，354，500円 ワイド： 25，555，900円
3連複： 49，831，700円 3連単： 102，693，400円 計： 333，296，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 100円 � 120円 枠 連（2－3） 210円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 110円 �� 160円 �� 200円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 810円

票 数

単勝票数 計 216767 的中 � 107072（1番人気）
複勝票数 計 684528 的中 � 525710（1番人気）� 62294（2番人気）� 36130（3番人気）
枠連票数 計 72927 的中 （2－3） 26901（1番人気）
馬連票数 計 344390 的中 �� 131916（1番人気）
馬単票数 計 233545 的中 �� 52521（1番人気）
ワイド票数 計 255559 的中 �� 82723（1番人気）�� 34663（2番人気）�� 22867（3番人気）
3連複票数 計 498317 的中 ��� 114858（1番人気）
3連単票数 計1026934 的中 ��� 91298（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．3―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．3
3 3，9（2，5，11）（6，10）（8，7）1，4 4 ・（3，9）－2，5（6，11，10）（8，7）1，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルチアーナミノル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．7．14 中京2着

2016．4．9生 牝2鹿 母 シーザバッドガール 母母 Adversity 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22038 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4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

11 アンティグラビティ 牝3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 474－ 2 59．0 19．7�
34 クリノカサット 牝3栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 442－ 2 〃 クビ 4．9�
610 ユーデモニクス 牡3青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 436－ 8 59．42� 15．4�
45 ナンクルナイサー 牝3栗 54 �島 克駿小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 454－ 2 59．61� 20．9�
46 ウォーターシドモア 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 462＋ 6 59．7� 18．4�
33 ノーボーダー 牡3栗 56 秋山真一郎林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 470－ 2 59．8� 7．2�
712 ミキノトムトム 牡3鹿 56 蛯名 正義谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 476－ 4 59．9クビ 24．3	
22 バトードラムール 牝3鹿 54 武 豊村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 454＋ 2 〃 クビ 6．2

813 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 浜中 俊布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496± 01：00．0クビ 25．8�
57 デスティニーレイ 牡3青鹿56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：00．85 3．9
814 サンライズアイドル 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 492± 01：01．01� 186．0�
711 グラスジャンヌ 牝3黒鹿 54

52 △富田 暁�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 480＋141：01．1� 5．5�
58 クリノジョヴァンナ 牝3栗 54 �島 良太栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 中田 浩美 476＋ 81：01．2� 168．0�
69 クリノカーロ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 480＋101：01．62� 152．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，488，300円 複勝： 37，649，600円 枠連： 11，213，900円
馬連： 47，539，600円 馬単： 23，269，800円 ワイド： 33，990，200円
3連複： 73，689，200円 3連単： 87，730，500円 計： 339，571，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 470円 � 200円 � 340円 枠 連（1－3） 2，910円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 8，340円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 3，130円 �� 770円

3 連 複 ��� 12，220円 3 連 単 ��� 74，650円

票 数

単勝票数 計 244883 的中 � 9916（8番人気）
複勝票数 計 376496 的中 � 18364（8番人気）� 57335（2番人気）� 27070（6番人気）
枠連票数 計 112139 的中 （1－3） 2986（14番人気）
馬連票数 計 475396 的中 �� 10490（13番人気）
馬単票数 計 232698 的中 �� 2091（35番人気）
ワイド票数 計 339902 的中 �� 6745（15番人気）�� 2692（43番人気）�� 11722（7番人気）
3連複票数 計 736892 的中 ��� 4520（46番人気）
3連単票数 計 877305 的中 ��� 852（288番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―34．2―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．4
3 ・（1，4）（6，11）5（3，9）（8，12，14）7，10，13－2 4 ・（1，4）（5，6，11）－3（8，12）9（7，10）14，13，2

勝馬の
紹 介

アンティグラビティ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2018．7．22 中京5着

2015．4．10生 牝3黒鹿 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 2戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非当選馬） 2頭 スコータイ号・ロイヤルソード号

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４日



22039 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第3競走 ��
��1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

611 エイシンレーザー 牡3鹿 56 和田 竜二平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 480－ 61：46．2 2．9�
23 ランドヘルメース 牡3鹿 56 柴田 未崎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 492＋ 81：47．810 17．2�
713 サンライズアミーゴ 牡3芦 56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 B470－ 21：47．9� 5．5�
35 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿54 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 412± 01：48．0� 267．2�
59 クロスチェック 牡3鹿 56 川須 栄彦鈴木 康弘氏 作田 誠二 新ひだか 今 牧場 500－141：48．31� 97．1�
24 タイセイビスタ 牡3青鹿56 池添 謙一田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 6．7�
714 ゴールドホイッスル 牡3芦 56 北村 友一 	社台レースホース高野 友和 安平 追分ファーム 534＋121：48．61� 8．7

12 エポドスミノル 	3黒鹿56 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448＋181：49．45 42．4�
612
 アメリカンエース 牡3鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster 478－ 2 〃 クビ 10．4�
36 ガ ブ リ ヨ リ 牡3栗 56

54 △富田 暁中西 功氏 安田 翔伍 新ひだか 小河 豊水 B484＋ 81：49．5� 247．3
11 フィアットルクス 牡3栗 56 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 476－ 61：49．6クビ 53．6�
816 ザクライングマシン 牡3栗 56 浜中 俊伊藤 信之氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482－ 21：50．34 4．8�
48 タマモキンバリー 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 424－ 81：50．72� 82．5�
510 ヒルノアルゲーロ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 526＋ 61：53．0大差 35．7�
815 ペプチドセマム 牝3黒鹿 54

52 △川又 賢治沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 436 ―1：53．21� 80．2�
（15頭）

47 ジオパークミューズ 牝3鹿 54
51 ▲西村 淳也小関 勝紀氏 西村 真幸 様似 髙村 伸一 412－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，840，300円 複勝： 43，593，600円 枠連： 15，332，900円
馬連： 48，494，800円 馬単： 24，584，200円 ワイド： 35，931，900円
3連複： 73，946，500円 3連単： 90，428，200円 計： 364，152，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 370円 � 210円 枠 連（2－6） 600円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 690円 �� 410円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 差引計 318403（返還計 441） 的中 � 85616（1番人気）
複勝票数 差引計 435936（返還計 644） 的中 � 88560（1番人気）� 24168（7番人気）� 53840（4番人気）
枠連票数 差引計 153329（返還計 56） 的中 （2－6） 19552（3番人気）
馬連票数 差引計 484948（返還計 1906） 的中 �� 19395（8番人気）
馬単票数 差引計 245842（返還計 913） 的中 �� 5728（11番人気）
ワイド票数 差引計 359319（返還計 1745） 的中 �� 13261（8番人気）�� 24421（3番人気）�� 6038（20番人気）
3連複票数 差引計 739465（返還計 5131） 的中 ��� 12438（15番人気）
3連単票数 差引計 904282（返還計 5923） 的中 ��� 2845（75番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．3―13．0―12．6―12．5―12．8―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．4―42．4―55．0―1：07．5―1：20．3―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンレーザー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．4．8 阪神6着

2015．3．13生 牡3鹿 母 エーシンアマテラス 母母 Tennessee Girl 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走除外〕 ジオパークミューズ号は，馬場入場時に転倒し，疾病〔右臀部挫創〕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〕 ヒルノアルゲーロ号・ペプチドセマム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

9月5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 タマモストーム号・ディープエクセル号・トモジャオーサム号・メイショウシンバ号・レイデマー号・

レッドジョルト号

22040 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：08．5良

55 ラヴアンドポップ 牡5鹿 60 高田 潤ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480± 03：13．6 1．9�

66 メイショウタンヅツ 牡4鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 466－123：13．7� 11．8�
22 � ホシルミエール �5鹿 60 白浜 雄造永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 474＋ 63：14．44 4．3�
44 シゲルアミメキリン 牡4芦 60 植野 貴也森中 蕃氏 杉山 晴紀 小清水 千島北斗牧場 474－ 43：15．14 18．0�
88 インテグリティー 牡5鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 464± 03：15．52� 4．6�
77 ティーティクイーン 牝4鹿 58 熊沢 重文ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 458－ 43：18．0大差 37．0�
11 ライブリシュナイト 牡5鹿 60 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 486－ 4 （競走中止） 46．3	
33 ジャストドゥイング 牡6鹿 60 平沢 健治前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536－10 （競走中止） 8．6

（8頭）

売 得 金
単勝： 15，303，300円 複勝： 19，347，900円 枠連： 発売なし
馬連： 26，971，600円 馬単： 18，465，800円 ワイド： 15，332，400円
3連複： 33，820，000円 3連単： 82，482，400円 計： 211，723，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 300円 �� 180円 �� 550円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 153033 的中 � 61339（1番人気）
複勝票数 計 193479 的中 � 96674（1番人気）� 14778（4番人気）� 27968（2番人気）
馬連票数 計 269716 的中 �� 19873（4番人気）
馬単票数 計 184658 的中 �� 11767（4番人気）
ワイド票数 計 153324 的中 �� 12308（4番人気）�� 26741（1番人気）�� 5895（8番人気）
3連複票数 計 338200 的中 ��� 28289（2番人気）
3連単票数 計 824824 的中 ��� 16069（9番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 50．0－3F 37．0

コーナー
通過順位

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

�
�
・（4，6）（5，2）（8，1）7
6，5，4，2＝8－1＝7

勝馬の
紹 介

ラヴアンドポップ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Quiet American デビュー 2015．7．18 中京1着

2013．2．7生 牡5鹿 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 障害：5戦1勝 賞金 12，560，000円
〔競走中止〕 ジャストドゥイング号は，3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ライブリシュナイト号は，競走中に前進気勢を欠いたため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 メイショウタンヅツ号の騎手佐久間寛志は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔調教再審査〕 ライブリシュナイト号は，競走中に前進気勢を欠き，第8号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審査

〔平地調教を含む〕。



22041 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20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
1：46．9
1：45．6

良
良

815 ヴェロックス 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492 ―1：48．7 1．9�

816 プラネットアース 牡2鹿 54 松若 風馬吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：50．08 40．8�
35 サトノバリオス 牡2青 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 448 ―1：50．1� 3．7�
36 ウインアライバル 牡2栗 54

53 ☆荻野 極�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 440 ―1：50．2� 39．3�
611 リ ヴ ィ エ ラ 牡2鹿 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 502 ― 〃 クビ 206．3�
714 キラープレゼンス 牝2青鹿54 北村 友一 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502 ―1：50．3� 18．1

713 ジョウショームード 牡2黒鹿54 秋山真一郎熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 430 ―1：50．4� 120．5�
12 アイファーキャノン 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418 ―1：50．61	 473．2�
612 ベ イ コ ー ト 牝2鹿 54 池添 謙一中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 492 ― 〃 クビ 53．3
48 マイネルロッシュ 牡2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 432 ―1：50．81	 61．5�
11 ユンゲンハフト 牝2鹿 54 B．アヴドゥラ 藤田 好紀氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 468 ― 〃 クビ 26．1�

（豪）

510 イニティウム 牡2青鹿54 武 豊 	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 492 ―1：50．9クビ 6．2�

47 タガノカルーア 牝2黒鹿54 蛯名 正義八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460 ―1：51．22 205．9�

24 ミ ラ ー グ ロ 牡2黒鹿54 和田 竜二 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 浦河 谷口牧場 466 ―1：51．73 223．6�

59 タイセイモナーク 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 458 ―1：52．12� 27．7�
23 ブルベアコローレ 牡2鹿 54 川須 栄彦 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 的場牧場 482 ―1：52．2� 405．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，611，800円 複勝： 40，828，600円 枠連： 12，825，000円
馬連： 53，588，200円 馬単： 30，619，400円 ワイド： 35，234，400円
3連複： 73，355，400円 3連単： 104，534，200円 計： 399，597，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 370円 � 130円 枠 連（8－8） 1，850円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 700円 �� 210円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 486118 的中 � 211473（1番人気）
複勝票数 計 408286 的中 � 139987（1番人気）� 15703（7番人気）� 78131（2番人気）
枠連票数 計 128250 的中 （8－8） 5345（6番人気）
馬連票数 計 535882 的中 �� 20389（6番人気）
馬単票数 計 306194 的中 �� 10506（7番人気）
ワイド票数 計 352344 的中 �� 11512（7番人気）�� 54396（1番人気）�� 5544（16番人気）
3連複票数 計 733554 的中 ��� 22436（5番人気）
3連単票数 計1045342 的中 ��� 7363（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．7―49．3―1：01．9―1：14．3―1：26．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェロックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Monsun 初出走

2016．3．4生 牡2鹿 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 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。

22042 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

66 ディーブラッド 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422 ―1：09．2 3．9�

88 グレーフィンソニア 牝2黒鹿54 和田 竜二村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 478 ―1：09．62� 1．8�
11 ト シ エ 牝2栗 54 B．アヴドゥラ 仲山誉志夫氏 森 秀行 平取 北島牧場 458 ―1：09．81� 15．1�

（豪）

44 ニホンピロアメリア 牝2鹿 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 444 ―1：10．65 8．5�
33 ヤエノアカリ 牝2黒鹿 54

53 ☆義 英真柳田 英子氏 和田 雄二 伊達 高橋農場 420 ―1：11．34 97．4�
77 アイファーサクラ 牝2栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 400 ―1：11．61� 165．5	
55 ア イ ロ ニ ー 牝2鹿 54

52 △川又 賢治 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 424 ―1：11．7� 30．0


22 ラガーエタンセル 牝2鹿 54 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 日高大洋牧場 490 ―1：12．01� 6．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 38，887，200円 複勝： 30，484，600円 枠連： 発売なし
馬連： 34，926，600円 馬単： 25，864，900円 ワイド： 20，039，600円
3連複： 37，262，700円 3連単： 110，451，300円 計： 297，916，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 110円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 160円 �� 530円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 388872 的中 � 83664（2番人気）
複勝票数 計 304846 的中 � 44173（2番人気）� 167712（1番人気）� 16555（5番人気）
馬連票数 計 349266 的中 �� 107572（1番人気）
馬単票数 計 258649 的中 �� 25666（3番人気）
ワイド票数 計 200396 的中 �� 42122（1番人気）�� 7917（8番人気）�� 10966（6番人気）
3連複票数 計 372627 的中 ��� 24999（4番人気）
3連単票数 計1104513 的中 ��� 16752（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．5―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．1―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．6
3 ・（1，8）－4（3，6）＝（7，5）2 4 ・（1，8）－（4，6）－3＝（7，5）－2

勝馬の
紹 介

ディーブラッド �

父 ディープインパクト �


母父 Gone West 初出走

2016．4．9生 牝2鹿 母 グローリーブラッド 母母 Ski Dancer 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。



22043 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4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 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 マセラシオン 牝3黒鹿 54
52 △富田 暁 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：59．1 19．9�

714 ヒルトップパレス 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極吉田 勝己氏 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458＋ 61：59．52� 70．9�

817 エアハンコック 牝3鹿 54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 ハナ 4．6�
59 ポートフィリップ 牡3黒鹿56 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472± 01：59．6� 5．1�

（豪）

23 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 402＋ 8 〃 ハナ 17．6	
12 スパーダドーロ �3栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 424± 01：59．92 6．0

818 ウェーブスピリッツ 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 424＋ 42：00．11	 38．0�
35 アンチェイン 牡3黒鹿56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 478＋ 22：00．2クビ 42．5�
36 メイショウマンカイ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436± 0 〃 ハナ 15．3
715 プラチナアッシュ 牡3黒鹿 56

54 △川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 B496－ 82：00．41	 3．9�
47 ウインドエトワール 牝3鹿 54 幸 英明福原 正博氏 谷 潔 平取 川向高橋育

成牧場 458－ 2 〃 ハナ 12．0�
11 ココナッツスルー 牝3黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 448－102：00．5� 14．7�
611 アメージングハート 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 448－ 22：00．71� 220．4�
816 サツマノクロジョカ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 468＋ 22：01．65 71．5�
24 ローレルティーダ 牡3鹿 56 
島 良太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 442－ 62：01．7クビ 203．0�
510 サンライズタキオン 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 B488± 02：03．08 317．0�
48 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 熊沢 重文 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 船越牧場 434－ 42：03．53 274．9�
612 ヒロノイッセイ 牡3鹿 56 秋山真一郎サンエイ開発� 村山 明 新ひだか 安田 豊重 B510＋ 62：04．45 273．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，926，800円 複勝： 43，508，100円 枠連： 18，712，900円
馬連： 71，507，600円 馬単： 29，197，700円 ワイド： 45，790，700円
3連複： 101，110，000円 3連単： 114，389，900円 計： 458，143，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 470円 � 1，370円 � 210円 枠 連（7－7） 3，030円

馬 連 �� 30，830円 馬 単 �� 50，450円

ワ イ ド �� 5，760円 �� 2，270円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 101，510円 3 連 単 ��� 797，420円

票 数

単勝票数 計 339268 的中 � 13610（9番人気）
複勝票数 計 435081 的中 � 22813（7番人気）� 6958（13番人気）� 68345（1番人気）
枠連票数 計 187129 的中 （7－7） 4781（12番人気）
馬連票数 計 715076 的中 �� 1797（58番人気）
馬単票数 計 291977 的中 �� 434（114番人気）
ワイド票数 計 457907 的中 �� 2038（57番人気）�� 5285（26番人気）�� 1993（58番人気）
3連複票数 計1011100 的中 ��� 747（209番人気）
3連単票数 計1143899 的中 ��� 104（1416番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．5―12．2―12．2―12．2―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．5―47．0―59．2―1：11．4―1：23．6―1：35．5―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マセラシオン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．1．8 京都7着

2015．4．20生 牝3黒鹿 母 アペラシオン 母母 アンブロワーズ 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノイッセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月5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） 2頭 キラーチューン号・ヒルノオークランド号
（非抽選馬） 1頭 ナリノレッドスター号
※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。

22044 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4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
1：40．9

不良
重

22 ダノンプレシャス 牡5青鹿57 浜中 俊�ダノックス 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 B466＋ 21：45．4 15．2�
11 エイシンミサイル 牡5鹿 57 和田 竜二�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 508± 01：45．5� 9．8�
46 マルカノカガヤキ 牡4黒鹿57 �島 良太日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 506＋ 41：45．6� 49．5�
34 テイエムヨハネス 牡3栗 54 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 498－ 41：45．7� 10．9�
713 アドラメレク 牡4黒鹿57 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：46．23 7．4�
58 フォレストタウン 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 �川 啓一 514＋ 41：46．3クビ 15．6	
712 ケンシュナウザー 牡4栗 57

55 △富田 暁中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 464－ 41：46．4� 110．9


47 デイジーブリランテ 牝3黒鹿52 秋山真一郎�三嶋牧場 �島 一歩 浦河 三嶋牧場 458± 0 〃 クビ 6．5�
23 メトロポリス 牡4青鹿57 M．デムーロ堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 534＋ 21：46．5� 4．2
35 アロマティカス 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B460＋ 21：47．13� 112．6�
611 ジ ェ ニ シ ス 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B498－ 21：47．31 10．6�
（豪）

814 レッドヴェルサス 牡5鹿 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 512＋ 8 〃 クビ 123．6�
59 ハクサンペリー 牡3鹿 54

52 △川又 賢治河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 492± 0 〃 クビ 3．9�
815 スズカフェスタ 牡3栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 500＋ 21：47．51	 86．4�
610
 アウラマイスター 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也礒川 正明氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 508－ 61：47．6� 232．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，592，000円 複勝： 55，309，400円 枠連： 17，596，100円
馬連： 76，435，500円 馬単： 31，181，700円 ワイド： 51，751，800円
3連複： 108，236，700円 3連単： 125，709，600円 計： 506，812，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 370円 � 330円 � 1，040円 枠 連（1－2） 1，340円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 6，690円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 66，430円 3 連 単 ��� 299，800円

票 数

単勝票数 計 405920 的中 � 21320（8番人気）
複勝票数 計 553094 的中 � 40309（7番人気）� 47219（5番人気）� 12498（10番人気）
枠連票数 計 175961 的中 （1－2） 10160（5番人気）
馬連票数 計 764355 的中 �� 13651（21番人気）
馬単票数 計 311817 的中 �� 2424（44番人気）
ワイド票数 計 517518 的中 �� 10728（21番人気）�� 1962（49番人気）�� 2203（45番人気）
3連複票数 計1082367 的中 ��� 1222（151番人気）
3連単票数 計1257096 的中 ��� 304（730番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．3―13．0―12．3―12．4―12．5―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．2―43．2―55．5―1：07．9―1：20．4―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンプレシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．15 新潟7着

2013．3．11生 牡5青鹿 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 21戦3勝 賞金 37，240，000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。



22045 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第9競走 ��
��1，700�

あ お し ま

青 島 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：39．8
1：39．8

良
良

77 サ ラ キ ア 牝3鹿 52 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 446＋101：39．5レコード 1．5�
55 アバルラータ 牝4鹿 55 M．デムーロ安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 446＋ 41：40．13	 3．3�
22 ムーンザムーン 牝4鹿 55 松山 弘平林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 27．6�
44 トルネードアレイ 牡4黒鹿57 B．アヴドゥラ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 430－181：40．41
 17．5�

（豪）

89 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿55 国分 優作 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 424－ 81：40．5
 48．0	

66 ナリタゴールド �6鹿 57 富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 430± 01：40．71 41．5

11 ダイシンクイント 牡4黒鹿57 和田 竜二大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 478－ 3 〃 アタマ 61．2�
33 キーフラッシュ 牡3栗 54 幸 英明北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 474－ 41：40．91 80．3�
78 テイエムリボー 牡3青鹿54 浜中 俊竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 486＋ 41：41．32	 20．1
810 スターリーウォリア 牡3鹿 54 武 豊山口 正行氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 506＋ 21：42．15 14．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，848，600円 複勝： 104，182，700円 枠連： 13，898，100円
馬連： 73，067，800円 馬単： 51，395，700円 ワイド： 43，481，900円
3連複： 95，139，200円 3連単： 231，512，600円 計： 663，526，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（5－7） 160円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 110円 �� 370円 �� 490円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，190円

票 数

単勝票数 計 508486 的中 � 269087（1番人気）
複勝票数 計1041827 的中 � 723969（1番人気）� 153695（2番人気）� 28517（5番人気）
枠連票数 計 138981 的中 （5－7） 64513（1番人気）
馬連票数 計 730678 的中 �� 319931（1番人気）
馬単票数 計 513957 的中 �� 164685（1番人気）
ワイド票数 計 434819 的中 �� 156504（1番人気）�� 21143（4番人気）�� 15049（9番人気）
3連複票数 計 951392 的中 ��� 108851（2番人気）
3連単票数 計2315126 的中 ��� 140045（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．8―11．6―11．6―11．6―11．7―11．4―11．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―41．6―53．2―1：04．8―1：16．5―1：27．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ラ キ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas デビュー 2018．1．21 中京1着

2015．2．5生 牝3鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 5戦2勝 賞金 40，082，000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。

22046 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

あ ま く さ

天 草 特 別
発走15時00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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 ディグニファイド �6栗 57 丸田 恭介 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B530＋ 81：45．4 26．9�
810 ニホンピロタイド 牡3青鹿54 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 492＋ 81：45．61	 2．9�
11 ナムラヘラクレス 牡4鹿 57 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 490＋ 61：45．7クビ 3．8�
55 テイエムディラン 牡3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 466＋ 61：45．8
 6．2�
66 マイネルラック 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 484－ 61：46．01
 8．3	

（豪）

77 レッドディオーサ 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 464－ 21：46．21	 9．1

44 � カ バ ト ッ ト 牡5栗 57 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 490－ 2 〃 クビ 96．3�
78 ニホンピロサンダー 牡6黒鹿57 国分 優作小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 498＋261：46．3クビ 151．2�
89 ドルチェリア �5鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 530＋141：46．4� 5．2
22 ショウナンハルカス 牡6黒鹿57 松若 風馬国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498＋ 61：46．61
 70．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，390，800円 複勝： 49，875，700円 枠連： 20，869，800円
馬連： 103，503，300円 馬単： 51，163，700円 ワイド： 50，371，900円
3連複： 124，455，000円 3連単： 214，035，600円 計： 661，665，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 360円 � 150円 � 150円 枠 連（3－8） 2，190円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，080円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 37，930円

票 数

単勝票数 計 473908 的中 � 14077（7番人気）
複勝票数 計 498757 的中 � 26214（7番人気）� 104597（1番人気）� 92302（2番人気）
枠連票数 計 208698 的中 （3－8） 7375（9番人気）
馬連票数 計1035033 的中 �� 26140（14番人気）
馬単票数 計 511637 的中 �� 3166（34番人気）
ワイド票数 計 503719 的中 �� 14294（15番人気）�� 10972（17番人気）�� 48864（1番人気）
3連複票数 計1244550 的中 ��� 40179（9番人気）
3連単票数 計2140356 的中 ��� 4091（135番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．8―12．8―12．3―12．2―12．2―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．1―42．9―55．2―1：07．4―1：19．6―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
・（1，3）（2，4，9）（5，6，10）＝8＝7・（1，3）（9，10）（2，4）6（8，5）＝7

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

勝馬の
紹 介

ディグニファイド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2014．8．10 新潟7着

2012．4．11生 �6栗 母 ファストフレンド 母母 ザラストワード 25戦3勝 賞金 43，162，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※テイエムディラン号は，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



22047 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第54回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，29．8．5以降30．7．29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

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

811 ト リ オ ン フ �4黒鹿57 武 豊�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 532＋ 21：56．9レコード 3．3�
710 サトノクロニクル 牡4鹿 57 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：57．43 4．3�
67 	 マウントゴールド 牡5鹿 54 浜中 俊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452＋10 〃 クビ 9．8�
22 	 レイホーロマンス 牝5鹿 51 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426＋ 61：57．61
 23．9�
33 � ストーンウェア 牡6鹿 54 蛯名 正義吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 464－ 6 〃 クビ 12．6�
79 エーティーサンダー 牡5青鹿51 荻野 極荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 526＋ 21：57．7� 155．3	
812 サンマルティン �6栗 56 池添 謙一 
キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 4．9�
11 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 438＋ 21：57．8クビ 30．3
55 キンショーユキヒメ 牝5芦 54 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 508＋ 41：58．01� 43．7�
56 マイネルサージュ 牡6鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 506± 01：58．21
 21．3�
68 メドウラーク 牡7鹿 56 丸田 恭介吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：58．41� 59．7�
44 � ストロングタイタン 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ 
シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 516－ 62：05．2大差 5．7�
（豪）

（12頭）

売 得 金
単勝： 215，124，600円 複勝： 240，899，600円 枠連： 93，500，200円
馬連： 632，384，800円 馬単： 245，082，400円 ワイド： 301，422，200円
3連複： 1，027，602，700円 3連単： 1，671，640，800円 計： 4，427，657，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 170円 � 250円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 320円 �� 610円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 10，700円

票 数

単勝票数 計2151246 的中 � 508510（1番人気）
複勝票数 計2408996 的中 � 574513（1番人気）� 373479（3番人気）� 189348（5番人気）
枠連票数 計 935002 的中 （7－8） 158903（1番人気）
馬連票数 計6323848 的中 �� 618907（2番人気）
馬単票数 計2450824 的中 �� 122534（3番人気）
ワイド票数 計3014222 的中 �� 266081（1番人気）�� 121376（7番人気）�� 80746（10番人気）
3連複票数 計10276027 的中 ��� 266765（7番人気）
3連単票数 計16716408 的中 ��� 113196（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．6―48．1―1：00．0―1：11．7―1：23．4―1：34．5―1：45．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．2―3F33．5
1
3
7，11，9，10（3，4）（1，5）（2，12）（6，8）・（7，11）（9，10）（3，4）（1，5）（6，2，12）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト リ オ ン フ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．17 函館1着

2014．4．21生 �4黒鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 16戦6勝 賞金 168，504，000円
〔その他〕 ストロングタイタン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※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。

22048 8月5日 晴 良 （30小倉2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 特 別
発走16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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

814 ジ ョ イ フ ル 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 61：07．4 2．4�

46 タイセイブレーク �4栗 57 池添 謙一田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 488－ 21：07．5	 3．2�
22 
 マンボスカイ 牝4黒鹿55 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：07．6� 25．8�
57 メイショウソウビ �4鹿 57 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466＋ 61：07．91� 17．4�
711 メイショウラバンド 牝7鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 460－ 61：08．0� 82．4�
34 フェアラフィネ 牝6芦 55 蛯名 正義ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 466－ 21：08．1	 11．3	
33 サイモンゼーレ 牡5鹿 57 川又 賢治澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 472＋ 2 〃 ハナ 6．7

610 タガノタイト 牡3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 21：08．2	 46．0�
45 テイエムイキオイ 牡4青鹿57 荻野 極竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 468＋ 21：08．3	 15．9�
69 ラニカイサンデー 牡4鹿 57 浜中 俊横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 454± 01：08．51	 35．2
712 ブラウハーツ 牡3鹿 54 松山 弘平金山 敏也氏 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 438－ 41：08．6� 74．0�
813 ホープフルスター 牡4栗 57 幸 英明前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 41：08．81 46．1�
11 テイエムスグレモン 牡3鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 21：09．01 238．4�
58 ハートフルタイム 牡4黒鹿57 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 504＋ 41：27．7大差 25．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 65，793，600円 複勝： 69，036，600円 枠連： 35，792，100円
馬連： 145，740，100円 馬単： 63，340，300円 ワイド： 84，755，200円
3連複： 205，191，300円 3連単： 300，628，800円 計： 970，278，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 130円 � 360円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，040円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 11，800円

票 数

単勝票数 計 657936 的中 � 215719（1番人気）
複勝票数 計 690366 的中 � 154155（2番人気）� 170940（1番人気）� 30902（7番人気）
枠連票数 計 357921 的中 （4－8） 82197（1番人気）
馬連票数 計1457401 的中 �� 292378（1番人気）
馬単票数 計 633403 的中 �� 68046（1番人気）
ワイド票数 計 847552 的中 �� 143963（1番人気）�� 17944（9番人気）�� 15862（14番人気）
3連複票数 計2051913 的中 ��� 43184（9番人気）
3連単票数 計3006288 的中 ��� 18459（24番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．1―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―44．4―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．1
3 ・（1，3）4，12（2，13）（5，10，14）（7，6）11，9，8 4 ・（1，3）4（2，12，13）（7，5）（10，14）6，11－8，9

勝馬の
紹 介

ジ ョ イ フ ル �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．7．30 新潟10着

2014．4．26生 牡4鹿 母 ティアーオブジョイ 母母 レリッシュザソート 17戦3勝 賞金 33，628，000円
〔調教再審査〕 ハートフルタイム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ハートフルタイム号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

４レース目



（30小倉2）第4日 8月5日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151頭 本 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

239，930，000円
18，690，000円
1，860，000円
27，570，000円
61，792，000円
4，595，600円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
634，484，000円
803，169，200円
247，033，700円
1，348，598，900円
617，520，100円
743，658，100円
2，003，640，400円
3，236，237，300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 9，634，341，700円

総入場人員 40，196名 （有料入場人員 ）
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