
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

22109 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （ 芝 ）

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3：07．6良

77 カシノランペイジ �4黒鹿60 黒岩 悠柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 506＋ 43：11．7 9．5�
11 メメニシコリ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B466＋ 23：12．23 2．9�
66 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 494＋123：12．73 9．3�
88 ダイチョウセブン 牡4青鹿60 小坂 忠士長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 476－ 23：15．2大差 49．2�
55 � リボンナイト 牡5鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 440＋ 83：16．05 54．6�
44 ハギノフロンティア 牡4栗 60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 526＋16 〃 アタマ 4．7�
22 ジョーカーワイルド 牡4鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 524± 03：16．74 2．4	
33 ア オ ア ラ シ 牝5黒鹿58 中村 将之松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 466＋ 23：20．6大差 21．4
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売 得 金
単勝： 11，859，400円 複勝： 11，448，200円 枠連： 発売なし
馬連： 22，344，600円 馬単： 14，536，600円 ワイド： 13，343，900円
3連複： 30，902，300円 3連単： 67，828，600円 計： 172，263，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 200円 � 130円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 350円 �� 820円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 16，220円

票 数

単勝票数 計 118594 的中 � 9970（5番人気）
複勝票数 計 114482 的中 � 13137（4番人気）� 30529（2番人気）� 7837（5番人気）
馬連票数 計 223446 的中 �� 18754（4番人気）
馬単票数 計 145366 的中 �� 4416（9番人気）
ワイド票数 計 133439 的中 �� 10516（4番人気）�� 3930（10番人気）�� 5796（8番人気）
3連複票数 計 309023 的中 ��� 8873（10番人気）
3連単票数 計 678286 的中 ��� 3030（53番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 52．8－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 	→�→�→�」
�
�
7＝4＝1－6，5－8，2＝3
7＝1，4，6＝5（8，2）＝3

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

勝馬の
紹 介

カシノランペイジ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 スズカストリート デビュー 2017．7．30 小倉9着

2015．2．24生 �4黒鹿 母 カシノエスケイプ 母母 サンカンピアレス 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円

22110 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時25分 （芝・右）
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

55 シゲルミズガメザ 牡2栗 54 岩崎 翼森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 446＋ 81：09．0 15．4�
810� コウエイバクシン 牡2鹿 54 和田 竜二伊東 政清氏 森 秀行 米 Don Mattox &

Pam Mattox 436± 01：09．53 11．1�
66 スマートアペックス 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート 452＋ 81：09．6� 1．9�

44 マリスドランジュ 牝2黒鹿54 北村 友一�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 450＋ 61：10．02� 7．4�
89 ハナノルージュ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 422－ 61：10．21	 269．0�
22 ディアデイジー 牝2鹿 54 国分 優作豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 444－ 41：10．62� 178．5	
11 ルガーサント 牝2青鹿54 松若 風馬
ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 426＋10 〃 クビ 2．9�
77 アイファーパープル 牡2黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418＋ 61：10．81 215．3�
78 クリノヤタガラス 牡2青鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 480－ 2 〃 ハナ 58．0
33 ナムラリュウグウ 牡2芦 54 酒井 学奈村 睦弘氏 牧田 和弥 日高 ナカノファーム 440－ 61：11．54 127．8�
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売 得 金
単勝： 30，481，900円 複勝： 69，614，300円 枠連： 7，778，900円
馬連： 41，361，900円 馬単： 29，470，800円 ワイド： 28，450，800円
3連複： 55，249，900円 3連単： 124，556，400円 計： 386，964，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 240円 � 220円 � 110円 枠 連（5－8） 5，870円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 11，300円

ワ イ ド �� 940円 �� 380円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 30，900円

票 数

単勝票数 計 304819 的中 � 16800（5番人気）
複勝票数 計 696143 的中 � 31488（5番人気）� 36102（4番人気）� 435080（1番人気）
枠連票数 計 77789 的中 （5－8） 1027（12番人気）
馬連票数 計 413619 的中 �� 6382（10番人気）
馬単票数 計 294708 的中 �� 1956（23番人気）
ワイド票数 計 284508 的中 �� 7008（10番人気）�� 19941（5番人気）�� 21430（4番人気）
3連複票数 計 552499 的中 ��� 18058（7番人気）
3連単票数 計1245564 的中 ��� 2922（70番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．8―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルミズガメザ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．22 阪神6着

2017．3．8生 牡2栗 母 カ イ ド ウ 母母 ハッピーリズム 5戦1勝 賞金 6，300，000円

第２回 小倉競馬 第１０日



22111 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

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

510 フォリオール 牡3栗 56
53 ▲岩田 望来程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B528± 01：48．1 4．1�

714 ザプラウドワンズ 牡3鹿 56 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 520＋121：48．63 79．8�
11 メメランタン 牡3芦 56 秋山真一郎本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 530＋12 〃 ハナ 2．1�
713 タカノアンジェラス 牡3青鹿56 太宰 啓介山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 B462＋ 4 〃 ハナ 7．3�
815 フェブタイズ 牡3鹿 56 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 B494－ 41：48．7クビ 77．1�
12 ブラックタートル 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心中本 行則氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 21：49．23 108．1�

36 ナリタブルグ 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗	オースミ 中尾 秀正 浦河 バンブー牧場 498－ 21：49．52 300．1


35 オールフォース 牡3鹿 56 小崎 綾也山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 486＋161：49．6� 122．9�
24 ワンダークラッシー 牡3鹿 56 川須 栄彦山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 B450－ 21：49．92 24．8�
59 メイショウプルーム 牡3鹿 56 田中 健松本 好氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 520＋ 41：50．75 93．5�
48 カ イ マ ナ 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新 	カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 21：51．12� 18．8�

23 メイショウセンテ 牝3栗 54
51 ▲服部 寿希松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 444＋ 61：51．2� 329．7�

47 リュウノイカリ 牡3黒鹿56 津村 明秀二口 雅一氏 牧浦 充徳 平取 船越 伸也 492＋ 81：51．73 41．3�
816 ハイロードシチー 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也 	友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 484＋ 81：52．44 61．0�
612 ファストフォース 牡3黒鹿56 松若 風馬安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 500± 01：52．5� 4．6�
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611 ニホンピロファルコ 牡3栗 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 470－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，540，300円 複勝： 40，483，800円 枠連： 13，866，800円
馬連： 46，747，300円 馬単： 24，482，700円 ワイド： 35，510，400円
3連複： 69，732，400円 3連単： 88，915，800円 計： 350，279，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 940円 � 120円 枠 連（5－7） 1，580円

馬 連 �� 14，930円 馬 単 �� 22，090円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 240円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 61，510円

票 数

単勝票数 差引計 305403（返還計 3429） 的中 � 58720（2番人気）
複勝票数 差引計 404838（返還計 4190） 的中 � 65725（2番人気）� 6222（10番人気）� 131737（1番人気）
枠連票数 差引計 138668（返還計 463） 的中 （5－7） 6773（7番人気）
馬連票数 差引計 467473（返還計 11602） 的中 �� 2425（30番人気）
馬単票数 差引計 244827（返還計 5662） 的中 �� 831（49番人気）
ワイド票数 差引計 355104（返還計 11549） 的中 �� 2871（25番人気）�� 45703（1番人気）�� 4804（19番人気）
3連複票数 差引計 697324（返還計 34122） 的中 ��� 8451（17番人気）
3連単票数 差引計 889158（返還計 41951） 的中 ��� 1048（163番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．3―13．5―12．9―12．0―13．0―13．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―44．0―56．9―1：08．9―1：21．9―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．2
1
3
9，10，12（4，6，15）（7，13，16）1（2，8）－（5，3，14）・（10，12，15）8（9，13）1（4，6）－（2，7）（5，16）14＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォリオール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．1．6 京都11着

2016．4．27生 牡3栗 母 ストーミーウェザー 母母 Bay Harbor 11戦1勝 賞金 15，650，000円
〔競走除外〕 ニホンピロファルコ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 タカノアンジェラス号の騎手太宰啓介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・5番）
〔3走成績による出走制限〕 メイショウセンテ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サクラトップハロー号

22112 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

牝；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

24 フィオレドーロ 牝3栗 54
51 ▲斎藤 新下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 418－ 41：47．5 4．3�

48 スノーユニバンス 牝3芦 54 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：47．6� 4．7�
11 ウインアミーリア 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 21：47．92 17．6�
35 エッセンツァ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 530－ 41：48．11� 4．7�
510 レッドジェニファー 牝3栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 438＋ 61：48．2� 7．5�
611 カ ラ ミ ン サ 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：48．41� 6．2	
23 ケイティシャイン 牝3鹿 54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 444＋ 6 〃 ハナ 287．1

36 ドリームウィング 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 428± 01：48．5クビ 64．1�
815 ショウナンタンゴ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志国本 哲秀氏 吉村 圭司 新ひだか 静内フアーム 496＋161：48．81� 386．1�
12 カリマンタン 牝3栗 54 田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 日高 メイプルファーム 390＋ 2 〃 ハナ 193．6
47 ニホンピロハービン 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 474＋ 8 〃 クビ 29．6�
713 リアオリヴィア 牝3青鹿 54

53 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B422－ 81：49．33 8．6�
612 ハミングデイズ 牝3鹿 54 小崎 綾也飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 448－121：50．15 32．4�
59 メグスタサンライズ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 442－ 81：50．3� 289．8�
714 アサカフロンティア 牝3鹿 54 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 416 ―1：50．4� 227．5�
816 スパニッシュレディ 牝3栗 54 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：50．93 29．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，741，700円 複勝： 39，061，600円 枠連： 9，938，500円
馬連： 47，270，000円 馬単： 21，170，300円 ワイド： 37，031，500円
3連複： 68，574，200円 3連単： 76，437，200円 計： 326，225，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 170円 � 310円 枠 連（2－4） 1，200円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，320円 �� 920円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 22，830円

票 数

単勝票数 計 267417 的中 � 48848（1番人気）
複勝票数 計 390616 的中 � 49661（4番人気）� 70820（1番人気）� 27566（7番人気）
枠連票数 計 99385 的中 （2－4） 6413（5番人気）
馬連票数 計 472700 的中 �� 27332（2番人気）
馬単票数 計 211703 的中 �� 5983（5番人気）
ワイド票数 計 370315 的中 �� 19430（2番人気）�� 6932（19番人気）�� 10150（13番人気）
3連複票数 計 685742 的中 ��� 9689（20番人気）
3連単票数 計 764372 的中 ��� 2427（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．5―47．3―59．1―1：11．1―1：23．4―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィオレドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．5．5 京都3着

2016．2．1生 牝3栗 母 レ イ カ ー ラ 母母 カーラパワー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ハミングデイズ号の調教師高橋義忠は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

レッドジェニファー号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔3走成績による出走制限〕 メグスタサンライズ号・ショウナンタンゴ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミカエリビジン号



22113 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
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
1：59．6

良
良

22 メイショウラツワン 牡2鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 478 ―2：05．7 2．1�
77 ラズルダズル 牡2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450 ―2：05．8� 5．4�
88 モ ズ ト ン ボ 牡2黒鹿54 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム 490 ―2：05．9� 18．7�
44 イチザサンデー 牡2鹿 54 藤井勘一郎奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 538 ―2：06．53� 102．9�
11 	 サマーエモーション 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin 442 ― 〃 クビ 4．2	
55 ウェイヴァリー 牡2鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528 ―2：06．81� 9．5

33 ゴールドパラディン 牡2栗 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 428 ―2：07．12 8．5�
66 テイエムファルコン 牡2栗 54 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 490 ―2：10．5大差 67．2�
89 ドリームオスカル 牝2鹿 54 高倉 稜堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 444 ―2：10．71� 108．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，099，100円 複勝： 31，641，300円 枠連： 6，036，700円
馬連： 37，596，300円 馬単： 24，507，300円 ワイド： 26，442，500円
3連複： 48，751，000円 3連単： 98，397，600円 計： 305，471，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 280円 枠 連（2－7） 580円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 250円 �� 640円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 320991 的中 � 123421（1番人気）
複勝票数 計 316413 的中 � 121766（1番人気）� 43763（3番人気）� 17053（6番人気）
枠連票数 計 60367 的中 （2－7） 8041（2番人気）
馬連票数 計 375963 的中 �� 51537（2番人気）
馬単票数 計 245073 的中 �� 19916（2番人気）
ワイド票数 計 264425 的中 �� 31974（2番人気）�� 9816（10番人気）�� 7049（12番人気）
3連複票数 計 487510 的中 ��� 15404（10番人気）
3連単票数 計 983976 的中 ��� 9630（27番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―13．2―13．4―13．1―13．2―12．2―12．0―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．6―38．8―52．2―1：05．3―1：18．5―1：30．7―1：42．7―1：54．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウラツワン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．5．21生 牡2鹿 母 ル サ ビ 母母 ア ビ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サマーエモーション号は，発進不良〔出遅れ〕。

22114 8月25日 小雨 良 （1小倉2） 第10日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

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 トウケイココノエ 牝3芦 54 藤懸 貴志木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 532＋ 41：09．3 25．7�
36 ラハイナヌーン 牝3黒鹿54 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか タイヘイ牧場 452＋121：09．51 1．7�
817 ブラボーフェスタ �3栗 56 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 452－ 81：09．6� 123．2�
612 ジョーカリン 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 412＋12 〃 クビ 23．3�
818 スマッシングハーツ 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 41：09．7クビ 15．4�
611 プ ロ ポ ー ズ 牝3青鹿54 太宰 啓介前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 434－ 6 〃 ハナ 46．6	
47 エイシントキシラズ 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 518± 01：09．8� 10．2

816 ロングファイナリー �3鹿 56 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 456＋ 2 〃 ハナ 114．7�
510 ステラバローズ 牝3鹿 54 松若 風馬猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 452± 01：09．9� 4．8�
713 ゾ ロ 牡3栗 56 国分 優作北山 敏氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 468－ 41：10．0� 146．4�
35 ム ギ 牝3鹿 54 藤井勘一郎山下 良子氏 橋田 満 新冠 村上 欽哉 422± 01：10．1� 69．1�
11 メイショウフェイト 牡3黒鹿56 川須 栄彦松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 本巣 敦 466＋ 21：10．41� 275．8�
48 クリーンガーベラ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心石橋 和夫氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 460＋ 4 〃 クビ 44．6�
23 ダイシンリカール 牡3鹿 56 荻野 極大八木信行氏 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 498＋ 21：10．5クビ 64．5�
715 グレーフィンソニア 牝3黒鹿54 津村 明秀村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 464＋ 4 〃 クビ 9．6�
24 サニーサインズ 牝3栗 54 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 394＋ 4 〃 ハナ 307．8�
12 メイショウハヤナリ 牡3鹿 56 小牧 太松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 B468＋ 41：11．56 159．6�
59 ガバナンスコード 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希寺田千代乃氏 昆 貢 日高 シンボリ牧場 B506＋ 61：15．6大差 275．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，170，500円 複勝： 36，814，700円 枠連： 14，010，700円
馬連： 48，838，000円 馬単： 25，168，800円 ワイド： 38，883，600円
3連複： 76，107，500円 3連単： 93，751，600円 計： 362，745，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 410円 � 130円 � 1，740円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 830円 �� 11，960円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 31，170円 3 連 単 ��� 248，970円

票 数

単勝票数 計 291705 的中 � 9046（7番人気）
複勝票数 計 368147 的中 � 17749（6番人気）� 120615（1番人気）� 3628（14番人気）
枠連票数 計 140107 的中 （3－7） 16912（3番人気）
馬連票数 計 488380 的中 �� 18243（7番人気）
馬単票数 計 251688 的中 �� 2789（20番人気）
ワイド票数 計 388836 的中 �� 12686（7番人気）�� 808（72番人気）�� 3451（25番人気）
3連複票数 計 761075 的中 ��� 1831（81番人気）
3連単票数 計 937516 的中 ��� 273（540番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．0―11．4―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―33．9―45．3―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイココノエ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2019．1．14 京都13着

2016．4．20生 牝3芦 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ 7戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガバナンスコード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月25日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ゾロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルバリズム号・クールジェンヌ号・ジャングルキッド号・スカーヴァティ号・ディーズファンシー号・

ハピネスブルーム号



22115 8月25日 小雨 良 （1小倉2） 第10日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15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 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

34 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿 54
51 ▲岩田 望来岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B510－ 8 59．0 2．6�

22 リフタスフェルト 牝3鹿 52 津村 明秀 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 2 59．21� 3．8�

46 メイショウソウビ �5鹿 57 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476＋10 59．41	 20．8�
813 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 442± 0 〃 同着 5．1�
711 サンマルリトリート 牝4黒鹿55 藤懸 貴志相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 536＋ 2 59．72 6．5�
33 サンマルメジャール 牝7鹿 55

52 ▲服部 寿希相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 480＋ 2 59．91	 118．5	
11 サイベリアン 牝3鹿 52

49 ▲亀田 温心下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 438＋ 4 〃 クビ 61．3

57 
 ミンナノシャチョウ 牡4鹿 57 酒井 学 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 21：00．11 20．7�
45 
 マラビージャ 牡4鹿 57 藤井勘一郎古賀 慎一氏 村山 明 新ひだか 村上牧場 B448－ 41：00．31� 95．7
58 リネンリボン 牝3鹿 52

49 ▲斎藤 新戸山 光男氏 坂口 智康 新冠 芳住 鉄兵 464＋121：00．83 9．3�
69 メイショウジガネ 牡3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 526± 01：01．22� 213．2�
712 ガーデンガーデン 牝3黒鹿52 小牧 太松島 千佳氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 470＋ 41：01．62� 54．9�
610
 アイファーブレーヴ 牡4黒鹿57 川須 栄彦中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 464－ 61：01．7クビ 206．7�
814
 ジ ャ ン ヌ 牝5栗 55

52 ▲三津谷隼人奈良﨑孝一郎氏 作田 誠二 安平 ノーザンファーム 400＋181：01．8� 325．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，118，400円 複勝： 32，079，100円 枠連： 12，823，900円
馬連： 54，055，300円 馬単： 26，681，800円 ワイド： 33，776，900円
3連複： 72，077，200円 3連単： 95，149，900円 計： 354，762，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 �
�

230円
130円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 180円 ��
��

390円
200円

��
��

640円
260円

3 連 複 ���
���

990円
410円 3 連 単 ���

���
3，040円
1，370円

票 数

単勝票数 計 281184 的中 � 84568（1番人気）
複勝票数 計 320791 的中 �

�
70372
43920

（1番人気）
（4番人気）

� 60077（2番人気）� 16315（7番人気）

枠連票数 計 128239 的中 （2－3） 18627（1番人気）
馬連票数 計 540553 的中 �� 85514（1番人気）
馬単票数 計 266818 的中 �� 25144（1番人気）
ワイド票数 計 337769 的中 ��

��
33324
6514
（1番人気）
（14番人気）

��
��

11555
19812

（9番人気）
（4番人気）

�� 28442（2番人気）

3連複票数 計 720772 的中 ��� 25452（6番人気）��� 69484（1番人気）
3連単票数 計 951499 的中 ��� 11145（14番人気）��� 25369（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．7―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ケ ン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．9．2 小倉6着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 ダイヤモンドムーン 母母 レインボークイーン 10戦2勝 賞金 16，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウジガネ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エーティーキンセイ号・ケイティグレース号

22116 8月25日 小雨 良 （1小倉2） 第10日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：41．8
1：40．9

不良
重

34 デュアラブル 牝3栗 52
51 ☆西村 淳也 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 484－ 61：46．5 5．8�

22 サルサレイア 牝3栗 52 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 478＋ 21：46．71� 9．8�
59 ワインレッドローズ 牝3黒鹿52 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：46．91� 58．3�
814� イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 460＋ 81：47．0� 142．6�
46 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 52 太宰 啓介沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 448＋ 41：47．63� 43．5�
47 エターナルディーバ 牝3栗 52

49 ▲岩田 望来 	社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 448＋ 61：47．7	 16．8

35 シュジンコウ 牝3栗 52 川須 栄彦田島 政光氏 
島 一歩 日高 モリナガファーム 466＋ 4 〃 アタマ 233．0�
58 マハーラーニー 牝3鹿 52 中谷 雄太 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：47．8クビ 22．6�
713 ハクサンライラック 牝3栗 52 
島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 
川 啓一 482± 01：47．9	 8．9
815 サツキサンダー 牝3栗 52

49 ▲斎藤 新小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 450＋ 81：48．21	 2．9�
611 クロフネプリンセス 牝4栗 55

54 ☆森 裕太朗サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 428－ 21：48．62� 266．2�

23 テイクザヘルム 牝3芦 52 北村 友一 	キャロットファーム 安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 41：48．7クビ 7．0�

712 ロックザボート 牝4鹿 55
52 ▲亀田 温心 	サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B506＋ 41：48．8	 94．4�

610 デイジーブリランテ 牝4黒鹿55 津村 明秀	三嶋牧場 
島 一歩 浦河 三嶋牧場 464＋ 81：49．43� 56．5�
11 メモリーコバルト 牝4栗 55 秋山真一郎�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 474＋101：51．7大差 4．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，774，500円 複勝： 52，062，200円 枠連： 15，474，800円
馬連： 66，387，000円 馬単： 28，907，800円 ワイド： 50，375，400円
3連複： 97，067，300円 3連単： 111，374，500円 計： 460，423，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 290円 � 970円 枠 連（2－3） 1，270円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 910円 �� 4，220円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 31，190円 3 連 単 ��� 125，180円

票 数

単勝票数 計 387745 的中 � 52780（3番人気）
複勝票数 計 520622 的中 � 69340（3番人気）� 47990（5番人気）� 11626（10番人気）
枠連票数 計 154748 的中 （2－3） 9388（4番人気）
馬連票数 計 663870 的中 �� 19635（12番人気）
馬単票数 計 289078 的中 �� 4295（23番人気）
ワイド票数 計 503754 的中 �� 14856（13番人気）�� 3006（39番人気）�� 3103（37番人気）
3連複票数 計 970673 的中 ��� 2334（89番人気）
3連単票数 計1113745 的中 ��� 645（411番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．4―12．4―12．5―12．4―13．0―13．5―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．1―41．5―54．0―1：06．4―1：19．4―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デュアラブル �
�
父 Curlin �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．7．7 中京7着

2016．3．27生 牝3栗 母 ハリケーンフラッグ 母母 Pennant Champion 7戦2勝 賞金 17，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メモリーコバルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月25日まで平地

競走に出走できない。



22117 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第9競走 ��2，000�
と す

鳥 栖 特 別
発走14時15分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

812 ダノングレーター 牡3黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：00．9 2．6�
22 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 2 〃 クビ 2．7�
68 リーガルメイン 牡3鹿 54 藤井勘一郎前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋122：01．0� 3．9�
33 アリストライン 牝4黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B478＋102：01．1� 27．0�
711 リッカローズ 牝3芦 52 津村 明秀立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 458－ 62：01．3� 67．0	
56 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 西村 淳也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468－ 4 〃 クビ 12．0

45 ミーティアトレイル 牡4芦 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B466＋ 42：01．51	 19．9�
69 ヤマカツシシマル 牡3青鹿54 荻野 極山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 480± 02：01．81� 94．8�
710 レッドムルガン 牡3鹿 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B492＋ 62：01．9� 48．9
44 ア ル ベ ニ ス 牡3栗 54 岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 444－122：02．32� 88．7�
11 ナナカマドカ 牝3黒鹿52 酒井 学飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472＋ 82：02．72� 226．8�
57 マジェスティ 牡3鹿 54 斎藤 新近藤 英子氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 418－ 2 〃 ハナ 39．5�
813 キタサンブラウン 牡3栗 54 高倉 稜�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 520± 02：02．8� 124．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，631，700円 複勝： 34，256，500円 枠連： 14，884，100円
馬連： 63，376，000円 馬単： 31，076，700円 ワイド： 39，562，800円
3連複： 92，056，200円 3連単： 131，757，400円 計： 439，601，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（2－8） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 280円 �� 250円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，900円

票 数

単勝票数 計 326317 的中 � 98009（1番人気）
複勝票数 計 342565 的中 � 86951（2番人気）� 88860（1番人気）� 49250（3番人気）
枠連票数 計 148841 的中 （2－8） 32946（1番人気）
馬連票数 計 633760 的中 �� 132770（1番人気）
馬単票数 計 310767 的中 �� 32873（1番人気）
ワイド票数 計 395628 的中 �� 69809（1番人気）�� 31383（3番人気）�� 38062（2番人気）
3連複票数 計 920562 的中 ��� 149430（1番人気）
3連単票数 計1317574 的中 ��� 50114（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．3―12．9―12．3―11．8―11．8―11．6―12．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．7―49．6―1：01．9―1：13．7―1：25．5―1：37．1―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングレーター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Royal Anthem デビュー 2019．7．13 中京10着

2016．2．11生 牡3黒鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 3戦2勝 賞金 15，836，000円
〔3走成績による出走制限〕 マジェスティ号・レッドムルガン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月25日まで平地

競走に出走できない。

22118 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第10競走 ��
��1，200�

べ っ ぷ

別 府 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．8．25以降1．8．18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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612� エムティアン 牝3青鹿51 松若 風馬�門別牧場 �島 一歩 新ひだか 漆原 武男 444＋ 41：08．0 13．9�
11 � メイショウキョウジ 牡4鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472＋ 4 〃 クビ 3．4�
611 メジェールスー 牝4鹿 52 小崎 綾也太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 470＋ 41：08．1クビ 22．6�
35 ト ン ボ イ 牝4栗 52 川須 栄彦幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 436＋ 21：08．52	 35．8�
36 マ リ エ ラ 牡6鹿 54 津村 明秀栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 514－121：08．6	 15．9�
24 シグナライズ 牝4鹿 53 西村 淳也 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 486± 0 〃 クビ 4．3	
714 トウカイレーヌ 牝5青 53 斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 432＋ 2 〃 ハナ 8．5

713 リュニヴェール 牝4黒鹿52 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B472＋101：08．7	 82．9�
47 ウ ィ ズ 牡4鹿 54 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 482＋ 21：08．91
 9．2�
510� トップソリスト 牝3鹿 51 岩田 望来�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 462± 01：09．0	 5．1
48 メ ー プ ル 牝4黒鹿52 藤懸 貴志土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 506－ 6 〃 クビ 42．3�
816 ショウナンアヴィド 牡6青鹿54 酒井 学�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B492± 01：09．32 40．9�
815� トニーファイブ �4黒鹿53 荻野 極トニー倶楽部 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 436－ 61：09．51
 343．5�
23 ミカエルシチー 牡7鹿 53 北村 友一 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 522－101：10．98 29．3�
12 ダンツブライト 牝3栗 50 亀田 温心山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション B460－ 41：11．21 105．7�
59 カシノティーダ 牝3青鹿50 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 488－ 21：13．2大差 338．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，113，900円 複勝： 63，077，100円 枠連： 23，664，800円
馬連： 107，650，000円 馬単： 45，616，700円 ワイド： 70，832，700円
3連複： 158，862，600円 3連単： 187，581，200円 計： 700，399，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 470円 � 180円 � 510円 枠 連（1－6） 1，560円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 3，300円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 13，710円 3 連 単 ��� 84，460円

票 数

単勝票数 計 431139 的中 � 24663（6番人気）
複勝票数 計 630771 的中 � 30541（7番人気）� 120443（1番人気）� 27753（8番人気）
枠連票数 計 236648 的中 （1－6） 11712（7番人気）
馬連票数 計1076500 的中 �� 31544（10番人気）
馬単票数 計 456167 的中 �� 5109（24番人気）
ワイド票数 計 708327 的中 �� 15880（10番人気）�� 5389（36番人気）�� 13925（14番人気）
3連複票数 計1588626 的中 ��� 8690（45番人気）
3連単票数 計1875812 的中 ��� 1610（263番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．1―11．6―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．1―44．7―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（3，5，12）（2，11）（1，13）（15，16）（8，10）14（4，7）6，9 4 ・（3，5，12）（11，1）（13，16）（2，8，15，10）（4，6，14）7＝9

勝馬の
紹 介

�エムティアン �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ （3戦0勝 賞金 4，700，000円）

2016．3．18生 牝3青鹿 母 サンドハーブ 母母 サンドピアリス 3戦2勝 賞金 22，885，000円
地方デビュー 2018．5．9 門別

〔制裁〕 トウカイレーヌ号の騎手斎藤新は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツブライト号・カシノティーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月

25日まで平地競走に出走できない。
※メープル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22119 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第11競走 ��
��1，800�小倉日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

11 アロハリリー 牝4青鹿54 酒井 学吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：46．4 7．7�
45 ベステンダンク 牡7栗 57 秋山真一郎市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 512＋ 4 〃 クビ 48．5�
33 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 54 高倉 稜石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：46．5クビ 14．2�
68 	 マウントゴールド 牡6鹿 58 藤井勘一郎青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 448＋ 6 〃 ハナ 10．1�
812 サーブルオール 牡6鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486－ 41：46．71
 8．2	
56 ジョルジュサンク 牡6栗 56 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 528－ 4 〃 アタマ 59．3

44 トリコロールブルー 牡5青鹿56 和田 竜二 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 ハナ 3．1�
710 ケイティクレバー 牡4鹿 56 松若 風馬瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 460＋ 81：47．02 25．7�
57 ボールライトニング 牡6栗 56 西村 淳也 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 516－ 8 〃 アタマ 28．4
813 マイネルフラップ 牡3黒鹿53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 486＋22 〃 ハナ 8．6�
711 アウトライアーズ 牡5鹿 56 斎藤 新丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：47．21
 6．8�
22 レトロロック 牡7鹿 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 484＋ 21：47．3� 7．6�
69 プラチナムバレット 牡5芦 56 岡田 祥嗣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：47．51 85．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 72，451，600円 複勝： 94，645，100円 枠連： 45，532，100円
馬連： 250，599，700円 馬単： 92，148，500円 ワイド： 124，042，400円
3連複： 377，146，900円 3連単： 501，976，800円 計： 1，558，543，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 300円 � 1，110円 � 360円 枠 連（1－4） 1，170円

馬 連 �� 16，240円 馬 単 �� 24，010円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 930円 �� 6，330円

3 連 複 ��� 39，950円 3 連 単 ��� 234，040円

票 数

単勝票数 計 724516 的中 � 74481（4番人気）
複勝票数 計 946451 的中 � 91442（5番人気）� 19625（11番人気）� 71959（7番人気）
枠連票数 計 455321 的中 （1－4） 30052（4番人気）
馬連票数 計2505997 的中 �� 11953（44番人気）
馬単票数 計 921485 的中 �� 2878（76番人気）
ワイド票数 計1240424 的中 �� 7662（43番人気）�� 35968（10番人気）�� 4924（55番人気）
3連複票数 計3771469 的中 ��� 7079（114番人気）
3連単票数 計5019768 的中 ��� 1555（648番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．6―47．3―58．9―1：10．6―1：22．5―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アロハリリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．21 京都2着

2015．2．2生 牝4青鹿 母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド 11戦5勝 賞金 81，021，000円
〔制裁〕 マイネルフラップ号の騎手国分優作は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

22120 8月25日 曇 良 （1小倉2） 第10日 第12競走 ��
��1，000�3歳以上2勝クラス

発走16時05分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

11 � シャワーブーケ 牝5栗 55 松若 風馬 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 484－ 4 58．3 11．8�
58 ミスズマンボ 牝6青鹿 55

52 ▲岩田 望来永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 450－ 6 58．72	 15．3�
46 コウエイアンカ 
4鹿 57 北村 友一伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 478＋ 4 〃 クビ 6．4�
34 ウイナーズロード 牝5青鹿55 義 英真�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 422－ 6 58．8クビ 91．0�
711 スターペスマリア 牝5栗 55 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 490± 0 59．12 4．4	
712 ファビュラスギフト 牝3鹿 52 津村 明秀 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 452－ 2 59．31	 4．2

22 バルコラベーロ 牡5栗 57

54 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 アタマ 21．1�
69 オンリーワンスター 牝6鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 470＋14 59．4クビ 32．5�
610 アウトバーン 牡4鹿 57 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 472＋ 5 59．61� 43．7
814 スナークライデン 牡5芦 57 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 478－ 2 59．81� 26．8�
57 スタークォーツ 牝3青鹿52 和田 竜二輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 476＋ 2 59．9	 4．2�
33 リリーメーカー 牝5鹿 55 �島 良太阿部榮乃進氏 長谷川浩大 厚真 阿部 栄乃進 518± 0 〃 アタマ 61．4�
813 ナンクルナイサー 牝4栗 55 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 468＋ 21：00．11	 21．5�
45 ヤ サ シ サ 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 514＋ 21：00．2クビ 25．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，745，200円 複勝： 78，044，800円 枠連： 34，929，400円
馬連： 132，173，800円 馬単： 54，994，300円 ワイド： 88，363，800円
3連複： 199，336，000円 3連単： 244，185，400円 計： 884，772，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 370円 � 370円 � 240円 枠 連（1－5） 2，680円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 14，730円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 1，400円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 17，460円 3 連 単 ��� 101，740円

票 数

単勝票数 計 527452 的中 � 35489（5番人気）
複勝票数 計 780448 的中 � 51592（6番人気）� 52757（5番人気）� 96415（4番人気）
枠連票数 計 349294 的中 （1－5） 10084（10番人気）
馬連票数 計1321738 的中 �� 12787（32番人気）
馬単票数 計 549943 的中 �� 2800（55番人気）
ワイド票数 計 883638 的中 �� 9307（29番人気）�� 16370（12番人気）�� 16473（11番人気）
3連複票数 計1993360 的中 ��� 8561（53番人気）
3連単票数 計2441854 的中 ��� 1740（331番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．9―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャワーブーケ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dubai Destination

2014．3．8生 牝5栗 母 シャディーナ 母母 Shamadara 10戦2勝 賞金 21，500，000円
初出走 JRA

※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 メープル号・リガス号

３レース目



（1小倉2）第10日 8月25日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

210，130，000円
5，180，000円
16，840，000円
1，440，000円
22，290，000円
67，048，500円
4，651，600円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
428，728，200円
583，228，700円
198，940，700円
918，399，900円
418，762，300円
586，616，700円
1，345，863，500円
1，821，912，400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 6，302，452，400円

総入場人員 11，740名 （有料入場人員 10，427名）
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