
22097 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （芝・右）

牝，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

69 ショーウェイ 牝2鹿 54 松若 風馬吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 476＋ 21：09．3 3．1�
813 コウエイダリア 牝2黒鹿54 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 464－ 41：09．4� 65．9�
711 ベ ル カ プ リ 牝2鹿 54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：09．5� 2．8�
34 ダンツアムール 牝2青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 416－ 41：09．6� 80．2�
33 ヤマノヒマワリ 牝2黒鹿54 国分 恭介山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：09．81� 6．0�
610 デッラサルーテ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 438＋ 2 〃 ハナ 18．7�
58 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 444－ 21：09．9� 10．7	
11 ハッピーマテリアル 牝2鹿 54 D．バルジュー 
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 41：10．32� 14．4�
（伊）

46 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 434－ 2 〃 ハナ 31．7
712 エンジェルパルフェ 牝2鹿 54 松山 弘平増山 武志氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 438＋ 61：10．4� 19．9�
22 クリノアスカ 牝2青鹿 54

51 ▲荻野 極栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 鎌田 正嗣 432＋ 41：11．03� 94．4�
814 ゲイムフリー 牝2鹿 54 国分 優作山上 和良氏 大根田裕之 平取 スガタ牧場 466－ 41：11．21� 119．7�
57 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 430－ 21：11．3� 87．0�
45 ウインプルミエ 牝2鹿 54 高倉 稜
ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 81：11．72� 85．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，954，000円 複勝： 27，119，500円 枠連： 7，084，300円
馬連： 33，314，800円 馬単： 19，433，100円 ワイド： 22，915，500円
3連複： 57，014，400円 3連単： 72，969，100円 計： 256，804，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 740円 � 120円 枠 連（6－8） 4，020円

馬 連 �� 13，650円 馬 単 �� 18，920円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 200円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 64，120円

票 数

単勝票数 計 169540 的中 � 44657（2番人気）
複勝票数 計 271195 的中 � 73901（1番人気）� 4777（9番人気）� 72856（2番人気）
枠連票数 計 70843 的中 （6－8） 1363（15番人気）
馬連票数 計 333148 的中 �� 1891（30番人気）
馬単票数 計 194331 的中 �� 770（48番人気）
ワイド票数 計 229155 的中 �� 1694（27番人気）�� 37251（1番人気）�� 2149（24番人気）
3連複票数 計 570144 的中 ��� 6594（21番人気）
3連単票数 計 729691 的中 ��� 825（192番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショーウェイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．30 小倉2着

2014．4．16生 牝2鹿 母 リアルメンテ 母母 トキオリアリティー 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

22098 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時15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
2：01．2
1：59．8

良
良

56 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 460＋ 42：02．9 6．4�
（伊）

710 ス テ フ ィ ン 牡2鹿 54 藤岡 康太手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 62：03．0� 7．1�
69 コスモヴァーズ 牡2青鹿54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 42：03．21� 2．6�
57 エスピリトゥオーゾ 牡2栗 54 藤岡 佑介名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 442－ 42：03．3� 18．8�
812 ファイトエルフ 牡2青鹿54 松若 風馬西村 健氏 森 秀行 むかわ 市川牧場 434＋ 62：03．51� 4．7	
11 ナムラボンド 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 418± 02：03．6	 37．6

33 ダイナミックバトル 牡2芦 54 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 
川 啓一 466＋ 22：03．7クビ 24．7�
45 バイオネッタ 牡2栗 54 酒井 学松本 俊廣氏 北出 成人 浦河 林 孝輝 444－ 6 〃 ハナ 24．4�
68 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 462＋ 42：04．23 177．5
44 シゲルキツネ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 420± 02：04．41� 20．5�
22 ジューンリーザ 牝2鹿 54

52 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 日高 出口牧場 436－ 6 〃 ハナ 159．4�
711 ガーランドワルツ 牝2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454＋102：04．5クビ 11．9�
813 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 B458＋ 22：04．71� 220．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，059，100円 複勝： 22，580，800円 枠連： 7，783，700円
馬連： 28，068，100円 馬単： 15，279，100円 ワイド： 16，628，300円
3連複： 36，820，500円 3連単： 51，358，900円 計： 192，578，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 240円 � 130円 枠 連（5－7） 920円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 610円 �� 320円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 15，480円

票 数

単勝票数 計 140591 的中 � 18158（3番人気）
複勝票数 計 225808 的中 � 27499（3番人気）� 19475（4番人気）� 57927（1番人気）
枠連票数 計 77837 的中 （5－7） 6488（4番人気）
馬連票数 計 280681 的中 �� 9425（8番人気）
馬単票数 計 152791 的中 �� 2587（14番人気）
ワイド票数 計 166283 的中 �� 6450（5番人気）�� 14167（2番人気）�� 10279（3番人気）
3連複票数 計 368205 的中 ��� 13196（4番人気）
3連単票数 計 513589 的中 ��� 2404（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．3―48．0―1：00．2―1：12．6―1：25．1―1：37．7―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ レ ー バ ー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．7．10 中京8着

2014．1．18生 牝2栗 母 コスモミール 母母 トリプルタイム 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 エスピリトゥオーゾ号の騎手藤岡佑介は，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：9番）

フレーバー号の騎手D．バルジューは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
※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９日



22099 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第3競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走10時45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
2：38．1
2：37．3

良
良

612 ライペンミノル 牡3栗 56 高倉 稜吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 510± 02：39．8 19．8�
24 アナザーワールド 牝3鹿 54 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 444＋ 42：40．01 5．7�
611 グローサーザール 牡3栗 56 D．バルジュー �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 518－ 62：40．21� 5．0�

（伊）

510 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 440－ 8 〃 クビ 5．2�
36 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 42：40．3� 39．0�
23 ラ プ ル ー ズ 牡3鹿 56 松若 風馬西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 474－102：40．51� 3．3	
47 	 ジョリーザスターズ 牝3黒鹿54 浜中 俊大塚 亮一氏 斉藤 崇史 仏

Mr Marcello
Randelli, Mlle
Sonja Banziger

466－ 42：40．92
 11．5

48 デッセシャテーヌ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 482－ 22：41．11� 48．9�
816 タガノプリンセス 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 22：41．2クビ 14．4�
12 ウイングカイユウ �3鹿 56 �島 良太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 474＋ 62：41．3� 47．0
11 ロサモスカータ 牝3鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 454＋ 82：41．51
 31．8�
35 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 B494－ 42：41．82 46．2�
815 ジャストザネクスト 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 442＋ 42：43．18 112．7�

714 ハーマイオニー 牝3栗 54 国分 優作薪浦 英稔氏 渡辺 薫彦 新ひだか 秋田育成牧場 444＋ 22：43．41� 210．0�
713 タムロゴーゴー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 482± 02：45．9大差 143．7�
59 ゴ ッ ツ ア ン 牡3鹿 56 北村 友一中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 聖心台牧場 494＋ 62：46．64 26．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，464，500円 複勝： 29，809，700円 枠連： 11，438，200円
馬連： 33，912，000円 馬単： 18，474，200円 ワイド： 21，920，400円
3連複： 50，282，400円 3連単： 62，239，700円 計： 245，541，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 430円 � 170円 � 190円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，530円 �� 520円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 61，390円

票 数

単勝票数 計 174645 的中 � 7038（7番人気）
複勝票数 計 298097 的中 � 13928（7番人気）� 52218（2番人気）� 44499（4番人気）
枠連票数 計 114382 的中 （2－6） 20598（1番人気）
馬連票数 計 339120 的中 �� 5574（17番人気）
馬単票数 計 184742 的中 �� 1255（38番人気）
ワイド票数 計 219204 的中 �� 3569（16番人気）�� 3544（17番人気）�� 11598（5番人気）
3連複票数 計 502824 的中 ��� 5518（17番人気）
3連単票数 計 622397 的中 ��� 735（177番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．6―12．1―12．7―13．4―13．2―12．6―11．8―12．0―11．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．0―35．6―47．7―1：00．4―1：13．8―1：27．0―1：39．6―1：51．4―2：03．4―2：15．3―2：27．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライペンミノル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．11．28 京都8着

2013．5．27生 牡3栗 母 フェバリットガール 母母 ソロシンガー 8戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タムロゴーゴー号・ゴッツアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月

27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。
（非当選馬） 4頭 コンパッション号・ダイトカイ号・タワーブリッジ号・ネオヴァンプアップ号
（非抽選馬） 2頭 ゴルディオン号・ジョーダンキング号
※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。

22100 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15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

816 ワンダーピルエット 牝3鹿 54 松若 風馬山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 478－ 21：46．5 13．4�
611 エクロジオン 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 470＋141：47．13� 3．9�
815 アマルティア 牝3黒鹿54 浜中 俊�ターフ・スポート安達 昭夫 日高 幾千世牧場 450＋ 41：47．52� 2．5�
714 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 444＋ 61：47．71� 21．3�
48 ヒデノホープ 牝3鹿 54 太宰 啓介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 412－ 41：47．8クビ 13．9	
35 メイショウユキンコ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日東牧場 444＋121：47．9� 163．0

36 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 藤岡 康太加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：48．11 7．1�
23 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 470＋ 21：48．42 80．7�
612 メモリーサクセス 牝3鹿 54 幸 英明�シンザンクラブ 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 484＋301：48．82� 58．0
11 プレイフォーユー 牝3黒鹿54 松山 弘平堀 祥子氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 462－121：49．54 32．2�
47 フロジストン 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：49．71� 24．8�
713 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 504＋ 41：50．01� 11．3�
12 ナ ヴ ラ ト リ 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿田上 雅春氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 4 〃 アタマ 90．5�
24 スリースピナーズ 牝3青鹿54 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 41：51．38 35．0�
510 スラップスティック 牝3黒鹿54 D．バルジュー 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 438－ 6 〃 クビ 26．5�

（伊）

59 サンマルオーロラ 牝3黒鹿54 田中 健相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城牧場 434＋121：51．83 132．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，622，400円 複勝： 31，205，300円 枠連： 12，008，300円
馬連： 39，520，400円 馬単： 22，289，000円 ワイド： 26，104，500円
3連複： 57，031，700円 3連単： 71，023，100円 計： 281，804，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 320円 � 170円 � 130円 枠 連（6－8） 530円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 990円 �� 770円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 25，320円

票 数

単勝票数 計 226224 的中 � 13438（5番人気）
複勝票数 計 312053 的中 � 18305（6番人気）� 48896（2番人気）� 75520（1番人気）
枠連票数 計 120083 的中 （6－8） 17303（1番人気）
馬連票数 計 395204 的中 �� 11664（8番人気）
馬単票数 計 222890 的中 �� 2618（21番人気）
ワイド票数 計 261045 的中 �� 6183（11番人気）�� 8052（7番人気）�� 28319（1番人気）
3連複票数 計 570317 的中 ��� 11658（7番人気）
3連単票数 計 710231 的中 ��� 2033（58番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．7―13．0―12．8―12．6―12．9―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．5―42．5―55．3―1：07．9―1：20．8―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ワンダーピルエット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．3．13 阪神11着

2013．5．8生 牝3鹿 母 ワンダーグラス 母母 ワンダーヘリテージ 6戦1勝 賞金 5，280，000円
〔制裁〕 プレイフォーユー号の騎手松山弘平は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルオーロラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月27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 マーキークラブ号
※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。



22101 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05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

58 ア オ ア ラ シ 牝2黒鹿54 松田 大作松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 440 ―1：10．1 21．9�
712 ヨドノベスト 牡2鹿 54 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 438 ―1：10．52� 4．1�
814 メイショウフウコウ 牝2青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 416 ―1：10．71� 23．0�
610 ビミコウフク 牝2黒鹿54 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 424 ―1：10．8クビ 6．0�
57 パッシングポイント 牝2鹿 54 藤岡 康太栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 418 ― 〃 クビ 16．3�
711 ハギノカンタービレ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432 ―1：11．01 11．6�

69 ダンツブレーブ 牡2芦 54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 444 ― 〃 クビ 23．3	
33 トーホウシーマ 牡2栗 54 太宰 啓介東豊物産
 高橋 亮 日高 竹島 幸治 480 ―1：11．21� 3．6�
813 カシノジェーン 牝2青鹿54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 454 ― 〃 クビ 125．6�
11 イチザガーデン 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 八木 明広 414 ― 〃 ハナ 61．9
34 ブルベアボア 牡2鹿 54 幸 英明 
ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 452 ―1：11．3クビ 11．3�
45 ニュークラウン 牝2芦 54 松山 弘平原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 430 ―1：12．04 11．0�
46 カシノスプリング 牡2栗 54

52 △義 英真柏木 務氏 藤沢 則雄 様似 スイートフアーム 436 ― 〃 アタマ 115．0�
22 ハナノバード 牝2鹿 54 国分 恭介華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 474 ―1：13．17 73．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，652，100円 複勝： 22，693，200円 枠連： 11，907，500円
馬連： 33，785，100円 馬単： 20，611，100円 ワイド： 19，700，300円
3連複： 46，846，000円 3連単： 60，354，800円 計： 237，550，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 530円 � 170円 � 510円 枠 連（5－7） 1，560円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 12，920円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 5，040円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 22，460円 3 連 単 ��� 164，500円

票 数

単勝票数 計 216521 的中 � 8344（8番人気）
複勝票数 計 226932 的中 � 9398（9番人気）� 45625（2番人気）� 9910（8番人気）
枠連票数 計 119075 的中 （5－7） 5878（6番人気）
馬連票数 計 337851 的中 �� 4555（24番人気）
馬単票数 計 206111 的中 �� 1196（51番人気）
ワイド票数 計 197003 的中 �� 2404（26番人気）�� 991（47番人気）�� 3092（21番人気）
3連複票数 計 468460 的中 ��� 1564（74番人気）
3連単票数 計 603548 的中 ��� 266（495番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．6―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア オ ア ラ シ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．3．19生 牝2黒鹿 母 ハリケーンタマ 母母 エアジンクス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22102 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時35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

814 ローゼンタール 牝3栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 8 59．5 9．4�
22 デルマオチョウ 牝3鹿 54 浜中 俊浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464＋ 4 59．6� 2．2�
58 エイシンイヒラニ 牝3芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 458＋16 〃 ハナ 71．8�
57 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 国分 恭介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 474－10 〃 アタマ 33．7�
34 メイカーズムービー �3黒鹿56 D．バルジュー 髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋10 59．7クビ 8．2�
（伊）

33 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± 0 59．91� 4．2	
11 イ ワ バ シ ル 牝3栗 54

52 △義 英真石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 478－ 81：00．21� 140．3

813 スノーサミット 牝3栗 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 2 〃 アタマ 18．4�
46 オンザフロウ 牝3鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 5 〃 クビ 6．7�
69 ワンダープニヒール 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 456＋181：00．41 35．7
610 ヤマニンリラ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 492＋ 61：01．35 113．4�
45 ファラオカズマ 牡3栗 56 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 日高 天羽牧場 428－ 41：01．4� 122．6�
711 プリンセスノワール 牝3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 クビ 23．9�
712 サ ー リ ア ル 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人池袋レーシング 高橋 亮 新ひだか 松田牧場 474± 01：02．67 103．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，080，200円 複勝： 29，846，700円 枠連： 11，576，600円
馬連： 40，865，100円 馬単： 23，189，300円 ワイド： 25，013，400円
3連複： 54，507，000円 3連単： 77，778，200円 計： 286，856，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 210円 � 120円 � 1，460円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 410円 �� 7，290円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 18，030円 3 連 単 ��� 101，230円

票 数

単勝票数 計 240802 的中 � 20284（5番人気）
複勝票数 計 298467 的中 � 33901（3番人気）� 93102（1番人気）� 3230（10番人気）
枠連票数 計 115766 的中 （2－8） 16094（2番人気）
馬連票数 計 408651 的中 �� 32163（4番人気）
馬単票数 計 231893 的中 �� 6473（8番人気）
ワイド票数 計 250134 的中 �� 17462（3番人気）�� 823（44番人気）�� 1972（31番人気）
3連複票数 計 545070 的中 ��� 2267（50番人気）
3連単票数 計 777782 的中 ��� 557（275番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．8―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローゼンタール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．28 東京13着

2013．3．8生 牝3栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 10戦1勝 賞金 9，570，000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 ファルセータ号・ワンダーフェリス号
※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。



22103 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走13時05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

816 オーバーカム �3鹿 56 浜中 俊�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502＋181：46．1 2．9�
59 サトノアルカディア 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B520＋ 81：46．84 2．0�
11 ハギノグランコート 牡3栗 56 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 81：47．01 19．6�
48 アサクサジャック 牡3鹿 56 藤岡 康太田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460－ 81：47．74 71．1�
713 ブレイジンフェザー 牡3黒鹿56 幸 英明野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：47．8� 93．6�
510 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 486＋101：48．12 13．5	
36 スズカパレード 牡3鹿 56 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 484＋ 21：48．41� 80．2

24 ミュートロギア 牡3青鹿56 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 61：48．72 8．0�
714 シゲルオニアジ 牝3鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 三好牧場 476＋ 21：48．8� 97．6�
612 トップエンパイア 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 472＋101：49．11� 115．2
23 キシュウマイウェイ 牝3青鹿54 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 谷川牧場 444＋101：50．16 38．7�
47 タガノバトラ 牝3鹿 54 北村 友一八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 432＋121：50．63 66．3�
815 ネコハーバー 牡3鹿 56 D．バルジュー 谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458＋ 41：50．7� 27．2�

（伊）

35 スリーハーツクライ �3鹿 56
53 ▲三津谷隼人永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 452－20 〃 クビ 73．6�

611 ヴァーティスブルー 牡3青鹿 56
53 ▲荻野 極 �ブルーマネジメント松下 武士 浦河 大道牧場 438－ 21：51．55 124．1�

12 ファイナルレーサー 牡3青鹿56 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム B490－ 21：52．88 35．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，518，400円 複勝： 31，829，300円 枠連： 13，042，700円
馬連： 46，035，400円 馬単： 25，862，300円 ワイド： 27，070，500円
3連複： 60，165，300円 3連単： 87，464，300円 計： 315，988，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 290円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 170円 �� 660円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 245184 的中 � 66199（2番人気）
複勝票数 計 318293 的中 � 75097（2番人気）� 99772（1番人気）� 15842（5番人気）
枠連票数 計 130427 的中 （5－8） 38604（1番人気）
馬連票数 計 460354 的中 �� 115567（1番人気）
馬単票数 計 258623 的中 �� 28199（2番人気）
ワイド票数 計 270705 的中 �� 51964（1番人気）�� 8717（7番人気）�� 12217（5番人気）
3連複票数 計 601653 的中 ��� 33374（3番人気）
3連単票数 計 874643 的中 ��� 12766（9番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．5―12．1―12．2―12．9―13．3―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．3―54．4―1：06．6―1：19．5―1：32．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーバーカム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．7．11 中京3着

2013．4．5生 �3鹿 母 プラジェラート 母母 バルドネキア 6戦1勝 賞金 9，460，000円
〔発走状況〕 キシュウマイウェイ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 キシュウマイウェイ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァーティスブルー号・ファイナルレーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年9月27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） 2頭 イエスペガサス号・ラファータ号
（非抽選馬） 3頭 エイシンイジゲン号・クリノメルクリウス号・マンテンロード号
※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。

22104 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

11 ステイキングダム 牡3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418－ 61：48．0 4．3�
815 フロレットアレー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 428± 01：48．21 3．6�
22 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 436＋ 6 〃 クビ 6．7�
58 ゴールドインゴット 牡3黒鹿54 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 464－ 21：48．3� 4．4�
34 タガノミルキー 牝3芦 52 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436± 01：48．51� 157．4�
611 レッドカイザー 牡5黒鹿57 松田 大作 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：48．6� 20．9

47 ロードスター 牡3栗 54 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 21：48．7� 8．2�
（伊）

59 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 52
49 ▲三津谷隼人 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 404－ 6 〃 アタマ 59．5�
712� アイノフシギ 牝4栗 55

52 ▲荻野 極河内 敏氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 488＋ 21：48．8� 113．5
713 サブトゥエンティ 牝4栗 55

54 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：48．9� 72．8�
23 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿54 川須 栄彦�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 450－ 21：49．0� 106．1�
35 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± 01：49．21	 12．2�
46 スズカエメラルド 牝3鹿 52

49 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 428＋ 6 〃 クビ 178．2�
610 ブ ボ ナ 牝3黒鹿52 国分 恭介杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 480＋ 21：49．41	 18．6�
814 カシノエイシ 牡3鹿 54

52 △義 英真柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 544＋ 3 〃 クビ 140．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，348，100円 複勝： 44，592，100円 枠連： 14，017，800円
馬連： 61，882，300円 馬単： 29，706，900円 ワイド： 35，304，300円
3連複： 77，010，500円 3連単： 104，188，100円 計： 397，050，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 140円 � 180円 枠 連（1－8） 890円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 420円 �� 560円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 303481 的中 � 55809（2番人気）
複勝票数 計 445921 的中 � 66120（3番人気）� 91123（1番人気）� 57961（4番人気）
枠連票数 計 140178 的中 （1－8） 12147（2番人気）
馬連票数 計 618823 的中 �� 46771（2番人気）
馬単票数 計 297069 的中 �� 11285（5番人気）
ワイド票数 計 353043 的中 �� 21839（3番人気）�� 15483（6番人気）�� 23701（2番人気）
3連複票数 計 770105 的中 ��� 34005（3番人気）
3連単票数 計1041881 的中 ��� 9196（9番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．4―12．5―12．0―11．9―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．2―48．7―1：00．7―1：12．6―1：24．5―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2015．12．20 阪神2着

2013．4．7生 牡3鹿 母 ルヴァーガール 母母 Girl of My Dreams 7戦2勝 賞金 19，240，000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。



22105 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時15分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円
生産者賞 九州軽種馬協会会長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

611 カシノマスト 牡2栗 55 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 神野 生男 420＋101：09．1 1．4�
36 テイエムヒッタマゲ 牡2栗 55 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 480－ 21：10．37 6．1�
713 テイエムソッキュウ 牡2青鹿55 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 466＋ 21：10．61� 4．7�
12 ヤエノセンリ 牝2黒鹿53 幸 英明柳田 英子氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 406＋ 21：11．13 41．6�
816 テイエムミナンカゼ 牝2栗 55 高倉 稜竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 426＋ 61：11．63 22．9�
23 バ イ セ ツ 牝2栗 53 国分 優作新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 434－ 41：11．7クビ 106．6�
11 テイエムチューハイ 牡2黒鹿53 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 432－ 2 〃 アタマ 70．4	
510 カ ツ オ ブ シ 牡2芦 53 国分 恭介小原 該一氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 472＋ 8 〃 クビ 62．3

47 タ リ ホ ー 牡2黒鹿53 �島 良太神田 通博氏 蛯名 利弘 鹿児島 神田 通博 438＋141：11．8クビ 222．3�
35 マ サ ル 牡2栗 53 北村 友一竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 446＋ 61：11．9� 133．2�
48 テヲツナゴウ 牝2鹿 53 酒井 学山本 武司氏 服部 利之 熊本 本田 土寿 414－121：12．32	 72．9
24 コウザンアクティヴ 牝2鹿 53 秋山真一郎山下 良子氏 目野 哲也 熊本 村山 光弘 434－ 21：12．4� 194．3�
815 テイエムタネガシマ 牝2鹿 53 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 416＋ 81：12．61
 189．9�
59 サ ン キ ン グ 牡2青鹿53 柴田 未崎竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 森本 康文 440＋ 81：13．13 241．6�
714 シゲルツキノワグマ 牡2鹿 53 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 熊本 有限会社

宮村牧場 448＋ 21：13．63 267．1�
612 ミスキンカメ 牝2黒鹿53 三津谷隼人坂東島繁藤氏 柴田 光陽 鹿児島 松元 忍 350－ 61：14．55 338．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，559，800円 複勝： 110，172，600円 枠連： 18，547，300円
馬連： 69，628，500円 馬単： 52，259，800円 ワイド： 38，804，000円
3連複： 100，572，100円 3連単： 225，507，700円 計： 652，051，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 100円 枠 連（3－6） 300円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 130円 �� 130円 �� 190円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 560円

票 数

単勝票数 計 365598 的中 � 204041（1番人気）
複勝票数 計1101726 的中 � 850686（1番人気）� 81211（3番人気）� 84104（2番人気）
枠連票数 計 185473 的中 （3－6） 47447（2番人気）
馬連票数 計 696285 的中 �� 198175（2番人気）
馬単票数 計 522598 的中 �� 113510（2番人気）
ワイド票数 計 388040 的中 �� 83749（1番人気）�� 82471（2番人気）�� 41281（3番人気）
3連複票数 計1005721 的中 ��� 339629（1番人気）
3連単票数 計2255077 的中 ��� 291827（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．2
3 ・（6，11）13（2，16）（5，10，8）－7（1，15）（3，12）（4，9）14 4 11，6－13－（2，16）（5，10，8）－7（3，1）15，4，9（12，14）
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 デビュー 2016．7．31 小倉1着

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 3戦2勝 賞金 27，789，000円
〔発走状況〕 カツオブシ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テヲツナゴウ号・コウザンアクティヴ号・テイエムタネガシマ号・サンキング号・

シゲルツキノワグマ号・ミスキンカメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月
27日まで平地競走に出走できない。

22106 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第10競走 ��
��2，000�

さ い か い

西 海 賞
発走14時50分 （芝・右）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

11 カ ゼ ル タ 牝4栗 55 藤岡 康太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：00．2 1．6�
77 スペランツァデーア 牝5黒鹿55 川須 栄彦吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B450± 02：00．41� 7．0�
33 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 496＋ 62：00．72 3．5�
66 ラトーヌワイズ 牝3黒鹿52 	島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 460－ 42：00．8クビ 73．8�
44 
 カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55 D．バルジュー 門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 436－ 2 〃 クビ 19．6�

（伊）

22 フェイトカラー 牝5黒鹿55 和田 竜二吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B518－ 22：01．11� 14．1	
55 メイショウクローバ 牝5鹿 55 松若 風馬松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B524＋ 62：02．8大差 11．8


（7頭）

売 得 金
単勝： 26，997，900円 複勝： 26，956，000円 枠連： 発売なし
馬連： 52，422，500円 馬単： 35，702，900円 ワイド： 22，738，400円
3連複： 62，661，500円 3連単： 194，538，500円 計： 422，017，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 130円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 170円 �� 140円 �� 220円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，490円

票 数

単勝票数 計 269979 的中 � 131190（1番人気）
複勝票数 計 269560 的中 � 97735（1番人気）� 39239（3番人気）
馬連票数 計 524225 的中 �� 71647（2番人気）
馬単票数 計 357029 的中 �� 33850（3番人気）
ワイド票数 計 227384 的中 �� 33774（2番人気）�� 48115（1番人気）�� 21755（3番人気）
3連複票数 計 626615 的中 ��� 154430（1番人気）
3連単票数 計1945385 的中 ��� 94237（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―12．3―12．0―12．0―11．9―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．9―48．2―1：00．2―1：12．2―1：24．1―1：36．2―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
5（2，3）（4，7）1－6・（5，2）（4，3）7，1－6

2
4
5，2（4，3）－7－1－6・（2，3）（4，7，1）5，6

勝馬の
紹 介

カ ゼ ル タ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 京都7着

2012．4．8生 牝4栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 17戦4勝 賞金 45，957，000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。



22107 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第11競走 ��
��1，700�

ぷ さ ん

�山ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．8．29以降28．8．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

47 グレナディアーズ 牡5鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B504＋ 81：44．8 7．6�
36 イ ク ラ ト ロ 牡5鹿 56 酒井 学 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 426－ 2 〃 クビ 9．1�
816 タムロミラクル 牡4青鹿56 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 476＋ 41：45．01� 2．6�
815 グッドマイスター 牡7鹿 54 �島 克駿久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 84．5�
714 メイショウヒコボシ 牡5鹿 55 D．バルジュー 松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 530＋ 41：45．1	 5．3	

（伊）

713
 ミキノハルモニー 牡5栃栗55 川須 栄彦谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 456＋ 61：45．2クビ 21．7

48 ロードフォワード 牡5青鹿54 国分 優作 �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 456－ 21：45．3� 143．5�
611 タガノハヤテ 牡5栗 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 498－ 61：45．51 12．8�
510 セトノプロミス 牡6鹿 52 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 494－ 41：45．6	 127．8
24 ランドマーキュリー 牡6栗 55 秋山真一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 524＋ 2 〃 ハナ 42．4�
11 ゴールドスーク 牡5栗 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：45．7� 9．9�
35 メイショウワコン 牡5栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 500－ 61：46．12	 37．4�
23 トップボンバー 牡5鹿 54 松若 風馬�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452＋ 61：46．41� 20．9�
59 コウセイコタロウ 牡7黒鹿55 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 494－ 61：46．82	 108．6�
612 スズカリバー 牡4鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 41：47．01	 10．8�

（15頭）
12 タガノビリーヴィン 牡6黒鹿53 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 490＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 51，222，800円 複勝： 88，838，300円 枠連： 45，976，000円
馬連： 196，756，800円 馬単： 81，511，600円 ワイド： 87，433，300円
3連複： 291，003，100円 3連単： 419，014，500円 計： 1，261，756，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 220円 � 120円 枠 連（3－4） 2，990円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 960円 �� 460円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 19，100円

票 数

単勝票数 差引計 512228（返還計 1668） 的中 � 53463（3番人気）
複勝票数 差引計 888383（返還計 3797） 的中 � 86549（3番人気）� 82329（4番人気）� 280244（1番人気）
枠連票数 差引計 459760（返還計 608） 的中 （3－4） 11901（14番人気）
馬連票数 差引計1967568（返還計 19103） 的中 �� 51365（11番人気）
馬単票数 差引計 815116（返還計 7919） 的中 �� 10826（22番人気）
ワイド票数 差引計 874333（返還計 10741） 的中 �� 21952（10番人気）�� 50545（2番人気）�� 48732（3番人気）
3連複票数 差引計2910031（返還計 44405） 的中 ��� 74606（6番人気）
3連単票数 差引計4190145（返還計 56839） 的中 ��� 15902（47番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．5―12．2―12．2―12．3―12．5―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．5―41．7―53．9―1：06．2―1：18．7―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレナディアーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．15 阪神1着

2011．1．29生 牡5鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 19戦5勝 賞金 83，685，000円
〔競走除外〕 タガノビリーヴィン号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右下腿部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻4分

遅延。
※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 タマモネイヴィー号・ルファルシオン号
※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。

22108 8月27日 曇 良 （28小倉2）第9日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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

818 ポップオーヴァー 牝4鹿 55 藤岡 康太橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：08．2 4．8�
817 メイショウラバンド 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 458－ 21：08．52 10．6�
714 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 506＋ 4 〃 クビ 3．2�
816 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± 01：08．6クビ 8．9�
612	 サダムリスペクト 牡4鹿 57 松山 弘平大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 456＋ 6 〃 クビ 27．0	
24 アドマイヤジャズ 牡4青鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋101：08．7クビ 33．6

59 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 藤岡 佑介渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 36．8�
11 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57 松若 風馬亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 444± 0 〃 アタマ 12．9�
36 	 ジ ェ ス ロ 
3鹿 54 藤懸 貴志松田 整二氏 日吉 正和 浦河 小島牧場 412± 0 〃 同着 82．6
23 ジョーマイク 牡3栗 54 D．バルジュー 上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 482＋121：08．8クビ 6．3�

（伊）

47 	 シ ン キ ロ ウ 牡4青鹿57 酒井 学野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 454＋ 2 〃 クビ 134．2�
35 クラウンアイリス 牝5栗 55 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 408± 01：08．9� 9．8�
715 ラブローレル 牝4青鹿55 川須 栄彦増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 422－ 2 〃 クビ 57．9�
510 コロナボレアリス 牡5栗 57

55 △義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 444－ 61：09．0� 124．3�

48 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 402－ 21：09．53 224．0�
611 フルムーンソング 牡3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－ 41：09．6� 47．1�

12 	 スズカグランデ 
5栗 57
54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 422＋ 2 〃 アタマ 158．9�

713 ファビラスヒーロー 
3芦 54 松田 大作吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 462－261：09．7� 44．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，271，500円 複勝： 63，696，000円 枠連： 34，133，300円
馬連： 111，413，300円 馬単： 46，799，500円 ワイド： 59，687，800円
3連複： 157，782，100円 3連単： 209，443，900円 計： 723，227，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 230円 � 130円 枠 連（8－8） 740円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 720円 �� 370円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 12，070円

票 数

単勝票数 計 402715 的中 � 66970（2番人気）
複勝票数 計 636960 的中 � 107513（2番人気）� 55250（4番人気）� 154091（1番人気）
枠連票数 計 341333 的中 （8－8） 35389（2番人気）
馬連票数 計1114133 的中 �� 38179（7番人気）
馬単票数 計 467995 的中 �� 8982（11番人気）
ワイド票数 計 596878 的中 �� 19901（8番人気）�� 43095（1番人気）�� 31764（3番人気）
3連複票数 計1577821 的中 ��� 57054（1番人気）
3連単票数 計2094439 的中 ��� 12576（14番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―11．6―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．3―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポップオーヴァー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．3．15 中京14着

2012．2．24生 牝4鹿 母 ポップチャート 母母 ポ ッ プ ス 12戦3勝 賞金 29，450，000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。



（28小倉2）第9日 8月27日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

187，220，000円
2，460，000円
12，100，000円
1，260，000円
18，270，000円
67，085，500円
4，524，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
326，750，800円
529，339，500円
187，515，700円
747，604，300円
391，118，800円
403，320，700円
1，051，696，600円
1，635，880，800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 5，273，227，200円

総入場人員 8，716名 （有料入場人員 7，563名）
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