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22037 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00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

79 ワンスインアライフ 牡6鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 474－ 83：10．3 3．0�
33 サトノエメラルド 牡4鹿 60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480＋ 23：10．83 8．7�
67 テイエムリボー 牡4青鹿60 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 490＋ 23：10．9クビ 75．9�
44 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 488± 03：11．43 3．1�
78 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＋ 63：12．89 18．4�
810 シゲルアミメキリン 牡5芦 60 上野 翔森中 蕃氏 蛯名 利弘 小清水 千島北斗牧場 478－ 63：14．07 78．3	
55 メイショウトーチ 牡3栗 58 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 504＋ 63：18．0大差 28．7

22 � ゼンノサーベイヤー 牡6栗 60 西谷 誠大迫久美子氏 武 幸四郎 米 Kumiko

Osako 514－ 63：18．53 4．1�
811 サンライズルーク 牡4鹿 60 森 一馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 508＋ 23：19．45 12．1�
66 ア キ ン ド 牡3鹿 58 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 496＋ 63：23．0大差 37．3
11 ダンツカホウ 牝4黒鹿 58

57 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 506＋ 43：23．1クビ 42．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，675，500円 複勝： 18，556，600円 枠連： 6，573，000円
馬連： 29，176，700円 馬単： 16，668，200円 ワイド： 20，471，900円
3連複： 50，312，600円 3連単： 72，329，900円 計： 228，764，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 210円 � 950円 枠 連（3－7） 1，060円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，790円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 17，020円 3 連 単 ��� 56，990円

票 数

単勝票数 計 146755 的中 � 38860（1番人気）
複勝票数 計 185566 的中 � 42821（2番人気）� 22770（4番人気）� 3560（10番人気）
枠連票数 計 65730 的中 （3－7） 4763（4番人気）
馬連票数 計 291767 的中 �� 17755（4番人気）
馬単票数 計 166682 的中 �� 6362（7番人気）
ワイド票数 計 204719 的中 �� 11883（3番人気）�� 2841（22番人気）�� 991（38番人気）
3連複票数 計 503126 的中 ��� 2216（46番人気）
3連単票数 計 723299 的中 ��� 920（165番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 50．4－3F 37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
7（2，9）3（10，4）5，11－8＝1－6
7，9，3－4－10－8，2＝5－11＝1＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンスインアライフ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．7．18 中京9着

2013．3．17生 牡6鹿 母 エレガントトーク 母母 Sheena’s Gold 障害：7戦1勝 賞金 17，180，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22038 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10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
1：07．8
1：07．8

良
良

68 ミントティー 牝2栗 54
53 ☆西村 淳也小林 昌子氏 高柳 大輔 日高 スウィング

フィールド牧場 416± 01：10．0 97．1�
45 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 444＋ 41：10．21� 29．4�
69 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 438＋ 21：10．3� 63．0�
813 メイショウシュート 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462＋ 6 〃 アタマ 26．9�
711 ナ ム ラ ボ ス 牡2鹿 54 小牧 太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 448－ 41：10．4� 54．0�
11 ラルゲッツァ 牝2栗 54 福永 祐一 	社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 21：10．61� 1．8

57 ミヤコシスター 牝2鹿 54 和田 竜二若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 478＋ 21：10．7� 22．4�
33 ロックアビリティ 牡2鹿 54 水口 優也中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 494＋ 2 〃 ハナ 90．7�
22 コパノライダー 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 442－ 41：10．8� 25．7
44 エーティーロンドン 牡2栗 54 酒井 学荒木 徹氏 武 英智 日高 白井牧場 492＋ 41：11．01� 12．1�
56 サイクロトロン 牡2鹿 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 クビ 8．2�
710 ビ ア イ 牝2青鹿54 武 豊副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 462－101：11．74 4．3�
812 メイショウサフラン 牡2栗 54

51 ▲岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 438± 01：11．91� 146．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，229，900円 複勝： 63，403，800円 枠連： 11，529，400円
馬連： 50，897，500円 馬単： 30，214，800円 ワイド： 40，720，800円
3連複： 77，396，400円 3連単： 116，838，500円 計： 424，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，710円 複 勝 � 2，980円 � 1，110円 � 1，700円 枠 連（4－6） 11，720円

馬 連 �� 78，570円 馬 単 �� 127，300円

ワ イ ド �� 11，270円 �� 16，420円 �� 8，440円

3 連 複 ��� 483，720円 3 連 単 ��� 2，566，900円

票 数

単勝票数 計 332299 的中 � 2908（12番人気）
複勝票数 計 634038 的中 � 5531（11番人気）� 15542（8番人気）� 9921（9番人気）
枠連票数 計 115294 的中 （4－6） 762（21番人気）
馬連票数 計 508975 的中 �� 502（64番人気）
馬単票数 計 302148 的中 �� 178（118番人気）
ワイド票数 計 407208 的中 �� 933（62番人気）�� 639（69番人気）�� 1249（52番人気）
3連複票数 計 773964 的中 ��� 120（252番人気）
3連単票数 計1168385 的中 ��� 33（1355番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．9―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―32．9―44．8―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．1
3 ・（1，7）（4，10）（6，9）（5，12）2，11，3，8－13 4 ・（1，7）（4，10，9）（5，6）（2，12，11）（3，8）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミントティー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．7．20 中京6着

2017．2．14生 牝2栗 母 ハイキートーン 母母 ボートルサンテ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 エーティーロンドン号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

マリスドランジュ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

第２回 小倉競馬 第４日



22039 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走11時05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

57 ニホンピロランド 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 486－ 6 59．9 15．4�
712 ヘニーオーザ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 532－ 2 〃 クビ 5．3�
814 ワ シ ヅ カ ミ 牡3鹿 56 和田 竜二岡 浩二氏 中尾 秀正 新冠 有限会社 大

作ステーブル 502＋ 21：00．0クビ 8．6�
46 デスティニープラン 牡3栗 56

55 ☆西村 淳也三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド B468＋ 2 〃 アタマ 4．0�
22 ストームガスト 牡3黒鹿56 松山 弘平�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 464± 01：00．1� 3．1�
711 アイゴットイット 牡3栗 56 藤井勘一郎吉田 千津氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B494－ 41：00．31� 10．4	
58 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 510＋ 4 〃 アタマ 10．0

34 メイショウランラン 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 460＋441：01．15 130．4�
45 タイセイカリーノ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来田中 成奉氏 安田 翔伍 平取 有限会社中
田牧場 450＋101：01．2クビ 34．0�

11 タイセイセイヴァー 牡3鹿 56
53 ▲斎藤 新田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 544＋42 〃 クビ 20．3

33 トウケイクレナイ 牝3黒鹿54 小崎 綾也木村 信彦氏 飯田 祐史 浦河 谷川牧場 470± 01：01．62 78．6�
813 コンテナラッシュ 牡3鹿 56 畑端 省吾住谷 孝一氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 494－121：02．02� 226．4�
69 メイショウジガネ 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 526＋221：02．63� 138．5�
610 ウイングハーモニー 牝3栗 54 �島 良太池田 實氏 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム 462 ―1：02．81� 157．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，114，300円 複勝： 35，213，400円 枠連： 11，556，400円
馬連： 47，061，000円 馬単： 22，085，000円 ワイド： 36，963，600円
3連複： 68，549，900円 3連単： 84，194，600円 計： 332，738，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 300円 � 170円 � 230円 枠 連（5－7） 960円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 8，870円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，620円 �� 660円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 55，090円

票 数

単勝票数 計 271143 的中 � 14049（7番人気）
複勝票数 計 352134 的中 � 26426（7番人気）� 61025（2番人気）� 39783（4番人気）
枠連票数 計 115564 的中 （5－7） 9290（4番人気）
馬連票数 計 470610 的中 �� 8811（16番人気）
馬単票数 計 220850 的中 �� 1867（37番人気）
ワイド票数 計 369636 的中 �� 7323（16番人気）�� 5689（21番人気）�� 15134（8番人気）
3連複票数 計 685499 的中 ��� 6767（29番人気）
3連単票数 計 841946 的中 ��� 1108（197番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．1―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F37．2
3 6（8，14）－（9，11）－7（4，5）（3，12）（2，13）－1，10 4 6（8，14）－（9，11）7（4，2，5，12）－（3，13）1－10

勝馬の
紹 介

ニホンピロランド �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．2．23 阪神11着

2016．5．21生 牡3鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 トウケイクレナイ号・タイセイカリーノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月4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 オリエンタルハート号・クリノバルセロナ号・トーホウフレーテ号・ニードルズアイ号・ブルベアアルジェン号・

メイショウイギョク号

22040 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

69 ドンドンキードン 牝3鹿 54 浜中 俊大原 孝治氏 野中 賢二 新冠 パカパカ
ファーム 472＋ 61：48．3 15．2�

710 メイショウカスガ 牝3栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 462－ 21：48．51� 3．4�
68 オーサムラン 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 432＋201：48．71 33．7�
813 マ テ ィ ス 牝3黒鹿54 幸 英明水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452－ 81：49．12� 31．8�
711 ワンダールウェス 牝3栗 54 松若 風馬山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 452± 01：49．41� 20．0�
33 ガーデンガーデン 牝3黒鹿54 武 豊松島 千佳氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム B466＋ 81：49．5� 21．9�
812 バ ッ カ ー ノ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 464＋ 61：49．71� 6．4	
57 イ ル マ タ ル 牝3鹿 54 酒井 学吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 9．4

11 グ リ グ リ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B492± 01：50．55 5．0�
56 タイムハンドラー 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 21：51．67 28．5

22 サンクビジュー 牝3黒鹿 54
51 ▲亀田 温心水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 446± 01：53．09 49．6�

44 ア ル ポ ル ト 牝3青鹿54 藤井勘一郎�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 2 （競走中止） 5．5�
45 シュジンコウ 牝3栗 54 和田 竜二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 462＋12 （競走中止） 22．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，272，200円 複勝： 44，906，000円 枠連： 11，767，200円
馬連： 49，542，700円 馬単： 21，662，200円 ワイド： 43，614，400円
3連複： 75，832，700円 3連単： 83，142，000円 計： 358，739，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 480円 � 160円 � 670円 枠 連（6－7） 1，550円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 5，560円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 28，180円 3 連 単 ��� 160，310円

票 数

単勝票数 計 282722 的中 � 14849（6番人気）
複勝票数 計 449060 的中 � 20481（6番人気）� 101307（1番人気）� 14150（10番人気）
枠連票数 計 117672 的中 （6－7） 5864（6番人気）
馬連票数 計 495427 的中 �� 13437（10番人気）
馬単票数 計 216622 的中 �� 2425（23番人気）
ワイド票数 計 436144 的中 �� 10128（11番人気）�� 1972（59番人気）�� 4936（26番人気）
3連複票数 計 758327 的中 ��� 2018（95番人気）
3連単票数 計 831420 的中 ��� 376（551番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．8―12．8―12．7―12．7―13．0―13．4―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．1―42．9―55．6―1：08．3―1：21．3―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドンドンキードン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Oratorio デビュー 2019．4．29 京都6着

2016．3．31生 牝3鹿 母 カメリアローズⅡ 母母 Solaz 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 アルポルト号・シュジンコウ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



22041 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：46．9
1：45．6

良
良

714 シリアスフール 牡2鹿 54 松若 風馬吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 494 ―1：50．3 2．7�
612 サンデーミラージュ 牡2鹿 54 武 豊杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 クビ 5．3�
611 サウンドロマン 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来増田 雄一氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 478 ―1：50．72� 40．1�
713 ヴァイスリヒト 牡2栗 54 北村 友一�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―1：50．91	 23．3�
11 アイファーベイジュ 牝2鹿 54 藤井勘一郎中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 446 ―1：51．21
 127．8�
12 マカオンブラン 牡2鹿 54 和田 竜二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486 ―1：51．41	 14．0	
35 アールウィザード 牡2黒鹿54 丸田 恭介前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 476 ―1：51．61 39．7

510 ロ ニ セ ラ 牝2青鹿54 福永 祐一前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428 ― 〃 クビ 5．3�
59 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 446 ―1：52．45 155．3�
36 ラルーナテーラー 牝2鹿 54 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 436 ―1：52．72 149．4
47 ラインマーチン 牡2鹿 54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 474 ―1：52．91 18．3�
815 ユキノグローリー 牡2栗 54

53 ☆西村 淳也井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 490 ―1：53．53� 16．3�
23 メイケイカガヤキ 牡2芦 54 小崎 綾也名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 480 ―1：54．24 41．9�
48 デラベッピン 牝2栗 54 高倉 稜大田 恭充氏 浅野洋一郎 新冠 村上 進治 424 ―1：54．41	 107．4�
24 クリノヤタガラス 牡2青鹿54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 482 ―1：55．67 61．3�
816 トゥモローマーチ 牡2黒鹿54 松山 弘平前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新ひだか 飯岡牧場 460 ―1：57．3大差 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，645，700円 複勝： 38，997，500円 枠連： 13，316，400円
馬連： 50，558，200円 馬単： 24，098，000円 ワイド： 38，238，700円
3連複： 73，986，100円 3連単： 85，065，200円 計： 357，905，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 650円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，950円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 34，640円

票 数

単勝票数 計 336457 的中 � 103480（1番人気）
複勝票数 計 389975 的中 � 97969（1番人気）� 56738（2番人気）� 10442（10番人気）
枠連票数 計 133164 的中 （6－7） 15756（2番人気）
馬連票数 計 505582 的中 �� 49410（2番人気）
馬単票数 計 240980 的中 �� 12461（2番人気）
ワイド票数 計 382387 的中 �� 26252（2番人気）�� 4800（25番人気）�� 2411（42番人気）
3連複票数 計 739861 的中 ��� 4599（36番人気）
3連単票数 計 850652 的中 ��� 1780（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．7―1：02．8―1：14．7―1：26．8―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シリアスフール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto 初出走

2017．4．29生 牡2鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ユキノグローリー号の騎手西村淳也は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・10番・13番）
〔その他〕 クリノヤタガラス号・トゥモローマーチ号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
※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 アルジャンナ号・オーシャンアイ号

22042 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55分 （芝・右）

牝；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

79 ヒ バ リ 牝2黒鹿54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 416 ―1：10．0 3．0�
11 ルガーサント 牝2青鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 422 ―1：10．1� 5．5�
78 ヴァラークラウン 牝2黒鹿54 松山 弘平ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：10．31� 7．5�
55 ハルハアケボノ 牝2黒鹿54 浜中 俊手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 450 ―1：10．51 12．8�
22 ナオミエキスプレス 牝2青鹿54 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 410 ―1：10．6� 3．0	
811 アマノエリザベート 牝2栗 54 松若 風馬中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 470 ―1：10．81	 19．2

66 ハイスピードカム 牝2黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 466 ― 〃 クビ 21．7�
67 ビ ナ ア テ ナ 牝2青鹿 54

51 ▲岩田 望来井之口二三雄氏 千田 輝彦 新冠 プログレスファーム 424 ―1：11．43� 47．0�
810 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 448 ―1：11．71� 57．6
44 アイファーイエロー 牝2黒鹿54 藤井勘一郎中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 382 ―1：12．23 175．7�
33 ディヤーソーチャン 牝2鹿 54 川須 栄彦杉元 四男氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 458 ―1：12．94 172．5�
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売 得 金
単勝： 31，527，500円 複勝： 34，244，200円 枠連： 10，085，300円
馬連： 46，357，900円 馬単： 25，155，900円 ワイド： 30，354，400円
3連複： 58，344，600円 3連単： 88，558，500円 計： 324，628，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（1－7） 580円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 370円 �� 390円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 315275 的中 � 85225（2番人気）
複勝票数 計 342442 的中 � 93215（1番人気）� 57676（3番人気）� 40368（4番人気）
枠連票数 計 100853 的中 （1－7） 13441（2番人気）
馬連票数 計 463579 的中 �� 39990（3番人気）
馬単票数 計 251559 的中 �� 12808（4番人気）
ワイド票数 計 303544 的中 �� 21995（3番人気）�� 20029（4番人気）�� 11903（8番人気）
3連複票数 計 583446 的中 ��� 22439（6番人気）
3連単票数 計 885585 的中 ��� 9529（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．8―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ バ リ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．3．30生 牝2黒鹿 母 エ ト ピ リ カ 母母 アフレイタス 1戦1勝 賞金 7，000，000円



22043 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13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
1：56．9
1：56．1

良
良

45 ダノングレーター 牡3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 62：01．2 5．9�
46 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿54 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 500＋202：01．41� 19．0�
712 ル デ ュ ッ ク 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470－ 22：01．72 3．2�
57 アドマイヤジョイ 牝3芦 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 アタマ 4．2�
34 ヤマカツマッハ 牡3黒鹿56 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 22：01．8� 10．7	
813 ロードラウレア 牡3黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 444－162：01．9� 22．7

33 キタサンブラウン 牡3栗 56 高倉 稜�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：02．0クビ 13．8�
58 トーホウロドリゲス 牡3鹿 56 浜中 俊東豊物産� 石坂 正 新ひだか 静内フジカワ牧場 510＋12 〃 ハナ 22．4�
711 スマートエルピス 牡3青 56

53 ▲岩田 望来大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 前田ファーム 482－ 62：02．21� 49．9
11 アスターブリザード 牡3鹿 56 高田 潤加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478＋ 22：02．3� 198．5�
22 ア ル ベ ニ ス 牡3栗 56 岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456＋ 8 〃 ハナ 5．1�
610 エイシンホルス 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 488＋ 42：04．4大差 127．5�
814 ダンツベスト 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山元 哲二氏 本田 優 浦河 中神牧場 480＋ 62：06．5大差 217．3�
（13頭）

69 マ レ シ ャ ル 牡3栗 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 猿橋 義昭 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，913，200円 複勝： 37，079，500円 枠連： 12，260，100円
馬連： 56，114，900円 馬単： 25，879，400円 ワイド： 40，021，700円
3連複： 76，558，400円 3連単： 95，146，400円 計： 371，973，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 450円 � 150円 枠 連（4－4） 6，610円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 10，910円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 490円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 7，470円 3 連 単 ��� 57，960円

票 数

単勝票数 計 289132 的中 � 38606（4番人気）
複勝票数 計 370795 的中 � 43877（4番人気）� 16570（8番人気）� 79678（1番人気）
枠連票数 計 122601 的中 （4－4） 1436（18番人気）
馬連票数 計 561149 的中 �� 7016（23番人気）
馬単票数 計 258794 的中 �� 1778（40番人気）
ワイド票数 計 400217 的中 �� 4967（26番人気）�� 22586（3番人気）�� 7227（20番人気）
3連複票数 計 765584 的中 ��� 7680（26番人気）
3連単票数 計 951464 的中 ��� 1190（197番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―12．3―12．3―12．1―12．5―12．6―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．9―47．2―59．5―1：11．6―1：24．1―1：36．7―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

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 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 マレシャル号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 スマートエルピス号の騎手岩田望来は，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：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツベスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月4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〕 アスターブリザード号・スマートエルピス号・ダンツベスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年10月4日まで平地競走に出走できない。

22044 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55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

69 タガノエルフ 牝4黒鹿 55
52 ▲斎藤 新八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 61：46．0 5．5�
45 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＋101：47．27 21．6�
711 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 476－ 21：47．62� 5．6�
57 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 52

49 ▲亀田 温心沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 444－ 61：47．7� 13．6�
22 	 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 452－ 81：47．91
 71．8�
46 ノ ー チ ラ ス 牝3栗 52 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 470＋141：48．11 8．0	
34 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 476± 0 〃 ハナ 7．2

58 ハ ナ ソ メ イ 牝4黒鹿 55

54 ☆西村 淳也林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：48．31
 17．8�
712 サイモンミラベル 牝5栗 55 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 480－ 81：48．83 16．8�
813 クイーンブロッサム 牝3栗 52 松山 弘平吉田 勝己氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452＋151：48．9� 44．5
610	 テーオーパートナー 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 472＋181：49．32� 13．8�
33 クロフネプリンセス 牝4栗 55 義 英真サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430＋ 61：49．51� 103．6�
11 サンマルメジャール 牝7鹿 55

52 ▲三津谷隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 478＋101：49．71 208．8�
814 プレミアムギフト 牝3黒鹿52 川田 将雅 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 530＋ 8 （競走中止） 3．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，954，200円 複勝： 49，876，100円 枠連： 17，413，100円
馬連： 74，824，500円 馬単： 30，895，200円 ワイド： 54，795，600円
3連複： 114，057，500円 3連単： 124，427，600円 計： 501，243，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 550円 � 220円 枠 連（4－6） 1，490円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 570円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 54，050円

票 数

単勝票数 計 349542 的中 � 50357（2番人気）
複勝票数 計 498761 的中 � 68532（3番人気）� 19567（10番人気）� 64668（4番人気）
枠連票数 計 174131 的中 （4－6） 8998（10番人気）
馬連票数 計 748245 的中 �� 8572（32番人気）
馬単票数 計 308952 的中 �� 2160（49番人気）
ワイド票数 計 547956 的中 �� 7334（27番人気）�� 26415（2番人気）�� 8720（26番人気）
3連複票数 計1140575 的中 ��� 11097（24番人気）
3連単票数 計1244276 的中 ��� 1669（196番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．1―43．2―56．0―1：07．7―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．3
1
3
5，12（1，13）（4，8）（7，10）（3，6，14）11（2，9）
9，5，12，8，13，4（1，7）（3，10）（2，6）11

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

勝馬の
紹 介

タガノエルフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．5 東京4着

2015．3．28生 牝4黒鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 13戦2勝 賞金 21，650，000円
〔競走中止〕 プレミアムギフト号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため向正面で競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 プレミアムギフト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年10月4日まで出走できない。



22045 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第9競走 ��
��1，800�

ち く ご が わ

筑 後 川 特 別
発走14時25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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

810 レティキュール 牝3鹿 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 422－ 61：47．6 5．1�
66 エイシンロード 牝3黒鹿52 武 豊�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 480＋ 21：47．81� 3．7�
78 	 パルフェクォーツ 牡5栗 57 北村 友一 �キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 534＋ 21：48．01� 16．2�
33 シャフトオブライト 牡4栗 57 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：48．21� 10．9�
44 ショウリュウイクゾ 牡3栗 54 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：48．3
 2．4	
22 エスペランサリュウ 牡6鹿 57 国分 優作江上 幸
氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 476－ 21：48．51� 20．5�
89 ソルトホープ 牡3栗 54 松山 弘平杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 藤本ファーム 476＋301：48．71� 18．0�
77 アドマイヤカラット 牝4青鹿55 松若 風馬近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：48．8� 70．1
11 キャノンストーム 牡6黒鹿57 幸 英明前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋22 〃 クビ 81．3�
55 	 サンライズサーカス 牡6青鹿57 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B528＋ 21：48．9� 9．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，591，400円 複勝： 57，060，100円 枠連： 13，162，400円
馬連： 82，978，800円 馬単： 40，612，400円 ワイド： 54，069，900円
3連複： 108，800，500円 3連単： 179，980，400円 計： 581，255，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 180円 � 360円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，110円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 18，330円

票 数

単勝票数 計 445914 的中 � 69197（3番人気）
複勝票数 計 570601 的中 � 90283（3番人気）� 90633（2番人気）� 33707（7番人気）
枠連票数 計 131624 的中 （6－8） 11855（3番人気）
馬連票数 計 829788 的中 �� 55031（4番人気）
馬単票数 計 406124 的中 �� 14057（8番人気）
ワイド票数 計 540699 的中 �� 32654（5番人気）�� 11974（15番人気）�� 13017（14番人気）
3連複票数 計1088005 的中 ��� 18326（17番人気）
3連単票数 計1799804 的中 ��� 7116（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．0―49．1―1：01．1―1：13．0―1：24．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レティキュール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Old Fashioned デビュー 2018．11．11 京都2着

2016．2．21生 牝3鹿 母 ファッションプレート 母母 Miss Puzzle 5戦2勝 賞金 20，573，000円
※出走取消馬 サダムゲンヤ号（疾病〔右前挫跖〕のため）

22046 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第10競走 ��
��1，200�R K B 賞

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

RKB賞（1着）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 コロラトゥーレ 牝5鹿 55 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 468± 01：07．8 22．1�
811 シグナライズ 牝4鹿 55 幸 英明 �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＋ 61：08．12 9．1�
22 スタークォーツ 牝3青鹿52 松若 風馬輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 474＋101：08．2クビ 14．3�
79 レジーナファースト 牝4鹿 55 北村 友一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 452－10 〃 クビ 4．2�
44 トウカイレーヌ 牝5青 55 川田 将雅内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 430± 01：08．3� 3．0�
33 メジェールスー 牝4鹿 55 岩田 望来太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 466－ 2 〃 アタマ 10．1	
810 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿52 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：08．51	 6．7

55 プ リ ュ ス 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442＋121：08．6
 20．1�
66 ジュンドリーム 牝4鹿 55 丸田 恭介河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 B486＋ 41：09．13 90．2�
67 カシノウィング 牡3鹿 54 義 英真柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 484－ 11：09．31	 211．3
78 � ヒップホップスワン 牝5栗 55 和田 竜二吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 510＋ 21：09．4クビ 6．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 47，045，800円 複勝： 55，972，700円 枠連： 23，378，700円
馬連： 111，978，500円 馬単： 50，185，300円 ワイド： 62，993，800円
3連複： 145，045，500円 3連単： 211，711，000円 計： 708，311，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 510円 � 250円 � 380円 枠 連（1－8） 5，140円

馬 連 �� 7，910円 馬 単 �� 18，070円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，510円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 31，100円 3 連 単 ��� 246，760円

票 数

単勝票数 計 470458 的中 � 17006（9番人気）
複勝票数 計 559727 的中 � 26319（8番人気）� 64918（3番人気）� 37225（7番人気）
枠連票数 計 233787 的中 （1－8） 3521（17番人気）
馬連票数 計1119785 的中 �� 10968（29番人気）
馬単票数 計 501853 的中 �� 2082（63番人気）
ワイド票数 計 629938 的中 �� 9084（26番人気）�� 6428（32番人気）�� 8156（27番人気）
3連複票数 計1450455 的中 ��� 3497（80番人気）
3連単票数 計2117110 的中 ��� 622（513番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．0―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．0―44．4―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロラトゥーレ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．8．27 札幌4着

2014．2．27生 牝5鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 24戦4勝 賞金 69，480，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 シグナライズ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

１レース目



22047 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第11競走
ディープインパクト追悼競走 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第55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，30．8．4以降1．7．28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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

68 メールドグラース 牡4黒鹿57．5 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：58．8 2．6�
69 カ デ ナ 牡5鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 474－10 〃 クビ 16．8�
56 ノーブルマーズ 牡6栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 490－ 81：58．9� 14．7�
33 � タニノフランケル 牡4青鹿55 松若 風馬谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 512－ 6 〃 ハナ 8．9�
711 クリノヤマトノオー 牡5鹿 55 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 474± 01：59．0	 27．3�
44 アウトライアーズ 牡5鹿 54 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 490－ 41：59．2� 54．3	
22 アイスバブル 牡4芦 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 ハナ 4．5�
57 レトロロック 牡7鹿 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス
 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 482－ 21：59．3	 24．2�
710
 シャイニービーム 牡7鹿 54 西村 淳也小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 448－ 2 〃 クビ 103．0
11 カフェブリッツ 牡6鹿 54 藤井勘一郎西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 530－ 8 〃 ハナ 92．3�
45 アイスストーム 牡4鹿 54 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 61：59．4クビ 3．9�
812 アドマイヤアルバ 牡4鹿 54 幸 英明近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476± 01：59．5� 149．0�
813� ストロングタイタン 牡6鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 522－ 41：59．71� 28．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 229，365，700円 複勝： 263，011，200円 枠連： 96，218，900円
馬連： 651，372，400円 馬単： 265，829，300円 ワイド： 357，364，700円
3連複： 1，159，105，300円 3連単： 1，844，771，000円 計： 4，867，038，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 400円 � 330円 枠 連（6－6） 2，060円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 840円 �� 690円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 31，100円

票 数

単勝票数 計2293657 的中 � 693318（1番人気）
複勝票数 計2630112 的中 � 659057（1番人気）� 134917（6番人気）� 176953（5番人気）
枠連票数 計 962189 的中 （6－6） 36095（10番人気）
馬連票数 計6513724 的中 �� 242065（6番人気）
馬単票数 計2658293 的中 �� 64689（8番人気）
ワイド票数 計3573647 的中 �� 110154（7番人気）�� 138189（5番人気）�� 33306（30番人気）
3連複票数 計11591053 的中 ��� 108168（29番人気）
3連単票数 計18447710 的中 ��� 42999（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．5―35．5―48．4―1：00．4―1：11．9―1：23．4―1：35．0―1：46．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

メールドグラース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．30 阪神3着

2015．5．26生 牡4黒鹿 母 グレイシアブルー 母母 ブルーラスター 17戦7勝 賞金 183，468，000円

22048 8月4日 晴 良 （1小倉2） 第4日 第12競走 ��
��1，000�

お ご お り

小 郡 特 別
発走16時15分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

45 ヘ ル デ ィ ン 牝5青鹿55 武 豊金山 敏也氏 千田 輝彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 442－ 4 57．9 4．9�

814 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＋ 4 58．43 16．9�
11 コウエイアンカ �4鹿 57 松山 弘平伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 474－ 7 58．61	 16．1�
711
 メイショウヒボタン 牝5栗 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 456－10 〃 ハナ 13．4�
46 エネルムサシ 牡6鹿 57 岩田 望来鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 508－ 4 58．7クビ 8．9�
610 ナイトスプライト 牝4栗 55 斎藤 新 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 56．0	
22 
 ワキノアタリ 牝6鹿 55 藤井勘一郎脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 470－10 〃 ハナ 27．2

57 タフチョイス 牡4鹿 57 �島 良太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 6 58．91� 4．7�
69 リ ガ ス 牡5芦 57 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 508－ 2 59．0	 6．2
813 ヤ サ シ サ 牝5鹿 55 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 512＋12 59．21� 10．7�
34 ウイナーズロード 牝5青鹿55 和田 竜二�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 428＋ 9 〃 クビ 37．4�
712 クリノシャンボール 牡6黒鹿57 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 498＋ 6 59．3 69．9�
58 メ ー プ ル 牝4黒鹿55 小崎 綾也土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 512＋10 59．72	 15．2�
33 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 466± 01：00．55 8．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，894，800円 複勝： 94，959，600円 枠連： 36，337，500円
馬連： 188，485，700円 馬単： 67，862，200円 ワイド： 118，734，600円
3連複： 278，542，100円 3連単： 341，951，900円 計： 1，202，768，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 530円 � 440円 枠 連（4－8） 1，280円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 13，190円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，620円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 26，960円 3 連 単 ��� 126，160円

票 数

単勝票数 計 758948 的中 � 123394（2番人気）
複勝票数 計 949596 的中 � 126930（2番人気）� 42377（9番人気）� 52985（8番人気）
枠連票数 計 363375 的中 （4－8） 21982（3番人気）
馬連票数 計1884857 的中 �� 18654（38番人気）
馬単票数 計 678622 的中 �� 3856（62番人気）
ワイド票数 計1187346 的中 �� 10902（43番人気）�� 19157（17番人気）�� 10448（46番人気）
3連複票数 計2785421 的中 ��� 7748（120番人気）
3連単票数 計3419519 的中 ��� 1965（519番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―12．0―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ ル デ ィ ン �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．3．9生 牝5青鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 22戦4勝 賞金 52，143，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 アウトバーン号・シャワーブーケ号・スナークライデン号

４レース目



（1小倉2）第4日 8月4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 153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

248，580，000円
1，300，000円
20，960，000円
1，910，000円
29，060，000円
63，844，500円
4，839，200円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
629，230，200円
793，280，700円
263，598，400円
1，439，348，800円
621，147，900円
898，344，100円
2，286，531，600円
3，328，117，000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 10，259，598，700円

総入場人員 23，838名 （有料入場人員 ）
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