
22025 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬，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

712 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± 01：11．1 2．0�
22 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 420＋ 41：11．31� 3．8�
57 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 434＋ 21：11．61� 14．8�
58 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 464＋ 21：11．7� 7．9�
711 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 440－101：12．01� 18．2�
46 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± 01：12．1� 31．5�
814 バ イ セ ツ 牝2栗 54 国分 優作新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 430± 01：12．31� 103．2	
69 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 474－ 21：12．72� 52．0

813 シゲルツキノワグマ 牡2鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 服部 利之 熊本 有限会社
宮村牧場 446－ 21：13．01� 56．3�

11 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± 01：13．42� 43．7�
34 ロックウォーター 牡2栗 54 川須 栄彦松田 整二氏 日吉 正和 鹿児島 服部 文明 396－ 81：13．82� 68．2
45 コウザンアクティヴ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人山下 良子氏 目野 哲也 熊本 村山 光弘 438 ―1：13．9クビ 14．2�
610 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 424－ 21：14．21� 149．1�
33 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 420＋ 21：14．41� 155．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，768，200円 複勝： 26，077，200円 枠連： 9，104，500円
馬連： 29，164，300円 馬単： 18，825，200円 ワイド： 17，188，500円
3連複： 45，432，500円 3連単： 65，859，600円 計： 225，420，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 210円 枠 連（2－7） 250円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 130円 �� 420円 �� 490円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 1，900円

票 数

単勝票数 計 137682 的中 � 55449（1番人気）
複勝票数 計 260772 的中 � 140908（1番人気）� 40985（2番人気）� 13389（4番人気）
枠連票数 計 91045 的中 （2－7） 27801（1番人気）
馬連票数 計 291643 的中 �� 91346（1番人気）
馬単票数 計 188252 的中 �� 34510（1番人気）
ワイド票数 計 171885 的中 �� 46045（1番人気）�� 8195（4番人気）�� 6881（5番人気）
3連複票数 計 454325 的中 ��� 40341（2番人気）
3連単票数 計 658596 的中 ��� 25026（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．8―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．1
3 ・（2，7）11（12，14）（1，8，5）6（3，10）（4，13）－9 4 ・（2，7）11，12（8，14）（1，5）6（4，13）（3，10）9

勝馬の
紹 介

テイエムミナンカゼ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．7．31 小倉2着

2014．4．4生 牝2栗 母 ファストパス 母母 エリモシック 2戦1勝 賞金 7，800，000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〕 ハッピースティーヴ号・カシノルーティン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年9月6日まで平地競走に出走できない。

22026 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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
1：47．9
1：45．9

良
良

47 サマーサプライズ 牡2鹿 54 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 462－ 41：49．2 3．5�
35 マイティドリーム 牡2青鹿54 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 472＋ 8 〃 ハナ 2．9�
23 ダノンオブザイヤー 牡2青鹿54 D．ホワイト �ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 484－ 4 〃 クビ 4．7�

（香港）

612 レッドクライム 牡2栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 470± 01：49．52 7．2�
714 リネンロマン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 410＋101：49．6クビ 23．2�
48 フ レ ー バ ー 牝2栗 54 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：50．13 57．5	

（伊）

59 シゲルキツネ 牝2黒鹿 54
52 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 420± 01：50．31� 135．4


815 ハイクアウト 牡2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 482－161：50．51	 52．3�
36 シンゼンキング 牡2黒鹿54 小牧 太原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454± 01：51．13	 106．5�
510 タガノラガッツォ 牡2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 430－ 21：51．31� 13．3
12 ナインゴラン 牡2栗 54 高倉 稜 �コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458± 0 〃 クビ 161．8�
816 トーキングポイント 牡2黒鹿54 中谷 雄太水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 520＋ 21：51．62 38．2�
611 ドライビングレイン 牝2黒鹿54 �島 良太薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 456－ 21：52．34 389．6�
24 ジューンリーザ 牝2鹿 54 国分 恭介吉川 潤氏 崎山 博樹 日高 出口牧場 442± 0 〃 クビ 214．7�
713 バーニングテイスト 牝2鹿 54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 41：52．83 71．6�
11 シゲルクロサイ 牡2黒鹿54 国分 優作森中 蕃氏 森田 直行 日高 三輪牧場 464＋ 41：53．75 318．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，036，300円 複勝： 27，731，600円 枠連： 8，809，200円
馬連： 34，680，900円 馬単： 20，222，200円 ワイド： 20，629，500円
3連複： 50，782，700円 3連単： 68，024，600円 計： 250，917，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（3－4） 480円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 240円 �� 260円 �� 240円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 200363 的中 � 47315（2番人気）
複勝票数 計 277316 的中 � 51318（3番人気）� 64520（1番人気）� 52300（2番人気）
枠連票数 計 88092 的中 （3－4） 13948（2番人気）
馬連票数 計 346809 的中 �� 48546（1番人気）
馬単票数 計 202222 的中 �� 12038（4番人気）
ワイド票数 計 206295 的中 �� 21635（2番人気）�� 19636（3番人気）�� 21846（1番人気）
3連複票数 計 507827 的中 ��� 59088（1番人気）
3連単票数 計 680246 的中 ��� 15893（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―12．2―11．9―11．9―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．7―48．9―1：00．8―1：12．7―1：24．5―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サマーサプライズ �
�
父 サマーバード �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．16 中京2着

2014．4．22生 牡2鹿 母 サウンドアリュール 母母 オ ル ビ タ ル 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルクロサイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月6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 アローシャトル号
※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。

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３日



22027 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3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）

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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 458＋ 61：48．3 3．9�
36 アイアンアヴァロン 牝3芦 54 国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 438－ 61：48．72� 40．6�
23 スターリットナイト 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－12 〃 ハナ 3．6�
611 エイシンウィキ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極�栄進堂 西園 正都 浦河 三嶋牧場 500－ 21：48．91� 8．6�
35 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 61：49．22 51．9�
815 フ ラ ッ ク ス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 418－ 21：49．3クビ 17．7	
24 ダ イ ト カ イ 牝3鹿 54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 日高 オリオンファーム B426± 01：49．51� 88．5

12 イリデッセンス 牝3黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：49．82 6．4�
816 イケジュンクイーン 牝3黒鹿 54

52 △義 英真鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 436－ 41：49．9クビ 17．7
47 メイショウゴッデス 牝3鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 松下 武士 新ひだか 三木田 明仁 480＋ 4 〃 ハナ 126．9�
59 アップスタイル 牝3栗 54 藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 アタマ 230．3�
612 セトノチーター 牝3栗 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 444＋ 2 〃 クビ 7．2�
510 オールフォーユー 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 430－ 41：50．21� 153．6�
11 アカネバローロ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 462－ 41：50．51� 19．8�
714 パ ッ ソ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 450＋181：52．8大差 37．8�
48 フォーチュンラック 牝3鹿 54 松田 大作�前川企画 野中 賢二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 482 ―1：53．97 17．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，871，800円 複勝： 32，752，400円 枠連： 11，480，600円
馬連： 39，531，700円 馬単： 19，938，500円 ワイド： 25，418，600円
3連複： 58，716，300円 3連単： 71，334，100円 計： 280，044，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 590円 � 160円 枠 連（3－7） 5，710円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 10，880円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 370円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 13，740円 3 連 単 ��� 88，700円

票 数

単勝票数 計 208718 的中 � 42089（2番人気）
複勝票数 計 327524 的中 � 57890（2番人気）� 10028（10番人気）� 64370（1番人気）
枠連票数 計 114806 的中 （3－7） 1556（19番人気）
馬連票数 計 395317 的中 �� 3915（28番人気）
馬単票数 計 199385 的中 �� 1374（42番人気）
ワイド票数 計 254186 的中 �� 2917（28番人気）�� 20000（2番人気）�� 2354（33番人気）
3連複票数 計 587163 的中 ��� 3204（43番人気）
3連単票数 計 713341 的中 ��� 583（289番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．0―12．8―12．7―12．8―13．0―13．5―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―42．9―55．6―1：08．4―1：21．4―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルメジロザメ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．1．23 京都2着

2013．3．22生 牝3鹿 母 グランドエッセンス 母母 ザラストワード 8戦1勝 賞金 13，550，000円
〔調教再審査〕 パッソ号は，競走中終始外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォーチュンラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月6日まで平地

競走に出走できない。

22028 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・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
1：06．5
1：06．5

良
良

715 ジョーマイク 牡3栗 56 D．バルジュー 上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 464－ 61：09．1 3．7�
（伊）

23 ラブリーラッフル 牝3青鹿 54
53 ☆岩崎 翼�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 430± 0 〃 クビ 4．2�

24 ツースターク 牝3鹿 54 国分 恭介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 428± 01：09．42 6．9�
611 マ イ ヒ メ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極鈴木 照雄氏 加用 正 浦河 市川フアーム 446 ―1：09．5� 44．6�
47 ブライティアベガ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 440＋ 4 〃 ハナ 113．6�
35 ル ミ ナ ー ラ 牝3鹿 54 松若 風馬 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 492－101：09．6� 18．6

714 クニサキゴメスタア 牝3栗 54 太宰 啓介國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 470± 01：09．7クビ 10．3�
59 クリノブラビッシモ 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 4 〃 アタマ 7．3�
818 ノーザンメジャー 牝3栗 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 440－ 2 〃 ハナ 14．9
48 ケンブリッジヌーサ 牡3栗 56 武 豊中西 宏彰氏 小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 488＋ 21：09．91� 14．9�
36 メイショウカネミツ 牡3鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 496＋14 〃 ハナ 32．1�
816 デンコウセドナ 牡3鹿 56 酒井 学田中 康弘氏 南井 克巳 様似 中脇 一幸 526－ 41：10．0クビ 17．9�
510 カマラードミノル 牡3栗 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 81：10．42� 87．9�
11 ウェーブエンジェル 牝3芦 54 藤岡 佑介万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 424－10 〃 クビ 82．3�
612 タワーブリッジ 牝3鹿 54 中谷 雄太�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 488＋ 21：10．61 207．8�
12 ダイシンザーゲ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣大八木信行氏 千田 輝彦 日高 中原牧場 506＋161：10．7� 118．9�
817 リ ュ ウ セ イ 牡3栗 56 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 笹地牧場 466－ 21：10．8� 47．8�
713 アデプタスメジャー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：11．01� 107．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，932，000円 複勝： 30，250，300円 枠連： 15，708，500円
馬連： 40，326，200円 馬単： 19，774，200円 ワイド： 25，907，300円
3連複： 59，210，800円 3連単： 66，980，900円 計： 278，090，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 190円 枠 連（2－7） 380円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 370円 �� 500円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 7，530円

票 数

単勝票数 計 199320 的中 � 42190（1番人気）
複勝票数 計 302503 的中 � 52710（2番人気）� 64488（1番人気）� 35126（3番人気）
枠連票数 計 157085 的中 （2－7） 31959（1番人気）
馬連票数 計 403262 的中 �� 30996（1番人気）
馬単票数 計 197742 的中 �� 7453（2番人気）
ワイド票数 計 259073 的中 �� 18621（1番人気）�� 12862（3番人気）�� 14814（2番人気）
3連複票数 計 592108 的中 ��� 23965（1番人気）
3連単票数 計 669809 的中 ��� 6446（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーマイク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 オペラハウス デビュー 2015．8．30 札幌2着

2013．3．22生 牡3栗 母 ジョーフュージョン 母母 ジョーエスペランス 10戦1勝 賞金 11，900，000円
〔制裁〕 メイショウカネミツ号の騎手義英真は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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） 3頭 エクディス号・カノヤパリティ号・ロングハード号
（非抽選馬） 2頭 カイ号・スーサンブルース号
※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。



22029 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20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

811 ドリームアロー 牡2鹿 54 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 出口牧場 394 ―1：10．6 8．1�

812 アッティーヴォ 牡2栗 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 436 ―1：10．91� 25．7�
710 ハッピーマテリアル 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ― 〃 クビ 4．1�
11 カズマペッピーノ 牡2黒鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 490 ―1：11．0クビ 12．4�
55 シゲルカモシカ 牡2鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 446 ― 〃 クビ 7．9�
79 シュンヒーロー 牡2鹿 54 D．ホワイト 石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 畠山牧場 480 ―1：11．21� 4．5	

（香港）

68 ヤクシャハソロッタ 牝2鹿 54
51 ▲荻野 極小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 440 ― 〃 アタマ 4．8


56 メイショウシラサギ 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 432 ―1：11．83	 13．3�
67 シゲルアミメキリン 牡2芦 54

52 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 460 ―1：11．9	 103．7�
33 カシノタイム 
2栗 54 太宰 啓介柏木 務氏 谷 潔 浦河 近藤牧場 B420 ―1：13．07 103．7
22 シゲルクーガー 
2鹿 54 松若 風馬森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 464 ―1：13．63	 29．1�
44 イノレンジャー 牡2鹿 54 D．バルジュー 井上 久光氏 柴田 政人 熊本 本田 土寿 472 ―1：17．4大差 40．5�

（伊）

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，060，800円 複勝： 23，792，200円 枠連： 10，976，300円
馬連： 35，881，200円 馬単： 19，540，600円 ワイド： 20，342，600円
3連複： 44，697，200円 3連単： 64，257，200円 計： 241，548，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 690円 � 190円 枠 連（8－8） 9，030円

馬 連 �� 9，370円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 750円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 77，770円

票 数

単勝票数 計 220608 的中 � 22904（5番人気）
複勝票数 計 237922 的中 � 25831（5番人気）� 7179（9番人気）� 39596（2番人気）
枠連票数 計 109763 的中 （8－8） 942（22番人気）
馬連票数 計 358812 的中 �� 2966（30番人気）
馬単票数 計 195406 的中 �� 1150（49番人気）
ワイド票数 計 203426 的中 �� 2164（29番人気）�� 7261（9番人気）�� 2527（26番人気）
3連複票数 計 446972 的中 ��� 3355（38番人気）
3連単票数 計 642572 的中 ��� 599（273番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．4―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 11，12（1，9）（2，8，7）（5，10）－6＝3－4 4 11，12（1，9）（8，7）（2，5，10）－6＝3＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームアロー �
�
父 トランセンド �

�
母父 デュランダル 初出走

2014．5．19生 牡2鹿 母 パ シ ャ 母母 シ ー タ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イノレンジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月6日まで平地競走

に出走できない。
※シュンヒーロー号は，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。

22030 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時50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

713 クリノプラハ 牡3鹿 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 538＋ 21：48．3 10．7�
12 オーバーカム �3鹿 56 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484－121：48．4� 2．2�
23 コウザンベル 牡3青鹿56 酒井 学山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 476± 01：48．82� 5．8�
11 キトゥンズグレイス 牝3栗 54 D．バルジュー 吉田 照哉氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 ハナ 26．4�

（伊）

714 ラインダール 牝3栗 54
53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：49．01 25．9	

24 ロ ワ ー ル 牝3栗 54 �島 良太林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 418＋ 61：49．42� 85．1

36 シ ソ ー ラ ス 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 野村 正 414－ 6 〃 ハナ 296．9�
35 カネトシフェアリー 牝3鹿 54 松若 風馬兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 480－ 61：49．5クビ 78．3�
47 アブソルプション �3黒鹿56 小牧 太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B496－141：49．81� 22．3
48 ボンテアトル 牝3鹿 54 田中 健吉田 修氏 福島 信晴 新ひだか タガミファーム 486＋ 41：51．39 18．0�
59 ビッグステラ 牝3栗 54 幸 英明中辻 明氏 大久保龍志 むかわ 上水牧場 532－ 31：51．4� 10．7�
611 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿 56

54 △義 英真近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：51．71� 140．8�
816 アルファヴィル 牡3芦 56

53 ▲荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B448＋ 4 〃 アタマ 194．8�
510 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 456± 01：52．76 4．6�
815 ヤマニンアルルカン 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 500＋ 41：53．33� 193．2�
612 ジューンマドレーヌ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 460－ 21：53．62 70．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，089，900円 複勝： 29，904，300円 枠連： 13，905，400円
馬連： 45，749，300円 馬単： 24，912，700円 ワイド： 27，587，600円
3連複： 61，374，600円 3連単： 86，501，000円 計： 314，024，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 210円 � 130円 � 200円 枠 連（1－7） 710円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 440円 �� 510円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 10，210円

票 数

単勝票数 計 240899 的中 � 17870（5番人気）
複勝票数 計 299043 的中 � 30571（4番人気）� 76803（1番人気）� 34631（3番人気）
枠連票数 計 139054 的中 （1－7） 15110（3番人気）
馬連票数 計 457493 的中 �� 34079（3番人気）
馬単票数 計 249127 的中 �� 5111（12番人気）
ワイド票数 計 275876 的中 �� 15992（3番人気）�� 13367（5番人気）�� 22009（2番人気）
3連複票数 計 613746 的中 ��� 37576（1番人気）
3連単票数 計 865010 的中 ��� 6141（17番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―12．6―12．5―12．7―13．1―13．7―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．2―54．7―1：07．4―1：20．5―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F40．9
1
3
12，14，10（2，8，16）（3，11）（4，9）（1，7）13，5－15＝6
14（12，10）13（2，3）（8，9）（16，5）（1，7）（11，4）＝6，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノプラハ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Old Trieste デビュー 2016．2．7 京都10着

2013．5．19生 牡3鹿 母 ポップコーンプリンセス 母母 Zipangu Alydar 11戦1勝 賞金 8，120，000円
〔制裁〕 オーバーカム号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年8月13日から平成28年8月21日

まで騎乗停止。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンマドレーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月6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） 3頭 サトノアクセル号・タガノガジュマル号・タンブルウィード号
（非抽選馬） 5頭 シゲルオニカマス号・ジーニアスダンサー号・メイショウエガオ号・ヤマカツリーダー号・リベランジェロ号
※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。



22031 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

23 サトノケンシロウ 牡3黒鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－ 21：48．8 1．4�
713 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 490－ 41：49．22� 21．0�
815 ラップランド 牡3黒鹿56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 41：49．3� 6．2�
24 ナムラムサシ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 448＋ 41：49．4� 34．9�
48 トウシンゼファー 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478± 01：49．5� 50．6�
11 
 オ リ ヒ メ 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 460＋ 61：49．6� 13．3	

35 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：49．7クビ 8．6

612 スズカエメラルド 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 422± 01：49．91� 128．8�
47 テイエムタービン 牝3鹿 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 442－ 61：50．0� 39．1�
816 トーアイザヨイ 牝3鹿 54 国分 恭介高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 470－ 21：50．32 318．3
59 エアビートワン 牡3栗 56 D．ホワイト �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 434＋ 81：50．4� 116．7�

（香港）

12 モノトーンボーイ 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極ライオンレースホース� 加用 正 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 21：50．5クビ 141．6�

714 トーコーブリザード 牡3芦 56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 81：50．92� 28．6�
611 インペリアルスピア 牡3栗 56 藤岡 佑介野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 436＋141：51．43 26．8�
36 ラストジャンヌ 牝3青 54

51 ▲三津谷隼人�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 412＋201：51．5� 345．1�
510 アスタールーマー 牡3黒鹿56 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 550 ―1：54．7大差 221．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，649，500円 複勝： 104，448，700円 枠連： 15，975，000円
馬連： 51，171，300円 馬単： 36，181，700円 ワイド： 32，539，500円
3連複： 67，698，900円 3連単： 125，468，500円 計： 462，133，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 240円 � 150円 枠 連（2－7） 560円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 510円 �� 190円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 286495 的中 � 154113（1番人気）
複勝票数 計1044487 的中 � 788490（1番人気）� 27714（4番人気）� 58619（2番人気）
枠連票数 計 159750 的中 （2－7） 21815（3番人気）
馬連票数 計 511713 的中 �� 30223（4番人気）
馬単票数 計 361817 的中 �� 18356（4番人気）
ワイド票数 計 325395 的中 �� 14861（4番人気）�� 53369（1番人気）�� 6607（11番人気）
3連複票数 計 676989 的中 ��� 25273（4番人気）
3連単票数 計1254685 的中 ��� 14079（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．0―49．3―1：01．3―1：12．9―1：24．8―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノケンシロウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．14 東京4着

2013．3．3生 牡3黒鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスタールーマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月6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 エイシンジンセイ号・コスモスコルピウス号・パープルウィッシュ号
※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。

22032 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3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）

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

67 レーヴムーン 牡3黒鹿54 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474＋221：08．1 2．9�
79 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 小牧 太桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B506－ 41：08．73� 2．7�
810 オースミチャド 牡5鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 6．3�
811 テイエムダンシング 牡4鹿 57

55 △義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 486－ 21：09．23 12．5�
11 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 398－ 61：09．41 216．0	
22 ポルボローネ 牝4栗 55

52 ▲荻野 極小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 418－10 〃 クビ 19．1

66 スナークスカイ 牡3鹿 54 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 440－ 81：09．82� 21．1�
33 ラブローレル 牝4青鹿55 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 424＋ 61：10．01� 47．0�
55 ダッシャークワトロ �3鹿 54 北村 友一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 442＋ 81：10．1� 21．6
44 ビバハイタッチ 牡5栗 57 幸 英明池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 490＋ 41：10．52� 63．5�
78 サチノクイーン 牝5鹿 55 岩田 康誠佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム 464－ 21：11．24 8．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，899，600円 複勝： 30，340，600円 枠連： 12，126，900円
馬連： 52，931，700円 馬単： 28，754，400円 ワイド： 27，320，800円
3連複： 66，933，100円 3連単： 114，403，900円 計： 358，711，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 400円 �� 270円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，340円

票 数

単勝票数 計 258996 的中 � 71435（2番人気）
複勝票数 計 303406 的中 � 63064（2番人気）� 73634（1番人気）� 39794（3番人気）
枠連票数 計 121269 的中 （6－7） 30747（1番人気）
馬連票数 計 529317 的中 �� 102456（1番人気）
馬単票数 計 287544 的中 �� 30674（1番人気）
ワイド票数 計 273208 的中 �� 40706（1番人気）�� 15012（4番人気）�� 25451（2番人気）
3連複票数 計 669331 的中 ��� 73582（1番人気）
3連単票数 計1144039 的中 ��� 35303（1番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．9―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．8―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2016．2．14 小倉4着

2013．3．24生 牡3黒鹿 母 ウメノダンサー 母母 ウメノアスコット 5戦2勝 賞金 14，700，000円
〔発走状況〕 ビバハイタッチ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サチノクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月6日まで平地競走

に出走できない。



22033 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第9競走 ��2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 プリメラアスール 牝4黒鹿55 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 490－ 22：01．1 10．8�
44 クリノラホール 牝3芦 52 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430－10 〃 アタマ 11．1�
33 エイシンキスミー 牝3鹿 52 岩田 康誠�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 484－ 6 〃 クビ 14．6�
45 スターリーウインド 牝4黒鹿55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 470＋ 22：01．2クビ 9．1�
812 ジュールポレール 牝3鹿 52 武 豊�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 0 〃 クビ 2．4�
68 ライトファンタジア 牝4栗 55 D．ホワイト 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 458－ 22：01．3クビ 10．8	

（香港）

710 デルマオギン 牝3鹿 52 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 82：01．51� 34．8

69 グランディフローラ 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 464－142：01．71� 3．3�
56 � サンレイフレンチ 牝5栗 55 �島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420± 02：01．8	 312．3
813 フィーユダムール 牝3鹿 52 浜中 俊窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 426＋ 62：02．01� 72．4�
711� カリテスグレース 牝4黒鹿55 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 488＋202：02．53 144．6�
57 マコトクラダリング 牝3鹿 52 北村 友一�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 32．7�
22 クリノセゴビア 牝3黒鹿52 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 422－262：02．92
 87．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，105，500円 複勝： 45，787，200円 枠連： 20，280，800円
馬連： 84，167，800円 馬単： 41，414，100円 ワイド： 42，132，100円
3連複： 106，704，500円 3連単： 158，327，400円 計： 531，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 280円 � 360円 � 390円 枠 連（1－4） 2，020円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，760円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 16，510円 3 連 単 ��� 113，650円

票 数

単勝票数 計 331055 的中 � 24497（4番人気）
複勝票数 計 457872 的中 � 44928（4番人気）� 33313（6番人気）� 29547（7番人気）
枠連票数 計 202808 的中 （1－4） 7771（9番人気）
馬連票数 計 841678 的中 �� 14865（15番人気）
馬単票数 計 414141 的中 �� 3635（28番人気）
ワイド票数 計 421321 的中 �� 8374（14番人気）�� 6140（20番人気）�� 4626（26番人気）
3連複票数 計1067045 的中 ��� 4846（53番人気）
3連単票数 計1583274 的中 ��� 1010（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．3―48．9―1：01．1―1：12．8―1：24．4―1：36．3―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プリメラアスール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2014．9．28 阪神1着

2012．3．10生 牝4黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 17戦2勝 賞金 28，673，000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。

22034 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第10競走 ��
��1，700�

い ぶ す き

指 宿 特 別
発走15時00分 （ダート・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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

35 タニノマンボ 牡6鹿 57 和田 竜二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 482－ 61：46．9 29．8�
816� ディープオーパス 牡3芦 54 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz 494＋ 2 〃 クビ 7．6�
48 ブラックジョー 	3青鹿54 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474＋ 61：47．0
 10．1�
12 マッシヴランナー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 506＋ 21：47．1クビ 7．9�
713 トウケイワラウカド 牡3鹿 54 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482＋16 〃 ハナ 24．7�
612 スーパーライナー 牡3鹿 54 川田 将雅谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490± 01：47．42 2．6�
714 キングラディウス 牡3栗 54 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B450－ 61：47．6� 15．8	
611� エイシンハリケーン 	4栗 57 D．バルジュー 
栄進堂 大久保龍志 米 Glennwood

Farm Inc 518＋ 41：47．7� 41．0�
（伊）

59 � エイシンニトロ 牡3鹿 54 武 豊
栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton
C. Jones 504－ 21：47．91� 5．0�

36  シゲルノマオイ 牡4栗 57 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 484± 01：48．0
 123．0
11 トウケイダンディ 牡3栗 54 荻野 極木村 信彦氏 清水 久詞 日高 道見牧場 486＋ 41：48．1
 51．3�
24 サウンドスタジオ 牡3鹿 54 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 492＋ 61：48．31� 122．5�
815 ディナスティーア 牝4鹿 55 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 494－101：48．51 56．6�
47 � ノーザンバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.

Upham 486＋ 21：49．88 9．3�
23 ノースメイジャイ 牝4鹿 55 高倉 稜吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 500－ 8 〃 クビ 252．1�

（15頭）
510 ストライクイーグル 牡3青鹿54 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 B498－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，923，900円 複勝： 58，751，600円 枠連： 26，005，400円
馬連： 98，223，900円 馬単： 44，016，300円 ワイド： 49，573，500円
3連複： 132，435，800円 3連単： 174，288，500円 計： 621，218，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，980円 複 勝 � 730円 � 250円 � 440円 枠 連（3－8） 7，520円

馬 連 �� 10，670円 馬 単 �� 25，830円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 2，640円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 19，180円 3 連 単 ��� 162，410円

票 数

単勝票数 差引計 379239（返還計 5889） 的中 � 10160（9番人気）
複勝票数 差引計 587516（返還計 10283） 的中 � 19088（9番人気）� 69227（4番人気）� 33591（7番人気）
枠連票数 差引計 260054（返還計 1095） 的中 （3－8） 2678（23番人気）
馬連票数 差引計 982239（返還計 35353） 的中 �� 7130（32番人気）
馬単票数 差引計 440163（返還計 15775） 的中 �� 1278（81番人気）
ワイド票数 差引計 495735（返還計 22670） 的中 �� 4989（28番人気）�� 4794（30番人気）�� 8643（16番人気）
3連複票数 差引計1324358（返還計 94214） 的中 ��� 5177（62番人気）
3連単票数 差引計1742885（返還計112773） 的中 ��� 778（494番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．0―13．4―12．4―12．1―12．3―12．8―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．2―43．6―56．0―1：08．1―1：20．4―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノマンボ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．2．3 中京10着

2010．2．2生 牡6鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 11戦1勝 賞金 14，684，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ストライクイーグル号は，馬場入場後に疾病〔疝痛〕を発症したため競走除外。
※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 ジョースターライト号
※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。



22035 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第11競走 ��
��1，200�九州スポーツ杯

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．8．8以降28．7．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

東京スポーツ新聞社賞（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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

715 ロイヤルストリート 牝4鹿 53 浜中 俊下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 446± 01：07．7 2．6�
816 シルヴァーグレイス 牝6鹿 54 川田 将雅吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B466＋ 61：08．01� 13．9�
817 ノーブルルージュ 牝4黒鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 456± 01：08．1� 45．0�
510 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 53 酒井 学上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 480± 0 〃 アタマ 104．3�
818 サイモンゼーレ 牡3鹿 53 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 446－ 21：08．2クビ 31．7�
713 ハ ピ ネ ス 牝5黒鹿54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 0 〃 クビ 7．1	
24 ラッフォルツァート 牝4鹿 54 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 8 〃 ハナ 21．4�
48 オ ヒ ア 牝4黒鹿55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス
 村山 明 日高 白井牧場 448－12 〃 ハナ 10．6�
11 	 エリシェヴァ 牝3鹿 50 松若 風馬前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 470＋101：08．3クビ 23．9
612 レ ム ミ ラ ス 牝5鹿 53 太宰 啓介
ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 446－ 41：08．4� 58．0�
35 	 フォンタネットポー 牝4栗 55．5 D．ホワイト 吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 512± 01：08．5クビ 4．6�
（香港）

36 アドマイヤクーガー 牡8栗 54 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 21：08．6
 56．1�

47 クールホタルビ 牝4栗 55 武 豊川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 444－ 6 〃 同着 27．0�
59 エルカミーノレアル 牡5鹿 56 松田 大作広尾レース
 小崎 憲 浦河 桑田牧場 492－ 61：08．81
 44．6�
714 ブラッククローバー 牡4黒鹿55 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 484－ 61：08．9
 21．7�
12 レ デ ィ ー 牝6鹿 51 �島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 448＋141：09．21� 172．7�
611 フィボナッチ 牡6鹿 53 D．バルジュー 水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 472－ 61：10．37 137．8�

（伊）

23 ミ ス キ ラ ラ 牝3黒鹿51 藤懸 貴志窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 484－ 21：10．61� 19．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 59，582，300円 複勝： 84，512，500円 枠連： 52，521，600円
馬連： 209，143，300円 馬単： 86，547，700円 ワイド： 94，268，800円
3連複： 306，606，700円 3連単： 428，878，700円 計： 1，322，061，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 400円 � 1，120円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，060円 �� 6，260円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 48，850円

票 数

単勝票数 計 595823 的中 � 178950（1番人気）
複勝票数 計 845125 的中 � 188203（1番人気）� 49336（5番人気）� 15132（14番人気）
枠連票数 計 525216 的中 （7－8） 65844（2番人気）
馬連票数 計2091433 的中 �� 101647（4番人気）
馬単票数 計 865477 的中 �� 30934（5番人気）
ワイド票数 計 942688 的中 �� 36040（4番人気）�� 11567（23番人気）�� 3724（65番人気）
3連複票数 計3066067 的中 ��� 14168（45番人気）
3連単票数 計4288787 的中 ��� 6365（122番人気）

ハロンタイム 11．5―9．9―10．8―11．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．4―32．2―43．8―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．2．28 阪神5着

2012．5．11生 牝4鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 12戦4勝 賞金 46，219，000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 ダンツカナリー号
（非抽選馬） 1頭 カオール号
※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。

22036 8月6日 晴 良 （28小倉2）第3日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

58 テイエムシャンパン 牡4芦 57
54 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 480－10 58．5 3．6�

711 クリノシャンボール 牡3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 496＋ 4 58．6� 6．4�

610 ダイシンバルカン 牡4鹿 57 松山 弘平大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492＋10 58．81� 5．2�

57 ナガラブルボン 牡5鹿 57 太宰 啓介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ
ングセンター 482－ 2 〃 クビ 4．8�

814 ハッピーロングラン 牝5鹿 55 松若 風馬馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424－16 59．43� 14．3�
712 ジュエルメッセージ 牝3鹿 52 川須 栄彦 �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 454＋ 4 〃 クビ 11．8	
69 	 バーサーカー 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B498＋ 4 59．5クビ 35．5

813 ス ワ ニ ル ダ 牝3芦 52 岩田 康誠服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 436± 0 〃 クビ 17．1�
33 アーネストミノル 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446± 0 〃 ハナ 22．8�
22 	 メイショウフライキ 牝4栗 55

53 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 436－13 59．6
 17．8
34 	 スリーエスペラント 牡6栗 57 和田 竜二永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 482－10 59．81 50．6�
45 スズカブリザード 牡10鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 494－ 61：00．54 152．1�
46 クロスアンジュ 牝3青鹿 52

49 ▲荻野 極吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B468－ 51：00．6
 18．1�
11 	 アグリナンバーワン 牝4青鹿55 藤懸 貴志アグリRC 坪 憲章 浦河 杵臼斉藤牧場 394－121：01．45 219．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，875，700円 複勝： 44，947，800円 枠連： 29，692，700円
馬連： 102，766，900円 馬単： 46，212，000円 ワイド： 51，265，500円
3連複： 141，071，200円 3連単： 191，590，000円 計： 643，421，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 210円 � 180円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 430円 �� 400円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 358757 的中 � 78603（1番人気）
複勝票数 計 449478 的中 � 80187（2番人気）� 49334（4番人気）� 63159（3番人気）
枠連票数 計 296927 的中 （5－7） 46403（1番人気）
馬連票数 計1027669 的中 �� 81975（3番人気）
馬単票数 計 462120 的中 �� 19328（3番人気）
ワイド票数 計 512655 的中 �� 30794（3番人気）�� 34165（2番人気）�� 20460（5番人気）
3連複票数 計1410712 的中 ��� 69131（2番人気）
3連単票数 計1915900 的中 ��� 18582（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―12．6

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4F46．4―3F35．8
3 ・（10，11）－（2，12）（8，14）－（7，13）（3，9）4，1－5，6 4 ・（10，11）－2（8，12）14，7，13（3，9）4，1（5，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムシャンパン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Spinning World デビュー 2014．11．8 福島3着

2012．4．18生 牡4芦 母 キヘイタウン 母母 Summertown 16戦3勝 賞金 24，850，000円
〔制裁〕 スズカブリザード号の騎手三津谷隼人は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。

クリノシャンボール号の騎手�島克駿は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番・5番）
スワニルダ号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エピックウィン号



（28小倉2）第3日 8月6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 179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

165，900，000円
1，270，000円
11，180，000円
1，670，000円
16，830，000円
67，074，000円
4，628，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
341，795，500円
539，296，400円
226，586，900円
823，738，500円
406，339，600円
434，174，300円
1，141，664，300円
1，615，914，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，529，509，900円

総入場人員 7，643名 （有料入場人員 6，556名）
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