
22097 8月25日 晴 良 （30小倉2）第9日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：07．8
1：07．8

良
良

58 エ ス ト 牝2鹿 54 北村 友一大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：08．4 11．9�
813 コハルビヨリ 牝2鹿 54 藤岡 佑介飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：08．5� 5．3�
69 ベストクィーン 牝2栗 54 浜中 俊田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420± 01：08．71� 17．7�
22 ズヴィズダー 牝2鹿 54

52 △富田 暁�KTレーシング 武 英智 様似 猿倉牧場 390＋ 41：08．91� 27．9�
34 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 408－ 61：09．11 64．9�
610 ミルメルシー 牝2鹿 54 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 482± 0 〃 ハナ 39．8	
11 メイショウオトワ 牝2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 426－ 61：09．42 6．6

712 ソ ン リ ッ サ 牝2鹿 54 幸 英明野嶋 祥二氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：09．5� 1．8�
57 ア サ ミ ン 牝2鹿 54 松山 弘平永野 雄介氏 崎山 博樹 新冠 カミイスタット 430－ 41：09．71� 46．3�
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 448－ 21：09．91� 23．3
711 シャイリースマイル 牝2栗 54

51 ▲西村 淳也水上 行雄氏 杉山 晴紀 新ひだか 飛野牧場 444－101：10．0� 389．8�
814 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 414－ 61：10．42� 179．2�
45 ビクトリーゴールド 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 402＋ 41：10．71� 148．2�

46 ハナノオンリーワン 牝2黒鹿54 酒井 学華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 小倉牧場 436＋ 61：12．18 159．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，744，900円 複勝： 46，643，200円 枠連： 8，986，800円
馬連： 42，665，100円 馬単： 22，503，700円 ワイド： 29，754，400円
3連複： 59，907，200円 3連単： 82，954，200円 計： 320，159，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 490円 � 250円 � 470円 枠 連（5－8） 1，960円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，410円 �� 770円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 87，030円

票 数

単勝票数 計 267449 的中 � 19043（4番人気）
複勝票数 計 466432 的中 � 23404（6番人気）� 56688（3番人気）� 24536（5番人気）
枠連票数 計 89868 的中 （5－8） 3541（8番人気）
馬連票数 計 426651 的中 �� 14316（9番人気）
馬単票数 計 225037 的中 �� 2995（18番人気）
ワイド票数 計 297544 的中 �� 9041（9番人気）�� 3045（26番人気）�� 10216（7番人気）
3連複票数 計 599072 的中 ��� 4677（31番人気）
3連単票数 計 829542 的中 ��� 691（224番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―11．2―11．4―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．1―33．3―44．7―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ス ト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．16 阪神10着

2016．2．2生 牝2鹿 母 パシオンルージュ 母母 セクシーココナッツ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナノオンリーワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25日まで平地

競走に出走できない。

22098 8月25日 晴 良 （30小倉2）第9日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時15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
1：46．9
1：45．6

良
良

56 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 422－ 81：47．6 16．6�
811 プラネットアース 牡2鹿 54 松山 弘平吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 452－101：47．92 2．2�
11 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 442＋ 21：48．21� 9．2�
67 コパノカーリング 牡2鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456＋10 〃 クビ 18．3�
710 ウインアミーリア 牝2鹿 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 41：48．3クビ 12．2�
55 マイネルジェンマ 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 ヒダカフアーム 452－ 21：48．61� 94．3	
22 アイファーキャノン 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 412－ 61：49．02� 127．0

44 タイセイモナーク 牡2鹿 54

52 △川又 賢治田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B466＋ 61：49．1� 33．0�
79 アイトマコト 牝2芦 54 幸 英明前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：49．2クビ 6．8�
33 ヒ ラ ソ ー ル 牡2鹿 54 B．アヴドゥラ 阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 446＋ 21：49．51� 4．4

（豪）

812 アルデエンブレム 牡2栗 54 北村 友一中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 474± 01：50．35 56．1�
68 ブルベアコローレ 牡2鹿 54

51 ▲西村 淳也 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 的場牧場 480－ 21：50．51	 351．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，604，800円 複勝： 30，354，600円 枠連： 7，075，300円
馬連： 31，245，700円 馬単： 16，624，300円 ワイド： 23，180，700円
3連複： 41，449，900円 3連単： 55，526，500円 計： 227，061，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 300円 � 130円 � 190円 枠 連（5－8） 1，710円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，470円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 25，330円

票 数

単勝票数 計 216048 的中 � 10986（6番人気）
複勝票数 計 303546 的中 � 19639（6番人気）� 78067（1番人気）� 39604（4番人気）
枠連票数 計 70753 的中 （5－8） 3204（6番人気）
馬連票数 計 312457 的中 �� 13599（7番人気）
馬単票数 計 166243 的中 �� 2675（17番人気）
ワイド票数 計 231807 的中 �� 8821（7番人気）�� 3673（20番人気）�� 20757（2番人気）
3連複票数 計 414499 的中 ��� 9631（10番人気）
3連単票数 計 555265 的中 ��� 1589（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．8―47．9―1：00．2―1：12．0―1：23．6―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョウショームード �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2018．8．5 小倉7着

2016．3．27生 牡2黒鹿 母 ジョウショーコトミ 母母 ジョウショーツリー 2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９日



22099 8月25日 曇 良 （30小倉2）第9日 第3競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走10時45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
2：37．8
2：37．3

良
良

23 サトノジュウザ 牡3鹿 56 北村 友一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：38．5 2．9�

48 ララシャンパーニュ 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか タイヘイ牧場 424＋ 42：38．82 6．6�
（法942）

36 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 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 460＋ 22：38．9� 8．9�
612 ノヴェレッテ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 22：39．11� 20．8�

713 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 466－ 42：39．42 4．2	
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 470－ 22：39．5	 4．9


（豪）

510 ヴォルフガング 牡3栗 56
54 △森 裕太朗 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 新ひだか 大典牧場 448＋ 82：39．6クビ 28．7�
815 ショウザドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 B418－ 82：39．81� 119．2�

611 アシャカファスト 牡3黒鹿56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新冠 中地 義次 468－ 22：40．01� 138．1
35 マイティバローズ 牡3青鹿 56

54 △富田 暁猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 436－ 22：40．1� 82．5�
12 ケイティノーブル 牡3栗 56 
島 克駿瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 454－ 42：40．2	 23．7�
816 グランソード 牡3青鹿 56

54 △川又 賢治�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 B562＋ 42：40．73 45．2�
24 シゲルミズナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 B506＋ 42：41．23 61．4�
11 ヴィーヴァザキング 牡3鹿 56 川須 栄彦芹澤 精一氏 作田 誠二 新冠 守矢牧場 492＋ 82：41．41� 236．8�
47 シャイニインパクト 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 444＋ 4 〃 同着 124．3�
714 カレンエクスカリバ 牡3鹿 56 
島 良太鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 522＋ 62：45．2大差 232．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，072，000円 複勝： 31，292，800円 枠連： 8，757，000円
馬連： 37，458，900円 馬単： 17，594，000円 ワイド： 25，274，000円
3連複： 51，209，100円 3連単： 64，328，100円 計： 255，985，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 210円 枠 連（2－4） 980円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 320円 �� 480円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 200720 的中 � 54867（1番人気）
複勝票数 計 312928 的中 � 71154（1番人気）� 46539（3番人気）� 31907（5番人気）
枠連票数 計 87570 的中 （2－4） 6900（4番人気）
馬連票数 計 374589 的中 �� 32672（3番人気）
馬単票数 計 175940 的中 �� 8297（4番人気）
ワイド票数 計 252740 的中 �� 21876（3番人気）�� 13249（6番人気）�� 7349（9番人気）
3連複票数 計 512091 的中 ��� 17500（7番人気）
3連単票数 計 643281 的中 ��� 5005（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．9―12．8―13．2―13．4―12．8―11．5―11．4―11．9―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．4―23．4―35．0―46．9―59．7―1：12．9―1：26．3―1：39．1―1：50．6―2：02．0―2：13．9―2：26．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノジュウザ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．3．25 阪神9着

2015．4．13生 牡3鹿 母 サトノユリア 母母 ソニックグルーヴ 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレンエクスカリバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月25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。

22100 8月25日 曇 良 （30小倉2）第9日 第4競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走11時15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 � ジャスパーエイト 牡3栗 56 B．アヴドゥラ 加藤 和夫氏 森 秀行 米
Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

482－ 4 58．9 5．8�
（豪）

45 ラカマロネス 牝3鹿 54
51 ▲西村 淳也一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 462－ 9 59．0� 103．8�

57 リリアンローズ 牝3黒鹿54 小牧 太谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン
ズファーム 440－ 2 〃 アタマ 23．4�

610 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± 0 59．42� 1．7�
58 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± 0 〃 クビ 7．7�
69 ア ン ト ル メ 牝3黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 6 59．5クビ 34．6	
814 タイキオデッセイ 牡3栗 56

54 △富田 暁
大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 500＋ 2 〃 アタマ 48．6�

34 アメリカズハート 牝3栗 54 畑端 省吾栗山 良子氏 	島 一歩 新ひだか U・M・A 460＋ 6 59．6クビ 7．7�
33 ワキノシラナミ 牡3芦 56 高倉 稜脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 神垣 道弘 498＋ 2 59．7� 152．5
22 クリノヴィグラス 牡3栗 56 国分 優作栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 474＋ 6 59．91
 31．1�
813� ヒ ロ ミ 牡3黒鹿56 	島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

486± 01：00．64 69．7�
711 カノウムスビ 牡3栗 56 浜中 俊吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 484＋ 21：00．81 48．6�
11 ア ー ジ ェ ス 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 504－ 61：01．11� 31．3�

712 セルリアンユウガ 牡3鹿 56 和田 竜二
イクタ 谷 潔 新冠 ムラカミファーム 456± 01：01．52� 19．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，614，000円 複勝： 53，421，200円 枠連： 9，264，100円
馬連： 39，459，400円 馬単： 24，980，500円 ワイド： 31，434，900円
3連複： 59，144，800円 3連単： 83，773，600円 計： 332，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 270円 � 2，890円 � 1，000円 枠 連（4－4） 17，850円

馬 連 �� 23，450円 馬 単 �� 42，380円

ワ イ ド �� 6，250円 �� 2，740円 �� 15，630円

3 連 複 ��� 157，850円 3 連 単 ��� 880，220円

票 数

単勝票数 計 306140 的中 � 42004（2番人気）
複勝票数 計 534212 的中 � 61072（3番人気）� 4310（12番人気）� 13171（8番人気）
枠連票数 計 92641 的中 （4－4） 402（28番人気）
馬連票数 計 394594 的中 �� 1304（42番人気）
馬単票数 計 249805 的中 �� 442（70番人気）
ワイド票数 計 314349 的中 �� 1295（42番人気）�� 3002（26番人気）�� 514（64番人気）
3連複票数 計 591448 的中 ��� 281（185番人気）
3連単票数 計 837736 的中 ��� 69（968番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．1―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．2
3 ・（5，10）（4，7，12）14，9（6，11）（8，13）2－（1，3） 4 ・（5，10）（4，7）（6，12，14）9（8，11）－13（3，2）－1

勝馬の
紹 介

�ジャスパーエイト �
�
父 Shackleford �

�
母父 Shawklit Won デビュー 2017．8．12 小倉6着

2015．4．2生 牡3栗 母 Annie’s Apple 母母 Maid for Steele 6戦1勝 賞金 9，550，000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） 1頭 バレンタインジェム号
（非抽選馬） 1頭 グラスジャンヌ号
※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。



22101 8月25日 曇 良 （30小倉2）第9日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時05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
2：01．2
1：59．8

良
良

55 ル タ ン ブ ル 牝2黒鹿54 松山 弘平杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 440 ―2：02．0 4．8�
66 カセドラルベル 牝2鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 ハナ 1．8�
11 セ ン ト ウ ル 牡2黒鹿54 浜中 俊中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 464 ―2：02．53 5．8�
89 ペプチドフシチョウ 牝2鹿 54 酒井 学沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 450 ―2：02．81� 17．3�
77 レターオンザサンド 牡2芦 54 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 474 ―2：03．01� 14．1�
33 フ ラ ル 牝2鹿 54 	島 克駿�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ―2：03．1クビ 51．9	
22 ゲンパチルシファー 牡2鹿 54 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 466 ―2：03．95 44．8

44 ウインドルチェ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 442 ―2：05．49 17．6�
78 メイショウミチノク 牝2芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 462 ―2：05．5クビ 23．1�
810 サンマルジョーダン 牡2黒鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 446 ―2：06．56 101．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，579，100円 複勝： 28，951，300円 枠連： 7，438，300円
馬連： 33，726，600円 馬単： 20，951，200円 ワイド： 24，044，900円
3連複： 44，323，600円 3連単： 74，179，900円 計： 263，194，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（5－6） 390円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 180円 �� 330円 �� 230円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 計 295791 的中 � 50434（2番人気）
複勝票数 計 289513 的中 � 41970（2番人気）� 110354（1番人気）� 40990（3番人気）
枠連票数 計 74383 的中 （5－6） 14692（1番人気）
馬連票数 計 337266 的中 �� 57174（1番人気）
馬単票数 計 209512 的中 �� 12605（4番人気）
ワイド票数 計 240449 的中 �� 38869（1番人気）�� 15773（3番人気）�� 26652（2番人気）
3連複票数 計 443236 的中 ��� 59154（1番人気）
3連単票数 計 741799 的中 ��� 15373（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．7―13．4―12．8―12．2―12．0―11．7―11．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．9―50．3―1：03．1―1：15．3―1：27．3―1：39．0―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル タ ン ブ ル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．2．24生 牝2黒鹿 母 コスモライセンス 母母 キャリアコレクション 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22102 8月25日 曇 良 （30小倉2）第9日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時35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

47 プロネルクール 牝3鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 480＋ 41：45．9 4．1�
714 ケンイーサリアム 牡3鹿 56

54 △富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 488± 01：46．32� 12．3�
713 アフラマズダー 牡3鹿 56 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 502± 01：46．83 10．8�
36 コパノジャッキー 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 B474－16 〃 アタマ 28．3�
612 ヴィンセント 牡3黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B422－ 61：47．22� 14．7�
48 ショウナンバローロ 牡3鹿 56 北村 友一国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 488－ 2 〃 ハナ 42．7	
816 オースオブオフィス 牡3黒鹿56 B．アヴドゥラゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 61：47．52 2．6

（豪）

59 タマモストーム 牡3栗 56 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 488± 01：47．71 6．2�
35 オースミバレル 牡3芦 56 酒井 学�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 508－ 21：47．91 168．8�
23 カレンスレイ 牡3芦 56 中井 裕二鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 496＋121：48．43 83．5
510 カーヴェドロワ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 青森 諏訪牧場 B492＋ 81：48．71� 103．5�
815 トウカイシーカー 牡3栗 56 中村 将之内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 440－ 61：48．8� 340．9�
11 ボアヴィスタ 牡3鹿 56

54 △川又 賢治 �シルクレーシング 石坂 正 浦河 笠松牧場 544＋201：50．29 54．9�
24 ネオバスティーユ 牡3黒鹿56 浜中 俊小林 仁幸氏 牧浦 充徳 日高 メイプルファーム 484＋10 〃 ハナ 12．0�
611 カフジサファイア 牝3黒鹿54 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 452－ 21：50．73 246．0�
12 アローヘッドワン 牡3栗 56 小牧 太幅田 京子氏 笹田 和秀 平取 原田 新治 502＋ 41：50．8� 24．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，417，400円 複勝： 33，878，800円 枠連： 10，140，700円
馬連： 40，929，700円 馬単： 19，489，400円 ワイド： 30，188，600円
3連複： 57，726，200円 3連単： 66，768，500円 計： 283，539，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 270円 � 230円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 630円 �� 600円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 17，820円

票 数

単勝票数 計 244174 的中 � 46662（2番人気）
複勝票数 計 338788 的中 � 69233（1番人気）� 27867（6番人気）� 34738（4番人気）
枠連票数 計 101407 的中 （4－7） 9661（3番人気）
馬連票数 計 409297 的中 �� 18185（5番人気）
馬単票数 計 194894 的中 �� 5171（7番人気）
ワイド票数 計 301886 的中 �� 12486（5番人気）�� 13211（4番人気）�� 6859（16番人気）
3連複票数 計 577262 的中 ��� 9968（11番人気）
3連単票数 計 667685 的中 ��� 2715（40番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．8―12．9―12．6―12．3―12．5―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．7―42．6―55．2―1：07．5―1：20．0―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プロネルクール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2017．10．22 京都3着

2015．4．28生 牝3鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber 9戦1勝 賞金 15，350，000円
〔制裁〕 タマモストーム号の騎手和田竜二は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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 アスターヒューズ号・グッドキャスト号・デンコウグランデ号・ナンゴクユメネット号
※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。



22103 8月25日 曇 良 （30小倉2）第9日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時05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

714 メイショウナスカ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 476＋ 61：07．6 127．8�
612 サ ナ コ 牝3栗 54 藤岡 佑介 R．アンダーソン氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 438＋ 21：07．7� 8．1�
47 ネージュフレーズ 牝3芦 54 和田 竜二吉田 千津氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 クビ 2．6�
611 ダズリングジュエル 牝3栗 54 川須 栄彦岡 浩二氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 446－ 21：07．8クビ 121．8�
510 オールマイハート 牝3黒鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444 ― 〃 クビ 17．1�
36 モルドワイン 牝3鹿 54 小牧 太�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B444－101：07．9クビ 53．1	
817 スズカノルナ 牝3鹿 54 �島 克駿永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 458－ 61：08．11� 33．8

59 フリーガーアス 牡3青鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444＋ 11：08．2� 10．1�
23 アーヴァイン 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 476＋ 2 〃 クビ 24．7�
35 シールヴィクトリー 牝3鹿 54

52 △富田 暁�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 456－ 4 〃 アタマ 5．4
24 エイシンウェルズ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 440± 01：08．3� 11．9�
818 ウインドショコラ 牝3栗 54 B．アヴドゥラ 福原 正博氏 森田 直行 平取 川向高橋育

成牧場 466＋ 6 〃 クビ 6．3�
（豪）

713 マイアミブルー 牝3鹿 54 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 468－ 21：08．93� 24．7�
715 タレンティドガイ 牡3鹿 56

54 △川又 賢治飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B456－12 〃 ハナ 205．8�
48 チャームリング 牝3青鹿54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 新冠橋本牧場 B422－ 61：09．0� 260．6�
11 メイショウドーラ 牝3黒鹿54 国分 優作松本 好�氏 沖 芳夫 浦河 浦河日成牧場 446－101：09．31� 348．3�
12 ジ ャ ミ ン 牝3青鹿54 �島 良太ニッシンレーシング 千田 輝彦 新ひだか 三石川上牧場 482－ 4 〃 クビ 396．8�
816 ナハストーン 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也 �シルクレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412＋ 81：11．7大差 336．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，136，600円 複勝： 46，421，000円 枠連： 12，765，400円
馬連： 57，008，200円 馬単： 24，028，500円 ワイド： 40，398，300円
3連複： 73，731，300円 3連単： 85，836，900円 計： 373，326，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，780円 複 勝 � 2，060円 � 200円 � 140円 枠 連（6－7） 8，260円

馬 連 �� 40，490円 馬 単 �� 83，430円

ワ イ ド �� 9，400円 �� 5，900円 �� 380円

3 連 複 ��� 34，730円 3 連 単 ��� 409，410円

票 数

単勝票数 計 331366 的中 � 2073（13番人気）
複勝票数 計 464210 的中 � 3772（13番人気）� 58531（3番人気）� 120969（1番人気）
枠連票数 計 127654 的中 （6－7） 1197（22番人気）
馬連票数 計 570082 的中 �� 1091（61番人気）
馬単票数 計 240285 的中 �� 216（126番人気）
ワイド票数 計 403983 的中 �� 1024（60番人気）�� 1641（49番人気）�� 31415（2番人気）
3連複票数 計 737313 的中 ��� 1592（100番人気）
3連単票数 計 858369 的中 ��� 152（874番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―44．4―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウナスカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．4 福島7着

2015．4．3生 牝3鹿 母 マ ミ モ ナ 母母 マイミッシェル 6戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ネージュフレーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナハストーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月25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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ケイココサージュ号・ジャスパームーン号・ショウナンバースト号・ルプス号
※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。

22104 8月25日 晴 良 （30小倉2）第9日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

23 トワイライトタイム 牡3青鹿54 和田 竜二三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 470＋ 81：44．7 3．6�
11 � リテラルフォース 牡4黒鹿57 B．アヴドゥラ 村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 512－ 61：45．01� 3．4�

（豪）

59 キクノウェスター 牡3鹿 54 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 494＋ 2 〃 アタマ 25．8�
816 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 504－ 21：45．21	 7．3�
47 マルクデラポム 牝5青鹿55 �島 克駿三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 494＋ 81：45．52 53．6�
611 クリノピョートル 牡4栗 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 496＋ 21：45．71	 50．4�
12 イチネンプリンス 牡3黒鹿 54

53 ☆荻野 極国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 448－ 81：46．01
 76．8	
48 クローディオ �6鹿 57 北村 友一 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－101：46．21	 57．3�
510 アシャカリアン 牡4栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 486＋ 6 〃 クビ 8．4�
36 メイショウマトイ 牡4鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484＋ 81：46．3クビ 5．3
713� ヒルノケープタウン 牡4青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 518－ 21：46．4� 32．0�
612 イージーマネー 牡4芦 57

55 △川又 賢治丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋121：47．14 78．9�
24 ショウナンアンビル 牡3栗 54 松山 弘平国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 436－ 21：47．2� 22．3�
815 ロイヤルパールス 牡3鹿 54 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B498－ 81：47．51� 83．4�
714 テイエムリボー 牡3青鹿 54

52 △富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 480－ 61：47．92
 35．2�
35 � スズカアポロ 牡7黒鹿 57

54 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B474± 01：48．32
 136．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，043，400円 複勝： 49，474，400円 枠連： 16，223，800円
馬連： 63，935，400円 馬単： 28，330，000円 ワイド： 45，747，300円
3連複： 86，348，800円 3連単： 100，545，100円 計： 425，648，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 170円 � 560円 枠 連（1－2） 600円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，560円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 28，390円

票 数

単勝票数 計 350434 的中 � 76068（2番人気）
複勝票数 計 494744 的中 � 94740（1番人気）� 82825（2番人気）� 16624（7番人気）
枠連票数 計 162238 的中 （1－2） 20906（1番人気）
馬連票数 計 639354 的中 �� 82454（1番人気）
馬単票数 計 283300 的中 �� 18109（1番人気）
ワイド票数 計 457473 的中 �� 47889（1番人気）�� 6889（14番人気）�� 5729（16番人気）
3連複票数 計 863488 的中 ��� 8469（18番人気）
3連単票数 計1005451 的中 ��� 2567（69番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―12．6―12．5―12．2―12．6―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．5―55．0―1：07．2―1：19．8―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3
7，13（1，15）3（2，9）5（4，16）（11，10）（6，12）（8，14）
7，13（15，3）（1，9）16（2，4，10，12）（11，14）（5，6）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トワイライトタイム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2017．12．9 阪神7着

2015．3．31生 牡3青鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 6戦2勝 賞金 14，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーホウドミンゴ号
※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。



22105 8月25日 晴 良 （30小倉2）第9日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時15分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円
生産者賞 九州軽種馬協会会長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

67 カシノティーダ 牝2青鹿53 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 486＋ 41：09．0 33．5�
78 テイエムアイガテ 牝2鹿 53 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 452± 01：09．21� 2．0�
811 テイエムノサッタ 牝2黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 450＋ 2 〃 クビ 3．5�
44 テイエムウンマカ 牝2黒鹿53 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 422－ 21：09．51� 13．8�
66 テイエムフガエゾ 牡2黒鹿53 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 424＋ 21：09．6� 6．8�
11 ダンツブライト 牝2栗 55 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 462＋101：09．81� 8．8�
79 ヤマサカタッシャ 牝2青鹿53 国分 優作新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 松元 忍 402＋ 4 〃 アタマ 113．3	
810 スカートフワリ 牝2黒鹿53 	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 408± 01：10．43
 239．5�
55 コウザンハリマオ 牡2黒鹿53 藤岡 佑介山下 良子氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 B470－101：10．5クビ 45．4�
33 カシノメルシー 牝2鹿 53 太宰 啓介柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 本田 土寿 476－ 2 〃 クビ 248．6
22 カラクニチャーリー 牡2栗 53 川須 栄彦杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 414－ 61：11．77 330．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，474，900円 複勝： 69，066，300円 枠連： 14，086，200円
馬連： 66，589，600円 馬単： 38，487，100円 ワイド： 36，624，700円
3連複： 86，496，700円 3連単： 175，836，200円 計： 526，661，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 320円 � 110円 � 130円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，020円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 22，830円

票 数

単勝票数 計 394749 的中 � 9983（6番人気）
複勝票数 計 690663 的中 � 18967（6番人気）� 414792（1番人気）� 83991（2番人気）
枠連票数 計 140862 的中 （6－7） 19144（2番人気）
馬連票数 計 665896 的中 �� 29481（6番人気）
馬単票数 計 384871 的中 �� 4442（20番人気）
ワイド票数 計 366247 的中 �� 14738（8番人気）�� 7260（13番人気）�� 77658（1番人気）
3連複票数 計 864967 的中 ��� 51522（4番人気）
3連単票数 計1758362 的中 ��� 5583（68番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―45．9―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 7，4（1，8）6（5，9，11）（2，3，10） 4 7，4（1，8）（5，6，11）9（3，10）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノティーダ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．29 小倉8着

2016．4．12生 牝2青鹿 母 アドマイヤファイン 母母 サラトガデュー 3戦1勝 賞金 14，995，000円

22106 8月25日 晴 良 （30小倉2）第9日 第10競走 ��2，000�
さ い か い

西 海 賞
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

88 アルメリアブルーム 牝4鹿 55 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 426＋ 41：59．7 2．9�
（豪）

11 ウスベニノキミ 牝3鹿 52 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 442＋ 61：59．8� 2．7�
55 オスカールビー 牝3鹿 52 川須 栄彦森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 486＋ 4 〃 クビ 5．3�
22 レオコックブルー 牝3黒鹿52 浜中 俊親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 6 〃 クビ 5．2�
77 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 55 田中 健土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 498－ 42：00．01� 17．2�
66 ハローユニコーン 牝4鹿 55 松山 弘平 	CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 444－ 42：00．31	 14．6

33 フレグラントブレス 牝5芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：01．15 23．6�
44 ダンツチェック 牝5鹿 55 �島 良太山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 520－ 82：02．69 97．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，531，700円 複勝： 42，022，000円 枠連： 発売なし
馬連： 81，456，400円 馬単： 40，363，700円 ワイド： 40，188，400円
3連複： 86，472，400円 3連単： 186，426，500円 計： 520，461，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 190円 �� 290円 �� 280円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 435317 的中 � 117156（2番人気）
複勝票数 計 420220 的中 � 94478（2番人気）� 101721（1番人気）� 70832（3番人気）
馬連票数 計 814564 的中 �� 150920（1番人気）
馬単票数 計 403637 的中 �� 32676（2番人気）
ワイド票数 計 401884 的中 �� 60820（1番人気）�� 32018（5番人気）�� 34614（4番人気）
3連複票数 計 864724 的中 ��� 78678（3番人気）
3連単票数 計1864265 的中 ��� 38011（6番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．7―12．6―12．1―12．1―10．9―11．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．5―50．1―1：02．2―1：14．3―1：25．2―1：36．2―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．4―3F34．5
1
3
5＝7，2，8（4，6）1－3
5，1（7，6）2（8，3）－4

2
4
5＝7，2（8，6）4，1－3
5－（7，1）（2，6）8－3，4

勝馬の
紹 介

アルメリアブルーム 
�
父 ドリームジャーニー 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．4 阪神5着

2014．5．16生 牝4鹿 母 アルメーリヒ 母母 プ ア プ ー 17戦4勝 賞金 70，950，000円
※ダンツチェック号は，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。



22107 8月25日 晴 良 （30小倉2）第9日 第11競走 ��
��1，700�

ぷ さ ん

�山ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．8．26以降30．8．19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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

55 タガノディグオ 牡4黒鹿57．5 幸 英明八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526＋ 81：44．0 4．1�

77 テルペリオン 牡4栗 56 藤岡 佑介�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 516± 01：44．32 2．2�
89 メイプルブラザー 牡4栗 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 488＋101：44．51 5．7�
11 セータコローナ 牝5鹿 50 酒井 学�G1レーシング 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 クビ 28．8�
22 ベルウッドテラス �8鹿 53 秋山真一郎鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 490＋ 61：44．6� 7．5�
33 イーストオブザサン 牡5黒鹿54 	島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 13．0	
810 メイショウバッハ 牡5栗 53 和田 竜二松本 好
氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 492－ 4 〃 クビ 55．3�
44 ティーポイズン 牡7栗 54 浜中 俊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 496－101：45．34 79．2�
66 クリノリーソクツモ 牝6鹿 52 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444± 01：46．25 28．1
78 カフェブリッツ 牡5鹿 56 B．アヴドゥラ 西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 532＋ 61：46．73 11．9�

（豪）

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，131，900円 複勝： 72，824，300円 枠連： 27，427，400円
馬連： 165，515，800円 馬単： 73，820，800円 ワイド： 81，951，900円
3連複： 224，560，300円 3連単： 394，108，700円 計： 1，097，341，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（5－7） 400円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 210円 �� 370円 �� 280円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 571319 的中 � 110361（2番人気）
複勝票数 計 728243 的中 � 136484（2番人気）� 228504（1番人気）� 96360（3番人気）
枠連票数 計 274274 的中 （5－7） 52745（1番人気）
馬連票数 計1655158 的中 �� 281987（1番人気）
馬単票数 計 738208 的中 �� 53580（3番人気）
ワイド票数 計 819519 的中 �� 113116（1番人気）�� 50943（4番人気）�� 72177（3番人気）
3連複票数 計2245603 的中 ��� 265472（1番人気）
3連単票数 計3941087 的中 ��� 118749（2番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．2―13．1―12．4―12．0―11．9―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．3―43．4―55．8―1：07．8―1：19．7―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノディグオ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．8．7 小倉16着

2014．2．10生 牡4黒鹿 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 17戦3勝 賞金 53，272，000円
［他本会外：4戦1勝］

※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。

22108 8月25日 晴 良 （30小倉2）第9日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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

12 レッドルドラ 牡4黒鹿57 北村 友一 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502＋ 61：07．1 23．8�
59 サンライズカナロア 牡3黒鹿54 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 458＋ 41：07．2� 36．4�
612 エイシンルカーノ 牡4栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 460－ 4 〃 ハナ 3．2�
23 メイケイダイハード 牡3鹿 54

52 △富田 暁名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 528＋ 2 〃 クビ 11．9�
47 ファンタジステラ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 434＋101：07．41� 9．4�
818 ディープウォーリア 牡4黒鹿57 秋山真一郎中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 450＋ 21：07．5クビ 59．9	
715	 ラルムドランジュ 牝3青鹿52 
島 克駿�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 412＋ 2 〃 クビ 14．5

48 	 ラスエモーショネス 牝3鹿 52 幸 英明野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 462＋ 21：07．6� 11．7�
36 � ミツルファミリー 牡4鹿 57 田中 健泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 488－ 6 〃 ハナ 131．5�
714 ラ グ ナ グ 牝5栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 アタマ 35．2
816 トモジャクアルト 牡3芦 54

51 ▲西村 淳也吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 500＋ 41：07．81 4．6�
817 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡4黒鹿 57

56 ☆荻野 極 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 490± 01：08．33 37．8�
611� ジ ェ ス ロ 5鹿 57 小牧 太松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 438＋ 4 〃 クビ 70．8�
35 ウイングアクティブ 牡6鹿 57 国分 優作池田 實氏 服部 利之 新ひだか 藤原牧場 B476＋ 61：08．51� 121．9�
24 ゲンパチケンシン 牡4芦 57 松山 弘平平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 470－ 4 〃 クビ 5．7�
11 � スズカファイン 牡6栗 57 浜中 俊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470－ 21：08．82 265．2�
510 グローバルリーチ 牡3鹿 54

53 ☆義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 服部 牧場 454－ 21：08．9クビ 243．7�

713 コウエイユキチャン 3栗 54
52 △川又 賢治伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 田原牧場 492＋ 61：09．53� 35．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，223，900円 複勝： 75，482，200円 枠連： 39，562，600円
馬連： 128，678，700円 馬単： 51，756，200円 ワイド： 84，223，700円
3連複： 206，410，500円 3連単： 241，208，000円 計： 879，545，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 740円 � 740円 � 190円 枠 連（1－5） 22，420円

馬 連 �� 33，660円 馬 単 �� 64，050円

ワ イ ド �� 9，080円 �� 1，600円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 56，470円 3 連 単 ��� 538，070円

票 数

単勝票数 計 522239 的中 � 17484（8番人気）
複勝票数 計 754822 的中 � 23120（9番人気）� 22977（10番人気）� 133336（1番人気）
枠連票数 計 395626 的中 （1－5） 1367（32番人気）
馬連票数 計1286787 的中 �� 2962（74番人気）
馬単票数 計 517562 的中 �� 606（146番人気）
ワイド票数 計 842237 的中 �� 2349（75番人気）�� 13813（17番人気）�� 6883（33番人気）
3連複票数 計2064105 的中 ��� 2741（161番人気）
3連単票数 計2412080 的中 ��� 325（1295番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．7―11．2―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．8―44．0―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．3
3 9（2，4，16）3（1，8，17，11）（5，7）12（6，18，15）14，10＝13 4 9（2，4，16）3（1，17，11）（8，7，12）5（14，18，15）6－10＝13

勝馬の
紹 介

レッドルドラ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Monsun デビュー 2017．4．9 阪神6着

2014．4．8生 牡4黒鹿 母 フローリオット 母母 Fureau 12戦2勝 賞金 15，750，000円
〔発走状況〕 ジェスロ号は，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〕 ジェスロ号は，平成30年8月26日から平成30年9月17日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。



（30小倉2）第9日 8月25日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

189，020，000円
5，060，000円
19，950，000円
910，000円

20，840，000円
65，958，500円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
413，574，600円
579，832，100円
161，727，600円
788，669，500円
378，929，400円
493，011，800円
1，077，780，800円
1，611，492，200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 5，505，018，000円

総入場人員 8，446名 （有料入場人員 7，428名）
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