
22049 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬；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 イ ロ ゴ ト シ 牡2鹿 54 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 454＋ 21：10．2 7．0�
610 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± 01：10．73 53．7�
712 キリシマブリッジ 牝2黒鹿54 水口 優也土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 432＋ 81：11．23 11．7�
45 アーモンドカラー 牡2鹿 54 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 熊本 ストームファーム

コーポレーション 434＋ 61：11．3� 1．9�
711 チョゴリザテソーロ 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 熊本 本田 土寿 482± 01：11．4� 4．7�

58 ブンキンタカシマダ 牝2鹿 54
53 ☆西村 淳也内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 444－ 61：11．5� 10．4	

813 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 412± 0 〃 ハナ 227．1

33 テイエムマルジュウ 牡2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 428－ 21：12．24 18．0�
814 レ レ リ オ 牡2青 54

51 ▲亀田 温心金山 政信氏 森田 直行 熊本 ストームファーム
コーポレーション 462＋ 61：12．3� 112．3�

57 コウユーサクラマウ 牝2栗 54
51 ▲岩田 望来加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム

コーポレーション 456＋ 2 〃 クビ 44．6
34 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 464－ 21：12．51� 301．2�
11 ラトルメンタ 牡2黒鹿54 藤懸 貴志�ビリオンスター松永 幹夫 熊本 本田 土寿 452± 01：13．13� 114．3�
69 ブーシェガール 牝2鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 熊本 本田 土寿 430 ―1：13．52� 133．5�
46 カシノマイティ 牝2栗 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 388－ 61：13．92� 286．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，397，700円 複勝： 36，617，300円 枠連： 8，428，600円
馬連： 33，438，700円 馬単： 20，613，800円 ワイド： 27，952，600円
3連複： 51，451，300円 3連単： 71，932，000円 計： 272，832，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 1，210円 � 320円 枠 連（2－6） 8，830円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 20，150円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 760円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 24，680円 3 連 単 ��� 158，510円

票 数

単勝票数 計 223977 的中 � 26952（3番人気）
複勝票数 計 366173 的中 � 42083（3番人気）� 6755（8番人気）� 30882（4番人気）
枠連票数 計 84286 的中 （2－6） 739（17番人気）
馬連票数 計 334387 的中 �� 2474（22番人気）
馬単票数 計 206138 的中 �� 767（39番人気）
ワイド票数 計 279526 的中 �� 2652（22番人気）�� 9896（9番人気）�� 1811（28番人気）
3連複票数 計 514513 的中 ��� 1563（52番人気）
3連単票数 計 719320 的中 ��� 329（284番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―12．0―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．5―46．5―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ロ ゴ ト シ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．27 小倉4着

2017．3．7生 牡2鹿 母 イ ロ ジ カ ケ 母母 リッジローズ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブーシェガール号・カシノマイティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月

10日まで平地競走に出走できない。

22050 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第2競走 ��1，800�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
1：46．9
1：45．6

良
良

814 シホノレジーナ 牝2栗 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 01：48．9 7．6�
712 アバンダンスシチー 牡2鹿 54 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 オリオンファーム 508＋ 6 〃 クビ 20．2�
35 レッドブロンクス 牡2黒鹿54 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 6．9�
59 エキスパート 牝2栗 54 太宰 啓介ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 様似 様似渡辺牧場 444＋ 21：49．21� 129．9�
47 エコロブラッサム 牝2鹿 54

51 ▲斎藤 新原村 正紀氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 446± 01：49．41� 11．0�
611 フルートフルデイズ 牝2黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 464＋ 2 〃 クビ 55．4	
22 シャムロックヒル 牝2芦 54 福永 祐一 
社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 470＋ 21：49．5� 4．6�
610 カ ヴ ァ ー ト 牡2鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 2 〃 ハナ 9．6�
34 イ バ ル 牡2青鹿54 小崎 綾也杉澤 光雄氏 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 476＋ 41：50．13� 47．8
58 ハッピールーラ 牡2鹿 54

53 ☆西村 淳也会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 446± 01：50．2� 35．8�
46 ソルトキャピタル 牡2鹿 54 武 豊杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 504± 01：50．3� 2．9�
815 ロードグリュック 牡2鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 448－ 21：50．4クビ 279．9�
11 イトシキオモイ 牝2鹿 54 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 81：51．14 24．1�
23 ノルトリヒト 牝2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 398＋ 41：51．2� 313．7�
713 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 426＋ 21：53．0大差 396．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，697，500円 複勝： 43，064，100円 枠連： 9，469，700円
馬連： 45，555，000円 馬単： 22，494，900円 ワイド： 36，964，400円
3連複： 67，363，800円 3連単： 75，715，400円 計： 326，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 620円 � 210円 枠 連（7－8） 8，140円

馬 連 �� 10，050円 馬 単 �� 15，500円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 750円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 17，040円 3 連 単 ��� 126，480円

票 数

単勝票数 計 256975 的中 � 28243（4番人気）
複勝票数 計 430641 的中 � 52556（3番人気）� 14856（8番人気）� 59649（2番人気）
枠連票数 計 94697 的中 （7－8） 901（25番人気）
馬連票数 計 455550 的中 �� 3512（29番人気）
馬単票数 計 224949 的中 �� 1088（48番人気）
ワイド票数 計 369644 的中 �� 3636（29番人気）�� 13304（8番人気）�� 3847（26番人気）
3連複票数 計 673638 的中 ��� 2964（55番人気）
3連単票数 計 757154 的中 ��� 434（369番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―11．5―11．8―12．2―12．2―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．5―47．0―58．8―1：11．0―1：23．2―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．9
1
3
・（2，3，6）（1，5，14）（4，11，15）（8，10）7，12－（9，13）・（2，6）（14，10）（1，5）15（4，3，11，12）（7，8）9＝13

2
4

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

勝馬の
紹 介

シホノレジーナ �
�
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 中京3着

2017．3．17生 牝2栗 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 レッドブロンクス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過怠金50，000円。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デラベッピン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月10日まで平地競走

に出走できない。

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５日



22051 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第3競走 ��1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

612 ハクサンカイザー 牡3栗 56 松山 弘平河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 454－ 41：47．3 4．6�
11 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－ 21：47．83 11．9�
47 スペースコロニー 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 456± 01：48．33 19．5�
611 ア イ タ イ 牡3栗 56 浜中 俊平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 514＋ 41：48．4� 6．6�
35 スーパーアロイ 牡3鹿 56 幸 英明藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 492± 01：48．5� 4．3�
36 タイセイスキャット 牡3鹿 56 藤懸 貴志田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 454＋121：48．6� 22．6�
23 エイシンボールディ 牡3栗 56 和田 竜二	栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 436± 01：48．81 3．6

12 ヴェイパライズ 牡3黒鹿56 秋山真一郎加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 450＋ 21：49．33 280．6�
714 メイブツシャチョウ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 	ミキハウスHKサービス 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 468＋ 2 〃 クビ 64．0�
59 リーガルマインド 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 460－101：49．93� 89．2
48 セデックカズマ 牡3黒鹿56 北村 友一合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 482＋101：50．43 23．1�
713 リリーブラックシー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 508＋ 2 〃 クビ 378．6�
816 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 482－ 41：50．5� 162．0�
815 ゴルトグランツ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心	ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 474－ 21：50．6クビ 237．4�
24 メテオスウォーム 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 B488± 01：51．45 8．7�
510 アラタマピサ 牡3青鹿56 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 440－101：51．82� 314．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，465，100円 複勝： 42，322，900円 枠連： 12，977，100円
馬連： 44，411，100円 馬単： 21，538，600円 ワイド： 35，512，600円
3連複： 67，074，600円 3連単： 78，299，200円 計： 327，601，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 370円 � 500円 枠 連（1－6） 2，180円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，740円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 20，110円 3 連 単 ��� 85，100円

票 数

単勝票数 計 254651 的中 � 44217（3番人気）
複勝票数 計 423229 的中 � 57862（4番人気）� 28482（6番人気）� 19967（7番人気）
枠連票数 計 129771 的中 （1－6） 4596（10番人気）
馬連票数 計 444111 的中 �� 10981（12番人気）
馬単票数 計 215386 的中 �� 2858（22番人気）
ワイド票数 計 355126 的中 �� 8389（13番人気）�� 5264（24番人気）�� 2646（33番人気）
3連複票数 計 670746 的中 ��� 2501（60番人気）
3連単票数 計 782992 的中 ��� 667（278番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―29．9―42．5―55．0―1：07．5―1：20．4―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．8
1
3
7（1，4，12）－（8，9）16，10（6，11）5，3，14（13，15）2
7，1（8，5）（12，4，11）（16，3）6－（10，9，14，15）2，13

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

勝馬の
紹 介

ハクサンカイザー �
�
父 シ ル ポ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．2．10 京都4着

2016．3．16生 牡3栗 母 オークヒルズ 母母 バ ロ ネ ッ セ 8戦1勝 賞金 13，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 アラタマピサ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月10日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ニホンピロターナー号・ブルベアヴェルデ号・リュウノハドウ号

22052 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第4競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

59 ハ ニ エ ル 牝3鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416－ 41：08．8 22．7�

11 ラッキーバローズ 牡3鹿 56
53 ▲岩田 望来猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 418± 01：08．9� 4．0�

510 スイートミーティア 牝3鹿 54 中井 裕二伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458－ 41：09．11� 56．1�
47 メイショウホウジュ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 438－ 4 〃 クビ 12．8�
816 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± 01：09．2� 31．8�
817 メイショウビジュー 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 富田牧場 454＋ 2 〃 アタマ 10．6	
36 クインオブザシーズ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也�G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 416－ 2 〃 ハナ 14．0

714 ヨドノオーシャン 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 422＋ 61：09．3クビ 27．6�
23 オウケンラブルナ 牝3栗 54 福永 祐一福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 456± 0 〃 クビ 2．2�
35 ウイングアンナ 牝3鹿 54 田中 健塚本 法生氏 牧田 和弥 浦河 杵臼斉藤牧場 436＋ 81：09．4クビ 303．3
12 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 464＋ 2 〃 クビ 21．2�
818 ライブリーハピネス 牝3鹿 54 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 424－ 41：09．5クビ 427．8�
612 パーティーチケット 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 408＋ 81：09．6� 75．0�
48 ヒロノアンビシャス 牡3鹿 56 松山 弘平サンエイ開発� 北出 成人 浦河 杵臼牧場 462＋ 81：09．81� 79．4�
715 ゴットパシオン 牝3栗 54 酒井 学後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 436＋ 61：10．01� 44．9�
713 ニードルズアイ 牡3青鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 41：10．32 17．3�
24 ランランディザイア 牝3黒鹿54 高倉 稜�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 430－12 〃 クビ 186．2�
611 ハートスナッチャー 	3栗 56 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 81：10．4クビ 57．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，956，300円 複勝： 38，028，200円 枠連： 13，503，400円
馬連： 50，048，900円 馬単： 24，052，000円 ワイド： 40，846，100円
3連複： 79，415，900円 3連単： 87，267，800円 計： 360，118，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 500円 � 170円 � 910円 枠 連（1－5） 1，990円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 9，480円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 54，490円 3 連 単 ��� 251，060円

票 数

単勝票数 計 269563 的中 � 9486（8番人気）
複勝票数 計 380282 的中 � 17327（8番人気）� 76989（2番人気）� 8873（11番人気）
枠連票数 計 135034 的中 （1－5） 5239（9番人気）
馬連票数 計 500489 的中 �� 8902（16番人気）
馬単票数 計 240520 的中 �� 2270（28番人気）
ワイド票数 計 408461 的中 �� 8329（13番人気）�� 1086（68番人気）�� 3461（30番人気）
3連複票数 計 794159 的中 ��� 1093（141番人気）
3連単票数 計 872678 的中 ��� 252（637番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．9―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．3―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ニ エ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．20 京都4着

2016．4．25生 牝3鹿 母 サ リ エ ル 母母 シンコウノビー 5戦1勝 賞金 6，850，000円
※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 グレーフィンソニア号・ゾロ号・トウケイココノエ号・ロングファイナリー号



22053 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第5競走 ��
��1，700�2歳新馬

発走12時25分 （ダート・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
1：45．6
1：44．9

不良
稍重

510 コパノマーキュリー 牡2鹿 54
51 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 492 ―1：49．5 73．5�

24 ヴ ォ ー ノ 牡2鹿 54 浜中 俊サイプレスホール
ディングス合同会社 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 490 ― 〃 ハナ 5．1�

35 ベ レ ヌ ス 牡2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 506 ―1：50．99 12．2�
815 ボギータイサ 牡2芦 54 福永 祐一原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 444 ― 〃 ハナ 13．3�
816 フレッシュステージ 牡2鹿 54 小牧 太西村新一郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田原橋本牧場 444 ―1：51．0� 256．9�
48 ノクターンノーツ 牝2鹿 54 和田 竜二飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 492 ―1：51．31	 1．8	
36 ダイシンイナリ 牡2鹿 54 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 494 ― 〃 クビ 123．8

612 エターナリー 牡2栗 54 松山 弘平吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 432 ―1：51．51 7．1�
11 タイセイバイタル 牡2青鹿54 高倉 稜田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 沖田 忠幸 470 ―1：52．35 56．4�
611 サイモンクラブ 牡2鹿 54 秋山真一郎澤田 昭紀氏 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ― 〃 ハナ 95．4
714 レーヴドオルフェ 牡2栗 54 
島 良太平川 浩之氏 長谷川浩大 新冠 村上 欽哉 490 ―1：54．6大差 90．3�
47 エールオンレール 牝2栗 54

51 ▲斎藤 新吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 460 ―1：54．81� 53．6�
59 サニーストーンズ 牡2芦 54 酒井 学石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 482 ― 〃 ハナ 53．1�
23 ア ズ マ オ ウ 牡2栗 54

53 ☆森 裕太朗東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 478 ―1：55．0	 97．4�
12 ベルサンライズ 牝2鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476 ―1：55．42� 35．9�
713 ブルベアガロン 牡2鹿 54 義 英真 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 大北牧場 492 ―1：55．61 176．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，304，400円 複勝： 35，179，300円 枠連： 11，243，600円
馬連： 45，451，900円 馬単： 24，320，600円 ワイド： 34，400，500円
3連複： 61，148，400円 3連単： 81，483，100円 計： 329，531，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，350円 複 勝 � 1，020円 � 180円 � 310円 枠 連（2－5） 6，340円

馬 連 �� 12，270円 馬 単 �� 40，890円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 4，710円 �� 710円

3 連 複 ��� 22，850円 3 連 単 ��� 288，170円

票 数

単勝票数 計 363044 的中 � 4196（10番人気）
複勝票数 計 351793 的中 � 7142（10番人気）� 63310（2番人気）� 28263（5番人気）
枠連票数 計 112436 的中 （2－5） 1373（20番人気）
馬連票数 計 454519 的中 �� 2869（26番人気）
馬単票数 計 243206 的中 �� 446（71番人気）
ワイド票数 計 344005 的中 �� 3094（24番人気）�� 1814（40番人気）�� 13236（6番人気）
3連複票数 計 611484 的中 ��� 2007（62番人気）
3連単票数 計 814831 的中 ��� 205（553番人気）

ハロンタイム 6．8―12．0―12．9―13．5―12．6―12．2―12．7―13．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．8―31．7―45．2―57．8―1：10．0―1：22．7―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コパノマーキュリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2017．5．30生 牡2鹿 母 レッドマーキュリー 母母 ソロシンガー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブルベアガロン号の騎手義英真は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアガロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月10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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 クリノヴジュアル号・サンライズミリオン号・スマートコマンダー号・ハクアイウィンザー号・パトロン号・

ピエナボヘミアン号・マスカテル号・マルヨシズト号

22054 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時55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

59 マルシュロレーヌ 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－ 41：47．0 7．0�
48 エッセンツァ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 534＋ 81：47．63� 13．2�
815 ウインアミーリア 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 422－ 41：48．13 23．9�
35 レッドルーヴル 牝3黒鹿54 武 豊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 458－ 61：48．2� 6．5�
12 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＋10 〃 ハナ 52．7	
816 マハーラーニー 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：48．3� 2．4

510 メイショウオウギ 牝3芦 54 和田 竜二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 420－ 21：48．4� 6．2�
36 リッカローズ 牝3芦 54 松山 弘平立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 464± 01：48．5� 15．1�
23 スパークルガール 牝3黒鹿54 国分 優作 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 412－ 21：48．6� 28．3
714 ルーナクオーレ 牝3黒鹿54 幸 英明落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 398－ 6 〃 クビ 39．4�
713 カークソング 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来戸賀 智子氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 438－ 21：48．7クビ 33．4�
612 ブルベアロッソ 牝3栗 54 太宰 啓介 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 新冠 オリエント牧場 428－ 21：49．02 190．6�
24 サトノボヌール 牝3芦 54

51 ▲斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432－12 〃 ハナ 31．3�
11 ケイティグレース 牝3栗 54 義 英真瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 432－ 21：49．1クビ 21．1�
611 スマートフェイス 牝3鹿 54 小崎 綾也間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 416＋ 81：49．42 171．8�
47 セルプランタン 牝3芦 54 藤井勘一郎 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 470＋121：49．71� 83．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，169，600円 複勝： 47，561，200円 枠連： 17，750，200円
馬連： 51，703，500円 馬単： 22，459，400円 ワイド： 43，526，100円
3連複： 74，993，400円 3連単： 85，022，700円 計： 374，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 490円 � 580円 枠 連（4－5） 2，480円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 7，860円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，810円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 27，760円 3 連 単 ��� 125，540円

票 数

単勝票数 計 311696 的中 � 35461（4番人気）
複勝票数 計 475612 的中 � 57251（3番人気）� 23810（6番人気）� 19931（8番人気）
枠連票数 計 177502 的中 （4－5） 5545（10番人気）
馬連票数 計 517035 的中 �� 9026（18番人気）
馬単票数 計 224594 的中 �� 2141（29番人気）
ワイド票数 計 435261 的中 �� 8089（15番人気）�� 6233（20番人気）�� 2558（46番人気）
3連複票数 計 749934 的中 ��� 2026（92番人気）
3連単票数 計 850227 的中 ��� 491（407番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―11．9―12．0―12．3―12．0―11．5―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マルシュロレーヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．3 京都2着

2016．2．4生 牝3鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 5戦1勝 賞金 8，400，000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。
（非抽選馬） 1頭 ナムラモア号



22055 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5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

23 シーリアスラブ 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 42：00．8 6．1�
11 カ ラ ミ ン サ 牝3黒鹿54 武 豊吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 6．4�
59 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 508－ 62：01．01� 134．0�
48 レッドレイル 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 62：01．21� 5．2�
612 ゴ ー ス ト �3芦 56 松山 弘平西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482－102：01．3クビ 5．1�
35 ミユキディオニソス 牡3青鹿56 小牧 太長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 442－10 〃 ハナ 111．7	
713 ディオーネプリンス 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 466－ 22：01．4� 64．1

12 スピッツァー 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：01．5� 7．2�
817 レッドムルガン 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B486＋142：01．6クビ 18．1
611 マジェスティ 牡3鹿 56 和田 竜二近藤 英子氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 420＋ 2 〃 ハナ 8．6�
24 ホウオウアクセル 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 436－ 4 〃 アタマ 12．7�
47 オーミハルカゼ 牝3鹿 54 幸 英明岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 442＋ 42：02．02� 62．3�
715 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 518－ 62：02．21 20．5�
510 メイショウテッペキ 牡3鹿 56 	島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 512－ 82：02．3� 124．1�
36 ルージュオブグレイ 牝3栗 54 太宰 啓介 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 408＋ 42：02．4クビ 23．9�
816 ナリタフローライト 牡3黒鹿56 高倉 稜�オースミ 渡辺 薫彦 様似 猿倉牧場 422－102：03．57 346．2�
714 カ リ ナ ン 牝3青鹿 54

51 ▲斎藤 新寺田 寿男氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 400＋ 82：03．82 102．0�
818 キャスノワゼット 牝3黒鹿54 小崎 綾也�G1レーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B458－ 42：07．2大差 339．7�
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売 得 金
単勝： 29，130，000円 複勝： 49，927，600円 枠連： 19，267，100円
馬連： 58，681，800円 馬単： 24，357，900円 ワイド： 41，521，200円
3連複： 83，019，900円 3連単： 86，684，800円 計： 392，590，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 250円 � 2，520円 枠 連（1－2） 770円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 11，660円 �� 11，130円

3 連 複 ��� 110，000円 3 連 単 ��� 483，430円

票 数

単勝票数 計 291300 的中 � 37827（3番人気）
複勝票数 計 499276 的中 � 69678（2番人気）� 57188（4番人気）� 4017（14番人気）
枠連票数 計 192671 的中 （1－2） 19327（3番人気）
馬連票数 計 586818 的中 �� 16475（12番人気）
馬単票数 計 243579 的中 �� 3754（20番人気）
ワイド票数 計 415212 的中 �� 9312（14番人気）�� 901（81番人気）�� 944（78番人気）
3連複票数 計 830199 的中 ��� 566（238番人気）
3連単票数 計 866848 的中 ��� 130（1119番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．5―12．2―11．9―12．0―12．3―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．2―47．7―59．9―1：11．8―1：23．8―1：36．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シーリアスラブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto デビュー 2019．2．10 京都5着

2016．5．1生 牡3鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 6戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャスノワゼット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月10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〕 カリナン号・ナリタフローライト号・キャスノワゼット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年

10月10日まで平地競走に出走できない。

22056 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時55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

712 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 514＋ 41：45．8 8．9�
34 ヒロノセンキン �3黒鹿54 松山 弘平サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 464± 01：46．33 9．1�
69 アサカディスタンス 牡5鹿 57 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 454－14 〃 クビ 15．5�
11 レオンコロナ 牡3黒鹿54 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456± 01：46．4	 5．3�
57 
 モズエロイコ 牡3鹿 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 470＋ 2 〃 クビ 7．3	
22 ピエナヒーロー 牡3鹿 54 武 豊本谷 兼三氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：46．93 15．2

46 
 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 482＋ 21：47．21	 3．3�
813 ハッシュタグ 牡5鹿 57

54 ▲岩田 望来石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 44．3�
45 ハイオソラール 牡3鹿 54

51 ▲亀田 温心名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 502＋ 2 〃 ハナ 70．3
711� エスプリゾーン 牡5栗 57 岩崎 翼村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 458＋ 41：47．62	 282．9�
58 マイヨヴェール 牡4鹿 57 酒井 学�ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 546－ 21：47．7クビ 53．5�
33 カ リ ン カ 牝4黒鹿 55

52 ▲斎藤 新寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 440＋ 41：48．12	 6．3�
814 ラタンドレス 牝6鹿 55 松若 風馬 �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 484－ 21：48．63 21．9�
610 インヴィクタ 牡5黒鹿57 北村 友一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－101：48．81� 62．7�
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売 得 金
単勝： 32，366，700円 複勝： 45，643，100円 枠連： 13，666，500円
馬連： 58，774，800円 馬単： 26，372，100円 ワイド： 42，088，700円
3連複： 81，523，100円 3連単： 95，969，800円 計： 396，404，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 260円 � 480円 枠 連（3－7） 1，690円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，140円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 18，040円 3 連 単 ��� 102，320円

票 数

単勝票数 計 323667 的中 � 29073（5番人気）
複勝票数 計 456431 的中 � 41800（5番人気）� 49390（4番人気）� 22711（8番人気）
枠連票数 計 136665 的中 （3－7） 6253（6番人気）
馬連票数 計 587748 的中 �� 11734（18番人気）
馬単票数 計 263721 的中 �� 2425（34番人気）
ワイド票数 計 420887 的中 �� 9193（16番人気）�� 5014（28番人気）�� 4565（32番人気）
3連複票数 計 815231 的中 ��� 3388（69番人気）
3連単票数 計 959698 的中 ��� 680（380番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．2―12．6―12．3―12．0―12．5―13．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．6―43．2―55．5―1：07．5―1：20．0―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジューングラスミー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Belong to Me デビュー 2018．4．22 京都5着

2015．5．5生 牡4鹿 母 ペガサスゴールド 母母 ディスクオブゴールド 5戦2勝 賞金 13，000，000円
〔発走状況〕 エスプリゾーン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。



22057 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第9競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

55 マイネルグリット 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 41：09．0 3．0�

88 ゼンノジャスタ 牡2黒鹿54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 450－ 41：09．21	 7．2�
11 ヒ メ サ マ 牝2鹿 54 岩田 望来廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 408－ 6 〃 ハナ 7．0�
66 デンコウリジエール 牡2鹿 54 太宰 啓介田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 456± 01：09．52 18．5�
44 ホープホワイト 牝2青鹿54 武 豊松本 秀守氏 武井 亮 平取 二風谷ファーム 442＋ 21：09．6クビ 6．1�
22 
 ミスカゴシマ 牝2青鹿54 石川 慎将上村 裕希氏 平山 宏秀 新冠 村上 進治 438± 01：09．91� 24．2	

（佐賀） （佐賀）

77 ダンツウィザード 牡2鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 464＋ 61：10．0� 3．1

33 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 412－ 61：11．06 121．1�
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売 得 金
単勝： 39，210，100円 複勝： 34，238，600円 枠連： 発売なし
馬連： 59，838，300円 馬単： 31，089，600円 ワイド： 29，754，300円
3連複： 61，540，100円 3連単： 136，274，600円 計： 391，945，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 190円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 310円 �� 410円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 392101 的中 � 106978（1番人気）
複勝票数 計 342386 的中 � 77104（2番人気）� 42119（5番人気）� 44805（4番人気）
馬連票数 計 598383 的中 �� 60340（2番人気）
馬単票数 計 310896 的中 �� 17511（3番人気）
ワイド票数 計 297543 的中 �� 25805（3番人気）�� 18433（7番人気）�� 13414（10番人気）
3連複票数 計 615401 的中 ��� 27956（8番人気）
3連単票数 計1362746 的中 ��� 15036（25番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルグリット �

父 スクリーンヒーロー �


母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．20 中京1着

2017．3．21生 牡2栗 母 マイネショコラーデ 母母 コスモヴァレンチ 2戦2勝 賞金 23，175，000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。

22058 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第10競走 ��
��2，000�

み や ざ き

宮 崎 特 別
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

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
1：56．9
1：56．1

良
良

810 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 55 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448＋101：59．8 4．9�
66 エングレーバー 牡3鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452－ 62：00．01� 1．5�
55 アグネスリバティ 牡6黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 480－ 22：00．1	 6．7�
77 ジョウショームード 牡3黒鹿54 秋山真一郎熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 430＋ 22：00．73
 12．0�
89 スズカフューラー 牡5栗 57 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430＋ 2 〃 クビ 27．8�
22 キングフォルテ 牡4鹿 57 森 裕太朗平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 524＋ 22：01．12
 87．0	
33 ルックスマート 牡4鹿 57 幸 英明平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 468－ 62：01．31� 24．4

78 ダイナミックアロー 牡6鹿 57 三津谷隼人小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 490－102：01．4
 149．2�
11 オ ク ラ ホ マ 牡5栗 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B506± 0 〃 アタマ 20．4�
44 レッドカイザー �8黒鹿57 松山 弘平 東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 482－ 62：02．78 46．1�
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売 得 金
単勝： 48，572，600円 複勝： 148，893，700円 枠連： 15，999，300円
馬連： 82，801，800円 馬単： 55，343，200円 ワイド： 49，574，000円
3連複： 113，403，600円 3連単： 254，827，300円 計： 769，415，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 170円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 485726 的中 � 77868（2番人気）
複勝票数 計1488937 的中 � 91510（2番人気）� 1154047（1番人気）� 65135（3番人気）
枠連票数 計 159993 的中 （6－8） 43999（1番人気）
馬連票数 計 828018 的中 �� 173000（1番人気）
馬単票数 計 553432 的中 �� 33508（4番人気）
ワイド票数 計 495740 的中 �� 84771（1番人気）�� 30382（4番人気）�� 54933（2番人気）
3連複票数 計1134036 的中 ��� 140663（1番人気）
3連単票数 計2548273 的中 ��� 44817（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―13．0―12．4―12．0―11．7―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．8―48．8―1：01．2―1：13．2―1：24．9―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4F46．6―3F34．9
1
3
6，8，5，10（2，7，9）（4，3）1・（6，10，3）－5（8，7，9）2，1，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハ イ ヒ ー ル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．8．12 札幌1着

2015．3．20生 牝4鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 18戦3勝 賞金 53，986，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



22059 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ そ

阿蘇ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，30．8．11以降1．8．4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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

46 ア ー ド ラ ー 牡5鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484± 01：44．6 25．3�
11 グ ア ン 牝4栗 50 竹之下智昭�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 466－ 2 〃 クビ 52．3�
713 メイプルブラザー 牡5栗 54 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 490± 0 〃 クビ 13．8�
815 メイショウワザシ 牡4栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 532± 01：44．81 2．4�
35 エ ポ ッ ク 牡6黒鹿54 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 516＋ 81：45．12 25．4�
34 トラキチシャチョウ 牡8鹿 51 水口 優也 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 500＋ 61：45．31 256．5	
814 ナムラアラシ 牡6鹿 57 浜中 俊奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 514－ 2 〃 クビ 7．5

611 プレスティージオ 牡6栗 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 484＋ 81：45．51 12．2�
712 コパノチャーリー 牡7栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 51：45．92� 36．8�
610 ドンフォルティス 牡4栗 56 武 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 494＋ 21：46．0� 11．8
22 マインシャッツ 牡6栗 53 西村 淳也吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 480－ 61：46．1クビ 70．5�
59 タガノディグオ 牡5黒鹿54 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－ 61：46．63 14．2�
58 ゴールデンブレイヴ 牡6栗 54 福永 祐一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 21：46．7� 7．7�
47 スズカフリオーソ 牡5栗 51 高倉 稜永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B484＋ 21：47．65 18．4�
23 エイシンセラード 牝4栗 52 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 川越ファーム 528＋201：48．55 12．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，852，000円 複勝： 106，017，100円 枠連： 55，261，300円
馬連： 224，819，400円 馬単： 83，751，900円 ワイド： 139，933，400円
3連複： 381，614，700円 3連単： 438，676，200円 計： 1，504，926，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 680円 � 1，260円 � 480円 枠 連（1－4） 14，190円

馬 連 �� 43，240円 馬 単 �� 66，890円

ワ イ ド �� 10，510円 �� 3，440円 �� 8，590円

3 連 複 ��� 171，480円 3 連 単 ��� 813，400円

票 数

単勝票数 計 748520 的中 � 23630（10番人気）
複勝票数 計1060171 的中 � 41417（11番人気）� 21089（13番人気）� 61769（9番人気）
枠連票数 計 552613 的中 （1－4） 3017（28番人気）
馬連票数 計2248194 的中 �� 4029（82番人気）
馬単票数 計 837519 的中 �� 939（155番人気）
ワイド票数 計1399334 的中 �� 3418（80番人気）�� 10588（51番人気）�� 4189（77番人気）
3連複票数 計3816147 的中 ��� 1669（301番人気）
3連単票数 計4386762 的中 ��� 391（1633番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―41．8―53．6―1：05．4―1：17．8―1：31．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．2
1
3
9，12，15（3，5）11（7，8）（1，4）－10，2（6，13）－14
9（12，15）（3，11）（4，5）－8，7（1，2，10）－（6，13）－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ー ド ラ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．6．18 阪神4着

2014．5．7生 牡5鹿 母 ハイジトウショウ 母母 ターナートウショウ 24戦6勝 賞金 121，040，000円

22060 8月10日 晴 良 （1小倉2） 第5日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15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

711� メイショウキョウジ 牡4鹿 57 福永 祐一松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 468± 01：08．0 1．7�
33 � マルカテノール 牡5鹿 57 松山 弘平日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 480＋ 61：08．21� 28．4�
44 マリアバローズ 牝4黒鹿55 北村 友一猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 440± 01：08．3� 30．7�
56 カーサデルシエロ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩田 望来下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 446＋ 81：08．4� 7．7�
812 タイセイトレンディ �4青鹿57 川須 栄彦田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 460＋141：08．5クビ 23．2�
22 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 496－ 2 〃 クビ 20．3�
813 トウカイオラージュ 牡3栗 54

51 ▲斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 454± 01：08．6クビ 7．8	
710 ブルベアオーロ 牡3黒鹿54 松若 風馬 
ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 452± 0 〃 ハナ 5．9�
69 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 B510－ 6 〃 クビ 41．1�
68 ス キ ッ プ 牡3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋141：08．81	 16．9
45 スノーガーデン 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心グリーンスウォード吉田 直弘 日高 浜本牧場 470± 01：09．01 113．7�
11 � ヴィオローネ 牝4鹿 55 水口 優也奈良﨑孝一郎氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 430－211：10．38 280．9�
57 ミッキーマラン 牡4芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 474＋ 41：10．61� 186．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，992，700円 複勝： 64，091，800円 枠連： 24，021，900円
馬連： 100，350，900円 馬単： 45，759，700円 ワイド： 69，040，900円
3連複： 149，088，800円 3連単： 214，559，400円 計： 717，906，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 570円 � 480円 枠 連（3－7） 1，970円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，220円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 13，890円 3 連 単 ��� 42，740円

票 数

単勝票数 計 509927 的中 � 230289（1番人気）
複勝票数 計 640918 的中 � 215681（1番人気）� 20455（10番人気）� 24831（8番人気）
枠連票数 計 240219 的中 （3－7） 9436（8番人気）
馬連票数 計1003509 的中 �� 30428（10番人気）
馬単票数 計 457597 的中 �� 9688（10番人気）
ワイド票数 計 690409 的中 �� 16883（10番人気）�� 14691（12番人気）�� 5049（37番人気）
3連複票数 計1490888 的中 ��� 8050（44番人気）
3連単票数 計2145594 的中 ��� 3639（136番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．2―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．2―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウキョウジ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S.

2015．3．26生 牡4鹿 母 アルペンローズ 母母 Amizette 13戦1勝 賞金 27，696，000円
初出走 JRA



（1小倉2）第5日 8月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

200，000，000円
5，180，000円
21，600，000円
1，020，000円
22，060，000円
70，370，500円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
443，114，700円
691，584，900円
201，588，700円
855，876，100円
402，153，700円
591，114，800円
1，271，637，600円
1，706，712，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，163，782，800円

総入場人員 8，106名 （有料入場人員 7，065名）
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