
22013 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

44 シゲルベンガルトラ 牡2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 444＋ 41：09．1 4．5�
66 ミルトドリーム 牡2鹿 54 D．バルジュー 永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 476－ 61：09．63 32．3�

（伊）

33 ベルウッドカペラ 牡2青鹿54 武 豊鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 448－101：09．91� 4．2�
55 ウイナーズロード 牝2青鹿 54

51 ▲荻野 極�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 412＋ 2 〃 クビ 12．5�
78 タガノエクレール 牡2鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 01：10．0クビ 24．5�
77 ラニカイシチー 牡2鹿 54 国分 優作 	友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 8 〃 クビ 47．6

11 メイショウハバネラ 牝2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 446＋ 21：10．21� 1．8�
22 エ ド ワ ー ド 牡2栗 54 松山 弘平 	カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 様似 富田 恭司 450－ 21：10．62� 144．5�
89 シゲルオカピ 牡2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 430－ 61：10．91� 167．5
810 マイネルファート 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 若林牧場 468＋ 41：11．11� 90．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，746，800円 複勝： 35，011，900円 枠連： 7，491，200円
馬連： 33，426，700円 馬単： 24，658，400円 ワイド： 19，234，400円
3連複： 47，976，200円 3連単： 106，109，800円 計： 295，655，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 1，000円 � 260円 枠 連（4－6） 6，960円

馬 連 �� 6，930円 馬 単 �� 11，690円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 360円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 51，560円

票 数

単勝票数 計 217468 的中 � 40354（3番人気）
複勝票数 計 350119 的中 � 55118（2番人気）� 7242（7番人気）� 36711（3番人気）
枠連票数 計 74912 的中 （4－6） 834（15番人気）
馬連票数 計 334267 的中 �� 3733（14番人気）
馬単票数 計 246584 的中 �� 1581（26番人気）
ワイド票数 計 192344 的中 �� 3264（12番人気）�� 15392（4番人気）�� 2677（15番人気）
3連複票数 計 479762 的中 ��� 4875（18番人気）
3連単票数 計1061098 的中 ��� 1492（111番人気）

ハロンタイム 11．6―10．1―11．1―11．5―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．7―32．8―44．3―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．3
3 5－1（4，6）（3，7）10（2，8）9 4 5－1（4，6）（3，7）8（2，10）－9
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

シゲルベンガルトラ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．6．25 阪神3着

2014．2．28生 牡2栗 母 ローズヘイロー 母母 ツジノローズ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22014 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 モズワッショイ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 404＋ 4 59．1 3．6�
712 ハトマークレディ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 396－ 4 〃 ハナ 6．9�
711 タイキラメール 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460－12 〃 ハナ 3．4�
610 シゲルカマス 牝3鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 438－ 6 59．31� 65．8�
814 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 小牧 太山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 484± 0 59．51� 6．5	
11 マーキークラブ 牝3芦 54 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 538－ 2 59．6� 7．3

69 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム 504－ 6 59．92 8．7�
34 テイエムスタンリー 牡3鹿 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 460± 01：00．0� 62．0�
45 カスタニャッチョ 牝3鹿 54 松田 大作名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 424＋ 81：00．63� 309．8
58 ヴィシュトリア 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人棚網 基己氏 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 444－101：01．23� 237．1�
57 ブラックウィンダム 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 436＋ 6 〃 ハナ 144．6�
46 キタサンコトブキ �3青鹿56 �島 良太�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B484＋ 61：01．3� 14．8�
33 リッカキング 牡3青鹿56 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 436＋ 21：01．62 130．3�
813 ロングブリオ 牝3鹿 54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム B458＋101：01．7� 51．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，019，100円 複勝： 38，401，900円 枠連： 12，437，800円
馬連： 49，765，100円 馬単： 25，561，400円 ワイド： 29，706，000円
3連複： 68，135，300円 3連単： 98，498，800円 計： 347，525，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 180円 � 130円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，890円

票 数

単勝票数 計 250191 的中 � 54951（2番人気）
複勝票数 計 384019 的中 � 86566（1番人気）� 44107（4番人気）� 82203（2番人気）
枠連票数 計 124378 的中 （2－7） 25523（1番人気）
馬連票数 計 497651 的中 �� 31354（3番人気）
馬単票数 計 255614 的中 �� 9608（4番人気）
ワイド票数 計 297060 的中 �� 16337（4番人気）�� 34282（1番人気）�� 21354（2番人気）
3連複票数 計 681353 的中 ��� 44942（1番人気）
3連単票数 計 984988 的中 ��� 12115（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．9―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズワッショイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神3着

2013．3．29生 牝3黒鹿 母 バーレーヘッズ 母母 ヴ ェ ス タ 10戦1勝 賞金 16，500，000円
〔発走状況〕 ブラックウィンダム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 オリエンタルローズ号の騎手小牧太は，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10，000円。（被害馬：6番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブラックウィンダム号は，平成28年8月1日から平成28年8月21日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

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31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

714 サンマルドライヴ 牡3黒鹿56 岩田 康誠相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 446＋ 41：47．6 9．3�
611 カフジマニッシュ 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 510－ 41：47．81� 2．5�
815 ロードグレイス 牡3鹿 56 浜中 俊 �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 446－ 41：48．22� 6．4�
24 グ ラ ウ ス 牝3栗 54 秋山真一郎�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468＋ 61：48．3クビ 41．9�
816 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B492－ 6 〃 アタマ 6．3	
713 エイシンミコノス 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 520－ 81：48．4� 35．8

11 マンテンロード 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 468＋141：48．5� 142．3�
612 エイシンシエル 牝3芦 54 武 豊�栄進堂 坂口 正則 浦河 多田 善弘 442＋ 41：48．6クビ 19．8�
12 	 ジ ョ ル ジ オ 
3鹿 56 川田 将雅飯田 正剛氏 中内田充正 米 Darley & Dr.

Masatake Iida B456－ 81：49．55 4．6
510 ブライアンジョー 牡3鹿 56 藤岡 佑介河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 460＋ 81：49．6� 263．9�
35 マ ス カ ー ニ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 日高 Shall Farm 472＋ 81：50．77 278．5�
48 メモラビリア 牝3栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 510－ 6 〃 クビ 42．3�
36 トウカイバレーノ 牝3黒鹿54 高倉 稜内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 432－ 81：51．12 31．1�
23 アンバーナイト 牡3栗 56

54 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 福岡 光夫 514＋ 21：51．2� 89．5�
59 ダイシンサクセス 牡3黒鹿56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 B498＋10 〃 ハナ 24．0�
47 ヒロノカイザー 牡3芦 56 松山 弘平サンエイ開発� 村山 明 浦河 グラストレーニ

ングセンター 482＋141：51．41� 146．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，108，600円 複勝： 37，329，100円 枠連： 15，500，600円
馬連： 52，587，300円 馬単： 25，948，900円 ワイド： 32，145，000円
3連複： 75，869，500円 3連単： 102，294，600円 計： 366，783，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 230円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，030円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 13，990円

票 数

単勝票数 計 251086 的中 � 21542（5番人気）
複勝票数 計 373291 的中 � 33264（5番人気）� 97499（1番人気）� 48635（4番人気）
枠連票数 計 155006 的中 （6－7） 14322（4番人気）
馬連票数 計 525873 的中 �� 41424（4番人気）
馬単票数 計 259489 的中 �� 7288（8番人気）
ワイド票数 計 321450 的中 �� 18435（4番人気）�� 7455（12番人気）�� 19289（3番人気）
3連複票数 計 758695 的中 ��� 28440（4番人気）
3連単票数 計1022946 的中 ��� 5301（28番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．3―13．3―12．6―12．0―12．6―13．0―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．6―43．9―56．5―1：08．5―1：21．1―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．1
1
3
・（8，12）15（2，6，11，16）（1，3）7，13，9，4－14，5－10・（12，14）15（2，11，16，13）－8（1，7）（4，6）（3，9）5，10

2
4

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

サンマルドライヴ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．10．18 京都9着

2013．2．16生 牡3黒鹿 母 サンマルバンベール 母母 ユーコーバンベール 10戦1勝 賞金 8，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボンテアトル号
（非抽選馬） 1頭 ジューンマドレーヌ号

22016 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

714 ブ ボ ナ 牝3黒鹿54 国分 恭介杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 478＋ 81：47．9 9．0�
816 タガノガンチャン 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 41：48．0� 4．3�
12 エイシンジルコン 牝3黒鹿54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 438－ 41：48．1� 2．5�
36 アナザーワールド 牝3鹿 54 D．ホワイト Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 440＋14 〃 ハナ 24．7�

（香港）

47 ミッキースマシング 牝3栗 54 幸 英明野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 420－ 41：48．63 15．1�
35 ジ ェ ミ ナ 牝3鹿 54 松田 大作 	社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 422± 01：48．92 13．2

23 ロングマジック 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼中井 敏雄氏 長浜 博之 新ひだか 木村 秀則 478＋ 41：49．11� 8．2�
11 ク レ オ メ 牝3鹿 54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 450＋ 41：49．2� 31．5�
612 インカンターレ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 414－ 81：49．51� 92．9
59 タガノスケルド 牝3栗 54 酒井 学八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436 ― 〃 ハナ 114．6�
611 マクスウェル 牝3栗 54 大下 智 	キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 408＋ 6 〃 アタマ 66．3�
713 ハーマイオニー 牝3栗 54

52 △義 英真薪浦 英稔氏 渡辺 薫彦 新ひだか 秋田育成牧場 442－121：49．71� 225．4�
815 ガラスダマノピアス 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 470＋161：49．91� 16．0�
24 ダムデミステル 牝3栗 54 D．バルジュー 	大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456＋ 21：50．32� 105．3�
（伊）

510 カリーノピッコラ 牝3栗 54 藤懸 貴志�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 388＋16 〃 クビ 336．2�
48 プレリュードフィズ 牝3黒鹿54 浜中 俊 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 416－ 41：51．04 14．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，437，700円 複勝： 35，797，100円 枠連： 14，481，000円
馬連： 48，010，100円 馬単： 25，582，700円 ワイド： 32，602，000円
3連複： 68，592，800円 3連単： 89，782，600円 計： 341，286，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 150円 � 130円 枠 連（7－8） 1，760円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 760円 �� 610円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 15，430円

票 数

単勝票数 計 264377 的中 � 23288（4番人気）
複勝票数 計 357971 的中 � 25714（5番人気）� 62622（2番人気）� 93108（1番人気）
枠連票数 計 144810 的中 （7－8） 6365（7番人気）
馬連票数 計 480101 的中 �� 16687（7番人気）
馬単票数 計 255827 的中 �� 4612（13番人気）
ワイド票数 計 326020 的中 �� 10127（8番人気）�� 12910（4番人気）�� 33843（1番人気）
3連複票数 計 685928 的中 ��� 25052（2番人気）
3連単票数 計 897826 的中 ��� 4217（28番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブ ボ ナ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Vindication デビュー 2015．7．26 函館5着

2013．4．20生 牝3黒鹿 母 プリティキャサリン 母母 Indigene 9戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ナンヨーリノ号・レッドヴァローレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22017 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右）

九州産馬，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

35 テイエムヒッタマゲ 牡2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 468 ―1：11．2 3．1�
510 テイエムミナンカゼ 牝2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 420 ―1：11．62� 4．9�
59 テヲツナゴウ 牝2鹿 54 酒井 学山本 武司氏 服部 利之 熊本 本田 土寿 416 ―1：11．7� 12．1�
713 テイエムハシッド 牝2黒鹿54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 418 ―1：12．01� 10．4�
11 ヤエノセンリ 牝2黒鹿54 幸 英明柳田 英子氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 404 ― 〃 ハナ 6．1�
47 カ ツ オ ブ シ 牡2芦 54 国分 恭介小原 該一氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 462 ― 〃 クビ 30．8�
714 タ リ ホ ー 牡2黒鹿54 �島 良太神田 通博氏 蛯名 利弘 鹿児島 神田 通博 432 ―1：12．21� 103．2	
715 サ ン キ ン グ 牡2青鹿54 中谷 雄太竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 森本 康文 434 ―1：13．15 92．9

816 テイエムタネガシマ 牝2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 406 ―1：13．31� 15．4�
818 シゲルツキノワグマ 牡2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 熊本 有限会社

宮村牧場 448 ―1：13．4クビ 36．0�
817 キリシマキャプテン 牡2栗 54 松田 大作土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 432 ―1：13．61� 68．9
36 テイエムチューハイ 牡2黒鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 434 ―1：14．23� 35．0�
12 カシノルーティン 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 418 ―1：14．51� 134．0�
611 テイエムキュウドン 牡2栗 54

53 ☆�島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 432 ―1：14．6� 77．4�
612 ハッピースティーヴ 牡2黒鹿54 太宰 啓介竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 新保牧場 426 ―1：14．91� 101．0�
23 バ イ セ ツ 牝2栗 54 秋山真一郎新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 430 ― 〃 クビ 25．3�
48 カシノマハロ 牝2鹿 54

52 △義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 518 ―1：15．32� 15．4�
24 カシノウィザード 牝2青鹿54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 宮崎 橋口 幸一郎 402 ―1：17．2大差 175．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，158，900円 複勝： 24，235，700円 枠連： 15，353，100円
馬連： 41，142，200円 馬単： 21，414，100円 ワイド： 24，749，900円
3連複： 57，851，900円 3連単： 71，106，800円 計： 279，012，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 260円 枠 連（3－5） 580円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 380円 �� 600円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 231589 的中 � 61235（1番人気）
複勝票数 計 242357 的中 � 47499（1番人気）� 39020（2番人気）� 19741（5番人気）
枠連票数 計 153531 的中 （3－5） 20333（1番人気）
馬連票数 計 411422 的中 �� 32302（1番人気）
馬単票数 計 214141 的中 �� 10644（1番人気）
ワイド票数 計 247499 的中 �� 17932（1番人気）�� 10339（4番人気）�� 7531（7番人気）
3連複票数 計 578519 的中 ��� 20273（2番人気）
3連単票数 計 711068 的中 ��� 6574（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―46．4―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．7
3 ・（5，9）（7，10，14）（1，18）15（13，16）2，17－12，4（8，3，11）－6 4 5，9（10，14）（7，1）18，13，15－16，2，17－12－11，3－8，4，6

勝馬の
紹 介

テイエムヒッタマゲ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2014．4．4生 牡2栗 母 テイエムクレナイ 母母 グラヴィール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノマハロ号・カシノウィザード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月

31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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カシノマスト号・コウザンアクティヴ号・コウユーヌレエフ号・テイエムソッキュウ号・マサル号

22018 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

79 カシノマスト 牡2栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 神野 生男 414 ―1：09．6 27．3�
22 メイショウカリナン 牡2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 468 ―1：10．66 3．2�
66 ゼットパール 牝2栗 54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 436 ―1：10．7� 3．6�
810 タキシードネコ 牡2黒鹿54 �島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 396 ―1：11．02 37．9�
44 バックナンバー 牡2青鹿 54

53 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 450 ―1：11．21	 37．0�
67 テイエムグッドマン 牡2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 470 ―1：11．3� 8．3	
811 ワンダーフルリール 牝2青鹿54 D．バルジュー 山本 信行氏 中竹 和也 浦河 帰山 清貴 390 ― 〃 アタマ 7．4


（伊）

55 ブルベアリンクス 牡2黒鹿54 小牧 太 �ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 高橋 義浩 460 ―1：11．83 45．2�
33 コウユーヌレエフ 牡2黒鹿 54

51 ▲荻野 極加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 476 ―1：13．410 75．4
78 マ サ ル 牡2栗 54 藤岡 佑介竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 450 ―1：13．61 67．2�
11 
 マラードザレコード 牡2青鹿54 浜中 俊岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 450 ―1：17．5大差 4．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，862，800円 複勝： 25，898，600円 枠連： 11，584，600円
馬連： 39，598，900円 馬単： 24，909，700円 ワイド： 22，465，100円
3連複： 50，240，700円 3連単： 87，482，900円 計： 288，043，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 350円 � 140円 � 150円 枠 連（2－7） 3，160円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 10，870円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，100円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 38，270円

票 数

単勝票数 計 258628 的中 � 8045（6番人気）
複勝票数 計 258986 的中 � 13734（6番人気）� 54775（1番人気）� 48414（2番人気）
枠連票数 計 115846 的中 （2－7） 2839（10番人気）
馬連票数 計 395989 的中 �� 7843（11番人気）
馬単票数 計 249097 的中 �� 1718（35番人気）
ワイド票数 計 224651 的中 �� 4337（12番人気）�� 4790（11番人気）�� 24698（1番人気）
3連複票数 計 502407 的中 ��� 9857（10番人気）
3連単票数 計 874829 的中 ��� 1657（116番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノマスト �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2014．5．25生 牡2栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マラードザレコード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月31日まで平地

競走に出走できない。
※カシノマスト号・コウユーヌレエフ号・マサル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22019 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

612 アイファーラブオー 牡4鹿 57 幸 英明中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 538＋141：46．6 26．5�
36 オウケンワールド 牡4芦 57 川田 将雅福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 492＋ 81：46．81 2．4�
611 ザイディックメア 牡4鹿 57 武 豊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：46．9� 3．0�
47 ニホンピロサンダー 牡4黒鹿57 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 496± 01：47．75 38．0�
714� ジョウショーチカラ 牡4青鹿57 小牧 太熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 544＋ 61：47．91	 7．1�
815 ヤマイチレジェンド 牡4栗 57 川須 栄彦坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 512－ 61：48．0クビ 80．4	
59 メイショウヨイチ 牡3鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 474＋ 2 〃 ハナ 66．5

510� サンライズフレンチ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 522＋ 81：48．53 72．9�

23 カフジナイサー 牡3黒鹿54 松田 大作加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 472＋161：48．7� 25．1�
48 フォースフィールド 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 430＋10 〃 ハナ 80．7
12 ウインユニファイド 牡4黒鹿57 高倉 稜�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 504＋ 81：49．44 11．5�
713 ギ ン ガ 牡4鹿 57 D．バルジュー 石川 達絵氏 松下 武士 日高 日高大洋牧場 444－ 4 〃 ハナ 41．7�

（伊）

11 アドマイヤムテキ 牡3黒鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 洞
湖 レイクヴィラファーム 490＋ 81：50．25 39．3�
24 イスズイーグル 牡3黒鹿54 藤岡 佑介�イスズ牧場 作田 誠二 浦河 イスズ牧場 500＋ 41：50．3クビ 139．6�
816 ローザズカレッジ 牡6黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－101：50．72	 49．3�
35 ミッキーデータ �5鹿 57 岩田 康誠野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 512－ 21：51．02 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，041，400円 複勝： 41，062，100円 枠連： 16，804，900円
馬連： 67，627，200円 馬単： 33，541，700円 ワイド： 39，773，900円
3連複： 94，325，300円 3連単： 127，721，100円 計： 451，897，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 420円 � 130円 � 130円 枠 連（3－6） 350円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 890円 �� 780円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 29，000円

票 数

単勝票数 計 310414 的中 � 9348（7番人気）
複勝票数 計 410621 的中 � 15375（6番人気）� 100570（1番人気）� 96448（2番人気）
枠連票数 計 168049 的中 （3－6） 36462（1番人気）
馬連票数 計 676272 的中 �� 17542（8番人気）
馬単票数 計 335417 的中 �� 2873（26番人気）
ワイド票数 計 397739 的中 �� 9912（8番人気）�� 11480（7番人気）�� 62275（1番人気）
3連複票数 計 943253 的中 ��� 36125（3番人気）
3連単票数 計1277211 的中 ��� 3192（73番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．2―12．8―11．9―12．1―12．4―13．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．4―43．2―55．1―1：07．2―1：19．6―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．4
1
3
・（1，6）15（12，16）（9，13）3，5，14，10，11（2，4，8）7・（6，15）（12，9）（1，5，11）（3，13）（16，14）10－（2，4）（7，8）

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

勝馬の
紹 介

アイファーラブオー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 タックスパラダイス デビュー 2014．12．6 阪神6着

2012．3．3生 牡4鹿 母 アイファーラブラブ 母母 アイファールミ 10戦2勝 賞金 16，900，000円
〔発走状況〕 ジョウショーチカラ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

オウケンワールド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
ザイディックメア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔調教再審査〕 ジョウショーチカラ号・オウケンワールド号は，発走調教再審査。
※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 エフハリスト号・シゲルノマオイ号・テイエムテツジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22020 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右）

牝，500万円以下；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
1：06．5
1：06．5

良
良

817 ラベンダーヴァレイ 牝3鹿 52 D．バルジュー 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 416－161：08．3 5．2�
（伊）

36 ビットレート 牝4栗 55 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 クビ 6．7�
816 タンギモウジア 牝3鹿 52 小牧 太桑畑 �信氏 橋口 慎介 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－ 41：08．4クビ 2．7�
715 コルボノワール 牝4青鹿55 武 豊�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 474－ 61：08．61� 21．9	
48 ベッラレジーナ 牝5鹿 55 秋山真一郎 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440－ 8 〃 クビ 11．8

12 ショウナンマキシム 牝4鹿 55 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 420± 01：08．7� 15．1�
59 クラリティーアイズ 牝3栗 52 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 38．0�
23 コートシャルマン 牝4鹿 55 太宰 啓介 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456＋ 81：08．91� 13．3
612 デビュタント 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：09．0� 54．8�
611 クールジョジョ 牝5黒鹿55 松田 大作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 444＋16 〃 クビ 201．7�
47 カフジビーナス 牝3鹿 52 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 410＋ 61：09．1クビ 65．6�
713 セ ン グ ウ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 468± 01：09．2� 40．6�
24 クラシックリディア 牝3黒鹿52 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 アタマ 8．0�
35 タイセイマライカ 牝3黒鹿52 国分 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 404＋ 81：09．41 285．2�
818 タガノディナー 牝4黒鹿 55

52 ▲荻野 極八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 422－ 4 〃 クビ 62．9�

11 ボンセジュール 牝5栗 55 藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 422＋ 81：09．5� 320．0�

510 ペイザージュ 牝3栗 52 岩田 康誠落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472－ 21：09．6� 30．3�
714	 イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 55

53 △義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 408－121：11．08 367．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，931，200円 複勝： 50，237，000円 枠連： 23，156，300円
馬連： 84，792，800円 馬単： 37，204，300円 ワイド： 48，578，700円
3連複： 109，609，900円 3連単： 143，591，600円 計： 536，101，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 190円 � 130円 枠 連（3－8） 680円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 710円 �� 360円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 13，750円

票 数

単勝票数 計 389312 的中 � 59117（2番人気）
複勝票数 計 502370 的中 � 59335（3番人気）� 62087（2番人気）� 122574（1番人気）
枠連票数 計 231563 的中 （3－8） 26366（3番人気）
馬連票数 計 847928 的中 �� 29374（6番人気）
馬単票数 計 372043 的中 �� 7610（9番人気）
ワイド票数 計 485787 的中 �� 16380（5番人気）�� 36771（1番人気）�� 30322（2番人気）
3連複票数 計1096099 的中 ��� 41677（1番人気）
3連単票数 計1435916 的中 ��� 7566（18番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―11．3―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―44．9―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラベンダーヴァレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．12 東京1着

2013．1．31生 牝3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 6戦2勝 賞金 24，384，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22021 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第9競走 ��
��2，000�

く に さ き

国 東 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

11 ジャズファンク 牡4鹿 57 武 豊市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：59．4 5．4�

67 ト ル ス ト イ 牡6鹿 57 D．ホワイト 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－ 22：00．14 9．3�
（香港）

33 サマーローズ 牝4栗 55 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 482＋14 〃 アタマ 40．7�
44 � ミトノグラス 牡3鹿 54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 474＋ 62：00．31	 202．7�
810 メリーモナーク 
4鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：00．4� 38．3	
22 エーティーサンダー 牡3青鹿54 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506－ 22：00．71� 20．2

78 レトロロック 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 474－ 22：00．8クビ 1．6�
79 ドンアルフォンス 牡4黒鹿57 和田 竜二山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 468＋102：02．07 49．1�
811� スリーマキシマム 牡5鹿 57 義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 502＋122：02．1	 217．9
66 コンフィアンサ 牡3青鹿54 浜中 俊吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋142：03．69 20．1�
55 ピースマインド 牡3鹿 54 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 440－ 2 〃 アタマ 5．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，889，200円 複勝： 88，442，400円 枠連： 17，362，700円
馬連： 89，138，400円 馬単： 55，528，500円 ワイド： 47，496，600円
3連複： 121，888，300円 3連単： 261，816，800円 計： 726，562，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 280円 � 440円 � 1，100円 枠 連（1－6） 1，930円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，720円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 14，730円 3 連 単 ��� 60，870円

票 数

単勝票数 計 448892 的中 � 65494（2番人気）
複勝票数 計 884424 的中 � 91597（2番人気）� 52821（4番人気）� 18747（7番人気）
枠連票数 計 173627 的中 （1－6） 6947（6番人気）
馬連票数 計 891384 的中 �� 30541（7番人気）
馬単票数 計 555285 的中 �� 10277（14番人気）
ワイド票数 計 474966 的中 �� 19264（7番人気）�� 6949（17番人気）�� 4472（24番人気）
3連複票数 計1218883 的中 ��� 6203（36番人気）
3連単票数 計2618168 的中 ��� 3118（153番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―11．9―11．6―11．9―12．3―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―34．5―46．4―58．0―1：09．9―1：22．2―1：34．5―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャズファンク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．27 札幌1着

2012．4．4生 牡4鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 12戦3勝 賞金 43，245，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22022 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第10競走 ��
��1，700�

ひびきなだ

響 灘 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713 タムロミラクル 牡4青鹿57 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472± 01：45．7 2．3�
36 サンタエヴィータ 牝5栗 55 松山 弘平 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：45．8� 35．4�
12 ラ デ ィ カ ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋101：46．11� 7．4�
59 ア チ ー ヴ 牡6黒鹿57 和田 竜二前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 482± 01：46．31	 124．8�
35 スズカウラノス 牡7鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 468＋ 2 〃 ハナ 62．6�
510 インテグラード 牡5青鹿57 中谷 雄太�リーヴァ 松下 武士 千歳 社台ファーム 492＋ 21：46．61	 114．5	
47 ナンヨーカノン 牝6青鹿55 浜中 俊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 アタマ 8．6

815 ダイナミックウオー 牡6黒鹿57 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 512－ 41：46．92 18．6�
612 ワースムーン 牡6鹿 57 小牧 太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 516± 01：47．11
 18．9�
24 ミッキーシーガル 牡4青鹿57 D．ホワイト 野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－121：47．31
 15．4

（香港）

611 ハッピーエム 牝5鹿 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 424－12 〃 ハナ 60．1�
11 � コクスイセン 牡3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 音無 秀孝 登別 ユートピア牧場 504＋ 8 〃 アタマ 3．5�
23 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 D．バルジュー 渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 486＋101：47．4クビ 109．4�

（伊）

48 ツィンクルソード 牡5芦 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472－ 8 〃 ハナ 81．7�
816� セルリアンラッシュ 牡5青 57 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B472＋131：47．61	 297．1�
714 メイショウルンバ 牝5栗 55 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 484＋ 81：48．45 39．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，503，800円 複勝： 66，492，400円 枠連： 32，906，100円
馬連： 135，483，400円 馬単： 60，592，800円 ワイド： 64，950，500円
3連複： 180，926，200円 3連単： 280，546，200円 計： 869，401，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 650円 � 210円 枠 連（3－7） 3，190円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 390円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 40，710円

票 数

単勝票数 計 475038 的中 � 159372（1番人気）
複勝票数 計 664924 的中 � 199979（1番人気）� 17280（9番人気）� 73680（3番人気）
枠連票数 計 329061 的中 （3－7） 7971（12番人気）
馬連票数 計1354834 的中 �� 22991（13番人気）
馬単票数 計 605928 的中 �� 6771（23番人気）
ワイド票数 計 649505 的中 �� 11429（13番人気）�� 48312（3番人気）�� 4744（33番人気）
3連複票数 計1809262 的中 ��� 15694（28番人気）
3連単票数 計2805462 的中 ��� 4995（121番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―11．8―12．8―12．4―12．3―12．5―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．1―42．9―55．3―1：07．6―1：20．1―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タムロミラクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．2．8 小倉2着

2012．3．15生 牡4青鹿 母 タムロイーネー 母母 フィールドロマン 18戦4勝 賞金 73，420，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 キョウワランサー号
（非抽選馬） 2頭 スズカアドニス号・ヨシオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22023 7月31日 晴 良 （28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，1，600万円以下，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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

77 アンナミルト 牝5黒鹿55 武 豊 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 430－ 61：07．7 11．5�
33 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 21：08．23 5．9�
44 ウィットウォーター 牝5黒鹿55 国分 恭介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B460＋ 41：08．41� 18．2�
66 ドラゴンストリート 牡5鹿 57 浜中 俊窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 476＋ 81：08．5クビ 4．2�
89 カシノワルツ 牝6黒鹿55 幸 英明柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B452＋ 41：08．71� 54．3�
22 サンマルホーム 牡6栗 57 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B450± 0 〃 クビ 50．7	
11 ハ ッ シ ュ 牝5芦 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 6 〃 アタマ 3．7

88 メイショウハガクレ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 468＋ 21：08．8クビ 27．5�
55 マルヨバクシン 牝4栗 55 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 494－ 61：08．9	 2．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 58，438，400円 複勝： 51，917，700円 枠連： 26，983，700円
馬連： 161，501，600円 馬単： 84，604，800円 ワイド： 62，582，700円
3連複： 199，046，800円 3連単： 478，591，400円 計： 1，123，667，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 290円 � 190円 � 350円 枠 連（3－7） 3，790円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 7，150円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，060円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 12，740円 3 連 単 ��� 78，460円

票 数

単勝票数 計 584384 的中 � 40588（5番人気）
複勝票数 計 519177 的中 � 44873（5番人気）� 81562（4番人気）� 34719（6番人気）
枠連票数 計 269837 的中 （3－7） 5517（15番人気）
馬連票数 計1615016 的中 �� 38156（12番人気）
馬単票数 計 846048 的中 �� 8869（26番人気）
ワイド票数 計 625827 的中 �� 16280（12番人気）�� 7655（20番人気）�� 11820（16番人気）
3連複票数 計1990468 的中 ��� 11714（35番人気）
3連単票数 計4785914 的中 ��� 4422（191番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．4―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．3―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．8
3 ・（1，7）6（4，5）9－8，3－2 4 ・（1，7）6（4，5）9（3，8）－2

勝馬の
紹 介

アンナミルト 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Monsun デビュー 2014．4．6 阪神4着

2011．2．13生 牝5黒鹿 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 15戦5勝 賞金 60，258，000円

22024 7月31日 晴 良 （28小倉2）第2日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
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
1：44．1
1：43．9

良
良

712 ヤマニンエルフィン 牝5鹿 55 川田 将雅土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 476＋ 81：47．6 12．4�
814 ヴィンテージローズ 牝5栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 434－ 21：47．81 10．0�
815 カレングランブルー 牡5栗 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446－ 61：47．9� 23．6�
22 センショウレイナ 牝3鹿 52 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 2 〃 クビ 6．0�
47 ダノンプレシャス 牡3青鹿54 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 452－ 41：48．0� 2．8�
34 ロードキング 牡3鹿 54 D．ホワイト 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B486＋ 41：48．1� 6．4	
（香港）

610 ハローマイディア 牡3黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 474± 0 〃 クビ 6．4

59 サンレイフローラ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B454± 01：48．41� 191．0�
713 クリノサンスーシ 牝3鹿 52

50 △義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 430＋ 61：48．5� 23．9�
35 サトノロブロイ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514－ 21：48．71� 40．4
611 ブルーフラッシュ 	5芦 57 岩田 康誠桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 446± 0 〃 クビ 29．5�
11 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡4黒鹿57 D．バルジュー �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 414± 0 〃 アタマ 16．0�

（伊）

46 ゼットフーリ 牝3鹿 52
49 ▲荻野 極�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 41：48．8� 100．8�

23 ラウレアブルーム 牡4鹿 57 藤懸 貴志横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 482－121：49．01 47．8�
58 タイセイパルサー 牡3黒鹿54 松田 大作田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 484＋ 41：49．74 201．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，401，600円 複勝： 86，407，100円 枠連： 35，527，600円
馬連： 170，640，400円 馬単： 72，834，200円 ワイド： 83，610，400円
3連複： 238，940，600円 3連単： 364，177，200円 計： 1，117，539，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 360円 � 320円 � 680円 枠 連（7－8） 1，950円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 10，040円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 3，560円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 23，660円 3 連 単 ��� 144，510円

票 数

単勝票数 計 654016 的中 � 42022（6番人気）
複勝票数 計 864071 的中 � 65816（6番人気）� 76587（5番人気）� 30277（10番人気）
枠連票数 計 355276 的中 （7－8） 14080（9番人気）
馬連票数 計1706404 的中 �� 31031（16番人気）
馬単票数 計 728342 的中 �� 5436（39番人気）
ワイド票数 計 836104 的中 �� 17826（13番人気）�� 5951（43番人気）�� 9285（27番人気）
3連複票数 計2389406 的中 ��� 7574（82番人気）
3連単票数 計3641772 的中 ��� 1827（497番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．7―12．3―12．2―11．7―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．9―48．2―1：00．4―1：12．1―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンエルフィン �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都8着

2011．2．12生 牝5鹿 母 ヤマニングロワール 母母 ワンオブアクライン 26戦1勝 賞金 26，590，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目 ４レース目



（28小倉2）第2日 7月31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 170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 手 当

189，570，000円
1，270，000円
10，780，000円
1，240，000円
19，290，000円
64，844，000円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
433，539，500円
581，233，000円
229，589，600円
973，714，100円
492，381，500円
507，895，200円
1，313，403，500円
2，211，719，800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 6，743，476，200円

総入場人員 11，944名 （有料入場人員 10，528名）
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