
22013 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時00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

22 ヒ メ サ マ 牝2鹿 54
51 ▲岩田 望来廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 414－ 61：09．2 12．4�

44 スマートアペックス 牡2青鹿54 福永 祐一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート 444＋ 21：09．41� 1．5�

55 メイショウカムロ 牡2鹿 54
51 ▲亀田 温心松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 438＋ 21：10．14 31．5�

11 タマモボイジャー �2鹿 54
51 ▲斎藤 新タマモ� 川村 禎彦 浦河 小島牧場 452＋141：10．31	 2．3�

66 アイファーサイアン 牡2鹿 54 山口 勲中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 388＋ 21：11．68 93．2�
（佐賀）

33 ヒ ノ カ ミ 牝2鹿 54 国分 優作杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 416 ―1：11．91
 28．7	
（6頭）

売 得 金
単勝： 28，690，200円 複勝： 32，786，600円 枠連： 発売なし
馬連： 27，560，900円 馬単： 25，582，800円 ワイド： 21，413，400円
3連複： 29，247，200円 3連単： 122，789，000円 計： 288，070，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 230円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，340円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 14，030円

票 数

単勝票数 計 286902 的中 � 19536（3番人気）
複勝票数 計 327866 的中 � 19743（3番人気）� 232974（1番人気）
馬連票数 計 275609 的中 �� 29468（2番人気）
馬単票数 計 255828 的中 �� 7942（7番人気）
ワイド票数 計 214134 的中 �� 16953（3番人気）�� 3775（9番人気）�� 8231（5番人気）
3連複票数 計 292472 的中 ��� 12081（5番人気）
3連単票数 計1227890 的中 ��� 6341（31番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―11．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．0―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ メ サ マ 

�
父 ダイワメジャー 


�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．7．14 中京9着

2017．3．13生 牝2鹿 母 チーティンハート 母母 エイシンパンジー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 タマモボイジャー号は，最後の直線コースで外側に逃避した。なお、同馬は競走後に疾病〔前胸部裂創〕を発症し死亡。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22014 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第2競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走10時35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
56．9
56．9

重
重

711 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 458－ 2 58．4 2．8�

813 クーファピーカブー 牝3栗 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 456＋12 59．14 5．7�
58 サンバパレード 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 456＋ 4 59．41� 10．7�
69 ワ シ ヅ カ ミ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 中尾 秀正 新冠 有限会社 大
作ステーブル 500－10 59．5クビ 37．8�

11 グッドヴィジョン 牝3栗 54 松若 風馬 IHR 佐々木晶三 新ひだか 仲野牧場 506－ 2 59．92� 6．0�
57 ヤマニンモンスーン 牡3鹿 56 岩崎 翼土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 530＋26 〃 クビ 20．4�
610 ココナツクラッシュ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心藤井聡一郎氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 488± 01：00．11 32．3	
46 	 スマートアクシス 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新大川 徹氏 西園 正都 米 Machmer Hall
& Montese LLC 494＋10 〃 クビ 3．9


34 ア カ マ 牝3黒鹿54 山口 勲安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 442－ 6 〃 クビ 69．0�
（佐賀）

22 メイショウイヤサカ 牝3鹿 54 北村 友一松本 和子氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 452－ 21：00．73� 22．6�
45 トウケイストーム 牝3栗 54 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 438－ 41：01．23 25．8
814 ワンダータビアット 牝3黒鹿54 小崎 綾也山本 能成氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 460＋ 4 〃 ハナ 288．5�
33 タマモキャーンズ 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 464＋101：01．83� 168．8�
712 ハイナイスレディ 牝3鹿 54 太宰 啓介服部 新平氏 寺島 良 浦河 
川フアーム B498＋181：03．9大差 167．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，554，800円 複勝： 37，673，200円 枠連： 10，894，200円
馬連： 53，421，100円 馬単： 27，043，400円 ワイド： 44，975，700円
3連複： 83，362，300円 3連単： 99，107，700円 計： 388，032，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 280円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 290円 �� 560円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 10，380円

票 数

単勝票数 計 315548 的中 � 87063（1番人気）
複勝票数 計 376732 的中 � 87038（1番人気）� 67218（2番人気）� 25669（5番人気）
枠連票数 計 108942 的中 （7－8） 12262（2番人気）
馬連票数 計 534211 的中 �� 52096（3番人気）
馬単票数 計 270434 的中 �� 13713（4番人気）
ワイド票数 計 449757 的中 �� 45200（2番人気）�� 19925（5番人気）�� 9185（13番人気）
3連複票数 計 833623 的中 ��� 23146（6番人気）
3連単票数 計 991077 的中 ��� 6919（21番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．0―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミキノモンテカルロ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2019．4．7 阪神7着

2016．5．6生 牝3鹿 母 ミキノモナコ 母母 ユ カ リ 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 メイショウイヤサカ号の調教師藤沢則雄は，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。

スマートアクシス号の騎手斎藤新は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイナイスレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月28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〕 タマモキャーンズ号・ワンダータビアット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月28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 アポロナッシュビル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05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
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ロ ナ 牝3黒鹿54 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B462－ 81：08．0 4．8�
48 ウェーブクリスタル 牝3黒鹿54 秋山真一郎万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 406＋ 81：08．32 3．0�
59 レイナブローニュ 牝3栗 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 新冠 秋田牧場 450＋ 21：08．61� 15．3�
612 ワンダーエマ 牝3黒鹿54 太宰 啓介山本 能成氏 奥村 豊 浦河 秋場牧場 462－121：08．7� 192．9�
510 マックスブロケイド 牝3鹿 54 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 444＋22 〃 クビ 46．4�
36 タガノアリサ 牝3鹿 54 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 81：08．8� 54．8	
47 アドマイヤコメット 牝3黒鹿54 北村 友一近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B444＋ 61：08．9� 7．1

713 エメラルドスピアー 牝3黒鹿54 幸 英明 �社台レースホース西浦 勝一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 2 〃 アタマ 26．6�
12 リッカウィンドウ 牝3芦 54 酒井 学立花 幸雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 酒井 亨 430＋ 4 〃 クビ 101．5
23 アルバリズム 牝3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 508－ 61：09．0� 5．4�
11 サニーサインズ 牝3栗 54 国分 優作 �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 390＋ 61：09．1クビ 273．3�
24 スカーヴァティ 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 430－ 61：09．31� 7．0�
714 ケアレスラヴ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 410＋161：09．4� 123．8�
611 タガノクロシェット 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心八木 良司氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 440－ 41：09．5クビ 196．1�
816 エルガナドール 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新久保 博文氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：09．92� 36．8�
818 スズカルージュ 牝3栗 54 高倉 稜永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 466＋ 6 〃 クビ 108．7�
715 ミスアニバーサリー 牝3黒鹿54 水口 優也平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 4 〃 クビ 26．7�
817 アイファープライス 牝3鹿 54 山口 勲中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 414＋ 21：10．64 314．2�

（佐賀）

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，184，400円 複勝： 50，039，000円 枠連： 15，546，000円
馬連： 56，464，100円 馬単： 26，737，200円 ワイド： 46，530，500円
3連複： 92，828，000円 3連単： 104，052，800円 計： 421，382，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 130円 � 290円 枠 連（3－4） 450円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，200円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 291844 的中 � 48528（2番人気）
複勝票数 計 500390 的中 � 70434（2番人気）� 126121（1番人気）� 33529（6番人気）
枠連票数 計 155460 的中 （3－4） 26374（2番人気）
馬連票数 計 564641 的中 �� 64326（1番人気）
馬単票数 計 267372 的中 �� 13407（2番人気）
ワイド票数 計 465305 的中 �� 39914（1番人気）�� 9198（14番人気）�� 14662（9番人気）
3連複票数 計 928280 的中 ��� 26936（5番人気）
3連単票数 計1040528 的中 ��� 6720（20番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．8―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．7―32．5―44．0―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．20 京都7着

2016．3．21生 牝3黒鹿 母 エアジャメヴー 母母 エアデジャヴー 9戦1勝 賞金 8，600，000円
〔制裁〕 ウェーブクリスタル号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔その他〕 エルガナドール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エルガナドール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年8月28日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 リッカウィンドウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月28日まで平地競走に出走でき

ない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22016 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35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
1：56．9
1：56．1

良
良

712 グレートベースン 牡3青鹿 56
53 ▲斎藤 新桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 524＋122：00．5 3．6�

610 ジュベルハフィート 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 430± 02：00．6� 3．1�
34 テ メ ノ ス 牝3栗 54 幸 英明�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 474＋ 22：00．81� 3．7�
46 メ ル テ ー ル 牝3芦 54 高倉 稜中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 482± 02：00．9� 6．2	
59 ツーエムアロンソ 牡3鹿 56 岩崎 翼村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 524± 02：01．11� 45．4

815 オレンジオレンジ 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 444＋ 22：01．2クビ 18．7�
47 ミユキディオニソス 牡3青鹿56 中井 裕二長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 452－ 22：01．52 89．5�
713 マーティンシャップ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗大戸 志浦氏 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 514－ 2 〃 ハナ 156．3
814 ビップモーリー 牡3黒鹿56 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 452± 02：02．03 127．7�
22 リ ス ト 牡3青鹿56 藤井勘一郎吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B494－ 22：02．1クビ 13．4�
35 スズカコンパス 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 430＋ 62：02．42 223．5�
11 アンフィニマン 牡3芦 56 松若 風馬�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋12 〃 クビ 58．1�
58 サイモンノツバサ 牡3栗 56 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 526＋ 2 〃 クビ 229．8�
23 メイショウパティオ 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 438＋ 42：02．61� 222．7�
611 プ カ ナ ラ 牡3青鹿 56

54 △西村 淳也�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 458＋ 62：03．23� 31．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，454，400円 複勝： 37，682，300円 枠連： 10，403，000円
馬連： 49，605，800円 馬単： 24，863，000円 ワイド： 37，778，500円
3連複： 75，082，000円 3連単： 95，767，700円 計： 360，636，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（6－7） 640円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 290円 �� 290円 �� 240円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 294544 的中 � 65300（2番人気）
複勝票数 計 376823 的中 � 71712（3番人気）� 73936（2番人気）� 77659（1番人気）
枠連票数 計 104030 的中 （6－7） 12526（2番人気）
馬連票数 計 496058 的中 �� 53689（2番人気）
馬単票数 計 248630 的中 �� 13054（3番人気）
ワイド票数 計 377785 的中 �� 32674（2番人気）�� 32660（3番人気）�� 42318（1番人気）
3連複票数 計 750820 的中 ��� 62476（1番人気）
3連単票数 計 957677 的中 ��� 15216（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．7―12．3―11．8―12．3―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．3―48．0―1：00．3―1：12．1―1：24．4―1：36．6―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートベースン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．17 小倉4着

2016．3．20生 牡3青鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 8戦1勝 賞金 11，950，000円



22017 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25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
1：07．8
1：07．8

良
良

810 カ リ ニ ー ト 牡2鹿 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 468 ―1：09．9 4．8�
33 オークレイコート 牝2栗 54 中谷 雄太 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442 ― 〃 クビ 4．6�
22 ベッロコルサ 牡2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 418 ―1：10．85 2．8�
66 サンビースト 牡2黒鹿54 松山 弘平�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 520 ― 〃 クビ 8．5�
79 スナークアリス 牝2芦 54 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 446 ―1：11．01� 52．5�
44 ダ ッ チ マ ン 牡2青鹿54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450 ―1：12．38 7．3	
811 ベルウッドコチョウ 牡2黒鹿54 太宰 啓介鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 468 ―1：13．04 17．1

55 バトルレイカ 牝2鹿 54 藤懸 貴志宮川 秋信氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 480 ―1：13．1クビ 30．9�
67 ヘイセイロード 牡2鹿 54

51 ▲服部 寿希西村新一郎氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 470 ―1：13．73� 134．7�
78 ハバチューバー 牡2栗 54

52 △西村 淳也細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 504 ―1：14．12� 112．9
11 グランヴェルソー 牡2鹿 54 田中 健間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 栄進牧場 448 ― （競走中止） 21．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，639，800円 複勝： 27，961，900円 枠連： 7，221，200円
馬連： 43，419，000円 馬単： 23，058，800円 ワイド： 27，507，000円
3連複： 54，201，200円 3連単： 78，526，700円 計： 289，535，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 840円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 400円 �� 270円 �� 270円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 276398 的中 � 47340（3番人気）
複勝票数 計 279619 的中 � 49944（3番人気）� 54745（2番人気）� 67195（1番人気）
枠連票数 計 72212 的中 （3－8） 6657（3番人気）
馬連票数 計 434190 的中 �� 37301（3番人気）
馬単票数 計 230588 的中 �� 8364（7番人気）
ワイド票数 計 275070 的中 �� 16285（5番人気）�� 27333（1番人気）�� 26496（2番人気）
3連複票数 計 542012 的中 ��� 47702（1番人気）
3連単票数 計 785267 的中 ��� 9939（10番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．0―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ リ ニ ー ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2017．4．21生 牡2鹿 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 グランヴェルソー号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 グランヴェルソー号は，発走直後に急に内側に逃避したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グランヴェルソー号は，令和元年7月29日から令和元年8月27日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハバチューバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月28日まで平地

競走に出走できない。
※ヘイセイロード号・ベルウッドコチョウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22018 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12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

611 アスタードラゴン 牡3栗 56
53 ▲亀田 温心加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B450－ 21：47．5 9．3�

713 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 498－ 6 〃 ハナ 3．1�
815 メテオスウォーム 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 B488＋ 6 〃 ハナ 5．1�
24 ブルベアペスカ 牡3栗 56 小牧 太 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 476－ 2 〃 クビ 20．0�
11 エーティーキンセイ 牡3鹿 56 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新冠 川島牧場 486＋ 21：48．56 66．6	
48 キービジュアル 牡3鹿 56

54 △西村 淳也 �シルクレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：48．82 24．4

12 クリノオオクニヌシ 牡3黒鹿56 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 466＋161：49．01� 3．0�
36 タガノビーダッシュ �3鹿 56 藤懸 貴志八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 八木牧場 464± 01：49．1クビ 179．4�
816 ボーダードライヴ 牡3鹿 56 小崎 綾也村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 524－121：49．31� 120．3
35 サ ブ ゼ ロ 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－ 41：49．83 10．9�

612 メイショウドウダン 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 432－ 61：50．22� 60．1�
714 ブルベアヴェルデ 牡3黒鹿56 義 英真 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B452－ 81：51．58 48．3�
510 フゼアノート 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 470＋ 41：51．6� 33．3�
47 レッドアルビオン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希 �東京ホースレーシング 昆 貢 日高 下河辺牧場 B524＋ 4 〃 クビ 117．3�
23 バ ロ ー 牡3栗 56 山口 勲前田 幸治氏 斉藤 崇史 新冠 パカパカ

ファーム 538± 01：52．55 319．9�
（佐賀）

59 オ デ ィ ナ 牡3栗 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 480 ―1：53．67 82．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，552，800円 複勝： 33，016，900円 枠連： 11，057，500円
馬連： 51，105，600円 馬単： 24，485，000円 ワイド： 38，121，300円
3連複： 74，962，700円 3連単： 97，520，800円 計： 356，822，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 220円 � 130円 � 170円 枠 連（6－7） 1，350円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 540円 �� 940円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 22，850円

票 数

単勝票数 計 265528 的中 � 22746（4番人気）
複勝票数 計 330169 的中 � 32652（4番人気）� 76678（1番人気）� 48664（3番人気）
枠連票数 計 110575 的中 （6－7） 6346（6番人気）
馬連票数 計 511056 的中 �� 25395（7番人気）
馬単票数 計 244850 的中 �� 4761（13番人気）
ワイド票数 計 381213 的中 �� 18164（6番人気）�� 9705（11番人気）�� 25642（2番人気）
3連複票数 計 749627 的中 ��� 19296（8番人気）
3連単票数 計 975208 的中 ��� 3093（60番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．2―43．2―56．4―1：08．8―1：21．3―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスタードラゴン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．10．8 京都12着

2016．3．12生 牡3栗 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー 11戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 メテオスウォーム号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オディナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月28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〕 レッドアルビオン号・ボーダードライヴ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月28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 ブルベアブロンゾ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



22019 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25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

23 ウルクラフト 牝3黒鹿52 松山 弘平 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 414＋ 41：46．5 7．9�

610 シ ュ リ 牡3黒鹿54 浜中 俊前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 6 〃 クビ 2．7�

47 プライドランド 牡3芦 54
52 △西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：46．71 7．0�

712 イルヴェントドーロ 牝3鹿 52
49 ▲斎藤 新兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 438＋ 21：47．01� 11．9�

58 アグネススターダム 牡6栗 57 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450± 01：47．21� 70．3�
814 ダノンレグナム 牡3鹿 54 北村 友一	ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 498＋ 21：47．3クビ 6．0

713 カ ラ ル �5黒鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472－12 〃 クビ 19．0�
35 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 B462－ 61：47．51	 23．9�
22 ロードゼウス 牡3青鹿54 福永 祐一 	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 458＋ 2 〃 アタマ 5．7
46 ラヴベローナ 牝4鹿 55 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 4 〃 アタマ 45．3�
34 ピ ッ パ 牝4栗 55 松若 風馬飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：47．6� 276．9�
11 オーデットエール �4鹿 57

54 ▲岩田 望来中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム B486＋ 61：47．81	 40．1�
59 メイショウダブル 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 502－ 41：47．9� 78．5�
815 レッドアルジーヌ 牝4芦 55 秋山真一郎 	東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 456－ 21：48．0� 57．3�
611 グローバルビジネス 牡4鹿 57 水口 優也窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 498＋101：49．9大差 423．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，689，900円 複勝： 61，414，700円 枠連： 16，437，000円
馬連： 77，270，100円 馬単： 32，049，400円 ワイド： 57，451，000円
3連複： 110，709，800円 3連単： 130，151，100円 計： 529，173，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 140円 � 210円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 610円 �� 820円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 16，480円

票 数

単勝票数 計 436899 的中 � 44144（5番人気）
複勝票数 計 614147 的中 � 48175（5番人気）� 142065（1番人気）� 70307（4番人気）
枠連票数 計 164370 的中 （2－6） 26004（1番人気）
馬連票数 計 772701 的中 �� 44294（4番人気）
馬単票数 計 320494 的中 �� 7508（11番人気）
ワイド票数 計 574510 的中 �� 24374（5番人気）�� 17329（9番人気）�� 29145（4番人気）
3連複票数 計1107098 的中 ��� 29531（6番人気）
3連単票数 計1301511 的中 ��� 5724（35番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―11．9―12．0―11．4―11．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．2―47．1―59．1―1：10．5―1：21．9―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F36．0
1
3
8，12－3，9（2，14）10，7（1，4）（5，13）－（6，11）15・（8，12）－（3，13）2（10，5）7（1，9）（4，14）6－（15，11）

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

勝馬の
紹 介

ウルクラフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2018．10．13 京都1着

2016．2．26生 牝3黒鹿 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 4戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 ミーティアトレイル号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）

22020 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （芝・右）
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

11 � エムティアン 牝3青鹿 52
50 △西村 淳也�門別牧場 	島 一歩 新ひだか 漆原 武男 440＋161：08．2 16．6�

56 エ ス ト 牝3鹿 52 北村 友一大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 21：08．41
 3．9�
811� クーファディーヴァ 牝5栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 484＋161：08．5� 2．9�
68 トモジャクアルト 牡4芦 57 幸 英明吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 498＋ 4 〃 クビ 27．3�
55 � ジ ェ ス ロ 6鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 446＋ 8 〃 アタマ 20．6�
710 トーアライジン 牡6芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B516－ 21：08．6クビ 46．2	
22 ロードワンダー 3青鹿54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 420－ 2 〃 アタマ 10．4

33 シエルブラン 牝5栗 55

52 ▲斎藤 新金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 458＋ 81：08．91� 6．0�
67 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡5黒鹿 57

54 ▲岩田 望来 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B482－ 41：09．22 7．5
44 � メイショウビコーン 牡5栗 57 松山 弘平松本 好雄氏 	島 一歩 浦河 日の出牧場 518＋111：09．41� 12．5�
812� オールアウト 牡3栗 54 山口 勲酒井 孝敏氏 東 眞市 新ひだか 前川 隆則 464－ 41：09．61
 329．8�

（佐賀） （佐賀）

79 � ヴェールレガロ 牡4栗 57 岩崎 翼水谷 昌晃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 510＋ 61：09．7� 69．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，428，700円 複勝： 36，282，600円 枠連： 11，577，900円
馬連： 64，189，200円 馬単： 30，009，100円 ワイド： 41，755，800円
3連複： 84，381，500円 3連単： 118，611，900円 計： 417，236，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 370円 � 140円 � 130円 枠 連（1－5） 2，770円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，020円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 19，620円

票 数

単勝票数 計 304287 的中 � 14601（7番人気）
複勝票数 計 362826 的中 � 16729（8番人気）� 75499（2番人気）� 88548（1番人気）
枠連票数 計 115779 的中 （1－5） 3231（12番人気）
馬連票数 計 641892 的中 �� 17165（12番人気）
馬単票数 計 300091 的中 �� 3260（30番人気）
ワイド票数 計 417558 的中 �� 10685（12番人気）�� 9624（15番人気）�� 45473（1番人気）
3連複票数 計 843815 的中 ��� 25929（5番人気）
3連単票数 計1186119 的中 ��� 4381（60番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．8―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．8―44．3―55．9

コーナー
通過順位

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

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 2戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2018．5．9 門別

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



22021 7月28日 晴 良 （1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）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

55 クルークハイト 牝5芦 55 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：46．3 7．7�
33 スズカスマート 牝5鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 492＋10 〃 クビ 11．3�
44 アスターストーリー 牝5鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 458－ 21：46．4クビ 31．2�
66 コカボムクイーン 牝4黒鹿55 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 484＋121：46．5� 9．9�
89 � スエルテミノル 牝5鹿 55 小崎 綾也吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 474＋101：46．6� 13．3�
77 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 55 藤懸 貴志奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 470－ 81：46．81	 46．1	
22 キコクイーン 牝3青 52 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 426－ 61：47．12 1．9

810 カ カ ア コ 牝5栗 55 藤井勘一郎ニッシンレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋121：47．41� 141．1�
11 ミスティック 牝4黒鹿55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 452＋ 21：47．5� 30．5
78 サ ニ ー レ イ 牝4鹿 55 福永 祐一橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B456＋ 41：47．71� 3．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，937，900円 複勝： 68，339，000円 枠連： 12，688，600円
馬連： 76，662，000円 馬単： 45，353，300円 ワイド： 50，770，000円
3連複： 99，106，300円 3連単： 190，902，700円 計： 587，759，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 290円 � 360円 � 840円 枠 連（3－5） 3，920円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，900円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 74，330円

票 数

単勝票数 計 439379 的中 � 45602（3番人気）
複勝票数 計 683390 的中 � 68721（3番人気）� 50820（4番人気）� 18931（7番人気）
枠連票数 計 126886 的中 （3－5） 2508（13番人気）
馬連票数 計 766620 的中 �� 20038（12番人気）
馬単票数 計 453533 的中 �� 5567（23番人気）
ワイド票数 計 507700 的中 �� 17912（10番人気）�� 6773（21番人気）�� 4412（25番人気）
3連複票数 計 991063 的中 ��� 4688（48番人気）
3連単票数 計1909027 的中 ��� 1862（215番人気）

ハロンタイム 7．0―11．8―12．5―12．9―12．5―12．6―12．2―12．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．8―31．3―44．2―56．7―1：09．3―1：21．5―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
4，6（2，5）（3，9）－7－8－（1，10）
4，6（2，5）3（7，1）9，8，10

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

勝馬の
紹 介

クルークハイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．4．4生 牝5芦 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 25戦4勝 賞金 57，324，000円

22022 7月28日 晴 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下），30．7．28以降1．7．21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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

58 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 21：45．7 4．2�

814 アグネスリバティ 牡6黒鹿56 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482＋10 〃 ハナ 8．1�
46 ブライトムーン 牝5黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436± 01：45．91� 3．2�
712 インターセクション 牡4栗 54 浜中 俊ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：46．22 13．3�
610 リリーモントルー 牡5鹿 54 川須 栄彦土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 438－ 21：46．41� 14．7	
711 ウインルチル 牝4栗 51 松若 風馬�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 452＋101：46．5	 46．6

22 ルックスマート 牡4鹿 55 幸 英明平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 21：46．6� 19．0�
57 ギ ル マ 牡3鹿 53 酒井 学杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 490－ 41：46．81� 5．5�
45 フィールインラヴ 牡4黒鹿54 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 446－ 21：46．9クビ 72．1
813 エイシンデジタル 牡4栗 54 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 520＋101：47．0� 14．9�
69 スパイクナード 牝5黒鹿51 小崎 綾也前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 0 〃 クビ 72．7�
11 
 ミトノグラス 牡6鹿 52 藤懸 貴志ロイヤルパーク 武 英智 新冠 ハクツ牧場 B470－ 81：47．31	 97．7�
34 レッドアルティスタ �7鹿 53 北村 友一 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B472＋ 61：47．4� 16．6�
33 メイショウヴォルガ 牡5鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 506＋ 61：47．82� 48．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，255，400円 複勝： 65，247，900円 枠連： 27，672，200円
馬連： 121，726，300円 馬単： 49，435，800円 ワイド： 78，861，000円
3連複： 181，070，800円 3連単： 219，577，500円 計： 794，846，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 220円 � 140円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 650円 �� 310円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 12，650円

票 数

単勝票数 計 512554 的中 � 96376（2番人気）
複勝票数 計 652479 的中 � 113849（2番人気）� 61555（4番人気）� 132542（1番人気）
枠連票数 計 276722 的中 （5－8） 32149（2番人気）
馬連票数 計1217263 的中 �� 51808（5番人気）
馬単票数 計 494358 的中 �� 11071（9番人気）
ワイド票数 計 788610 的中 �� 29297（5番人気）�� 71491（1番人気）�� 31897（4番人気）
3連複票数 計1810708 的中 ��� 65569（2番人気）
3連単票数 計2195775 的中 ��� 12580（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．5―47．3―58．8―1：10．7―1：22．2―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
14（8，4）13（1，10）11（3，6，12）7，2（5，9）
14，4，8（10，13，11）（1，6，12）（3，7）（2，5）9

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

勝馬の
紹 介

ラ テ ュ ロ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Touch Gold デビュー 2017．6．18 阪神2着

2015．1．17生 牝4鹿 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 16戦3勝 賞金 74，844，000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28日 晴 良 （1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，3勝クラス（1600万円以下），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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 エイシンデネブ 牝4鹿 55 松若 風馬�栄進堂 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 436＋281：07．5 7．0�
47 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 クビ 5．2�
59 ブライティアレディ 牝6青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 432＋ 41：07．6� 29．0�
35 シャンデリアムーン 牝3鹿 52 斎藤 新鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 466＋ 2 〃 ハナ 4．0�
714 ダイシンバルカン 牡7鹿 57 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 81：07．7	 38．0�
817 パーリオミノル 牝6鹿 55 山口 勲吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 41：07．9	 63．3	

（佐賀）

510 タイセイブレーク 
5栗 57 浜中 俊田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 490－ 4 〃 クビ 5．4

24 スターリーステージ 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 ハナ 7．0�
816 メイショウカズヒメ 牝5鹿 55 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504－ 41：08．0クビ 30．7�
12 スカイパッション 牝7栗 55 川須 栄彦小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 468＋ 21：08．1� 174．9
815 ゲンキチハヤブサ 
7栗 57 小崎 綾也荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 478＋ 61：08．2� 310．9�
11 ブラッククローバー 牡7黒鹿57 中井 裕二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488－ 21：08．3� 70．7�
48 シングルアップ 牡3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 524＋ 21：08．4� 26．0�
713 ショウナンアエラ 牡5黒鹿57 幸 英明国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B482＋ 6 〃 クビ 18．9�
612 エリーティアラ 牝7青鹿55 酒井 学谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 B480＋ 61：08．5クビ 187．6�
36 ファミーユボヌール 牝5黒鹿55 中谷 雄太原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 472＋121：08．6	 42．3�
611 メイショウカリン 牝5鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 480－ 2 〃 クビ 10．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 68，170，800円 複勝： 94，159，300円 枠連： 54，550，500円
馬連： 227，947，700円 馬単： 85，929，500円 ワイド： 124，741，000円
3連複： 372，118，100円 3連単： 468，542，200円 計： 1，496，159，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 290円 � 200円 � 680円 枠 連（2－4） 960円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，960円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 16，380円 3 連 単 ��� 66，590円

票 数

単勝票数 計 681708 的中 � 77359（4番人気）
複勝票数 計 941593 的中 � 84227（5番人気）� 144103（2番人気）� 30105（8番人気）
枠連票数 計 545505 的中 （2－4） 43702（3番人気）
馬連票数 計2279477 的中 �� 73797（11番人気）
馬単票数 計 859295 的中 �� 15122（19番人気）
ワイド票数 計1247410 的中 �� 35401（10番人気）�� 10615（36番人気）�� 14201（23番人気）
3連複票数 計3721181 的中 ��� 17031（48番人気）
3連単票数 計4685422 的中 ��� 5101（177番人気）

ハロンタイム 11．7―9．9―10．8―11．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．6―32．4―43．7―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 ・（5，14）（6，7，16）（1，9，11，13）15（4，10，17）2，3（8，12） 4 ・（5，14）（6，7，16）（9，13）1（4，11）15（2，10，17）3，12，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンデネブ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．2．13 小倉1着

2015．2．23生 牝4鹿 母 ス ワ ン 母母 コンシステンシー 9戦4勝 賞金 51，164，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22024 7月28日 晴 良 （1小倉2） 第2日 第12競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

611 タガノファジョーロ 牡3鹿 54 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B446－ 21：46．2 8．8�

22 タ イ サ イ 牡3栗 54 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484＋181：46．3	 6．9�

23 カフジナイサー 牡6黒鹿57 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 486＋ 4 〃 クビ 9．2�
34 シンゼンマックス 牡3栗 54 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 472－ 41：46．4クビ 11．2�
610 アドバンスマルス 牡4鹿 57 北村 友一広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 ハナ 2．9�
712
 ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 52 浜中 俊�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC 480＋ 4 〃 アタマ 8．5	
11 ジューングラスミー 牡4鹿 57 福永 祐一吉川 潤氏 湯窪 幸雄 浦河 丸幸小林牧場 510＋101：46．82� 20．7

59 � ウイングエンペラー 牡6栗 57 小牧 太池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 B490± 01：47．22 244．5�
814 フェードアウト 牡3鹿 54 松若 風馬�三嶋牧場 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 470＋ 61：47．62� 24．3
58 タイセイレオーネ 牡3栗 54 川須 栄彦田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 466＋191：48．13 245．0�
815� ノーブルレゼル 牡4鹿 57 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 462－ 81：48．31� 181．6�
713 クリノアントニヌス 牡5栗 57 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 514－ 41：48．72� 79．1�
35 
 ピースプレイヤー 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B476－ 51：49．23 67．5�
46 ジューンステータス 牡3青鹿 54

52 △西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 484＋ 61：49．3	 23．9�
47 ミトノブラック 牡4青鹿57 松山 弘平ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B454＋ 21：52．5大差 5．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 75，298，200円 複勝： 88，974，900円 枠連： 33，006，500円
馬連： 159，936，600円 馬単： 63，924，000円 ワイド： 104，609，800円
3連複： 241，597，100円 3連単： 318，922，500円 計： 1，086，269，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 270円 � 300円 枠 連（2－6） 500円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，050円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 54，530円

票 数

単勝票数 計 752982 的中 � 67950（5番人気）
複勝票数 計 889749 的中 � 79230（5番人気）� 89149（4番人気）� 77653（6番人気）
枠連票数 計 330065 的中 （2－6） 51106（1番人気）
馬連票数 計1599366 的中 �� 33164（15番人気）
馬単票数 計 639240 的中 �� 7043（28番人気）
ワイド票数 計1046098 的中 �� 21109（16番人気）�� 25783（11番人気）�� 19459（18番人気）
3連複票数 計2415971 的中 ��� 21694（29番人気）
3連単票数 計3189225 的中 ��� 4240（194番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．5―12．7―12．8―12．1―12．7―13．0―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．4―42．1―54．9―1：07．0―1：19．7―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．2
1
3
・（2，4）10，12，15（3，5，6，7）1－8（9，14）（11，13）・（2，4）（12，10，15）（3，6，1）（5，7，9）13，11（8，14）

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

勝馬の
紹 介

タガノファジョーロ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．9．17 阪神4着

2016．4．4生 牡3鹿 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 8戦2勝 賞金 14，900，000円
〔その他〕 ミトノブラック号は，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〕 ミトノブラック号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年8月28日まで出走できない。

４レース目



（1小倉2）第2日 7月28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 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

195，720，000円
2，590，000円
18，870，000円
1，260，000円
20，020，000円
67，194，500円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
485，857，300円
633，578，300円
211，054，600円
1，009，308，400円
458，471，300円
674，515，000円
1，498，667，000円
2，044，472，600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 7，015，924，500円

総入場人員 11，017名 （有料入場人員 9，711名）
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