
22013 7月30日 晴 良 （29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

55 ジュンドリーム 牝2鹿 54 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 462－ 21：09．2 1．7�
66 � アサクサゲンキ 牡2鹿 54 和田 竜二田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

452－ 61：09．3� 2．3�
22 カ ク リ ョ ウ 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 478＋121：09．83 9．9�
11 ローズマリア 牝2黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 430± 01：09．9クビ 23．9�
33 メイショウスイレン 牝2黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 376± 01：10．32	 61．2�
44 シゲルビーツ 牝2黒鹿54 菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 新冠 長浜 秀昭 418＋ 41：11．36 48．7�

（6頭）

売 得 金
単勝： 21，859，800円 複勝： 23，305，600円 枠連： 発売なし
馬連： 24，780，500円 馬単： 20，532，000円 ワイド： 12，021，500円
3連複： 27，106，200円 3連単： 101，567，900円 計： 231，173，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 130円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 110円 �� 130円 �� 140円

3 連 複 ��� 160円 3 連 単 ��� 470円

票 数

単勝票数 計 218598 的中 � 106698（1番人気）
複勝票数 計 233056 的中 � 152714（1番人気）� 41234（2番人気）
馬連票数 計 247805 的中 �� 139422（1番人気）
馬単票数 計 205320 的中 �� 54714（1番人気）
ワイド票数 計 120215 的中 �� 47920（1番人気）�� 18643（2番人気）�� 14639（3番人気）
3連複票数 計 271062 的中 ��� 126097（1番人気）
3連単票数 計1015679 的中 ��� 156344（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―46．3―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．7
3 5，6，1，2，3，4 4 5，6（1，2）3，4
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ジュンドリーム 	


父 トビーズコーナー 	



母父 プリサイスエンド デビュー 2017．6．24 阪神3着

2015．5．26生 牝2鹿 母 ディアコトミ 母母 セカンドチャンス 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。

22014 7月30日 晴 良 （29小倉2）第2日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 チークトゥチーク 牝3芦 54 松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 532± 01：46．8 4．0�

59 タムロセレッサ 牝3鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 494± 01：47．22� 8．0�
36 エイトクレイン 牝3鹿 54 �島 良太�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 434－ 41：47．3クビ 41．1�
611 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 21：48．04 80．1�

47 サンマルガイア 牝3芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 474－ 61：48．21� 5．8	
24 ニホンピロメリーナ 牝3栗 54 松山 弘平小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 460－101：48．3� 9．0

816 ルメイユール 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治 �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 496－ 41：48．62 31．8�

714 レ ク セ ル 牝3黒鹿 54
52 △荻野 極 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：48．7クビ 36．5�

713 ニホンピロハニー 牝3栗 54 菱田 裕二小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 454－ 61：48．8� 77．2
612 ローレルメーゼ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �ローレルレーシング 杉山 晴紀 新冠 新冠橋本牧場 460－ 41：49．01� 73．3�
35 ノートルリアン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 422＋121：49．21� 215．7�
12 ル リ オ ン 牝3鹿 54 秋山真一郎�前川企画 野中 賢二 新冠 須崎牧場 408－12 〃 ハナ 15．8�
23 ヒカリカトレア 牝3鹿 54 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 むかわ 真壁 信一 502 ―1：49．62� 74．8�

（ヒカリヒマワリ）

510 スリーオリジン 牝3芦 54
53 ☆�島 克駿永井商事� 加藤 敬二 浦河 信岡牧場 396± 0 〃 クビ 215．1�

11 バ ー ボ ネ ラ 牝3栗 54
53 ☆義 英真 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 440＋ 61：50．34 14．6�

815 サテンドール 牝3鹿 54 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム B446＋ 41：50．83 3．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，765，600円 複勝： 27，365，300円 枠連： 12，833，600円
馬連： 45，119，600円 馬単： 23，290，800円 ワイド： 30，510，400円
3連複： 69，328，800円 3連単： 85，404，800円 計： 314，618，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 290円 � 1，000円 枠 連（4－5） 1，230円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，070円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 18，880円 3 連 単 ��� 81，570円

票 数

単勝票数 計 207656 的中 � 41237（2番人気）
複勝票数 計 273653 的中 � 42346（2番人気）� 25054（5番人気）� 5780（10番人気）
枠連票数 計 128336 的中 （4－5） 8027（6番人気）
馬連票数 計 451196 的中 �� 17108（7番人気）
馬単票数 計 232908 的中 �� 5963（9番人気）
ワイド票数 計 305104 的中 �� 10819（8番人気）�� 3732（21番人気）�� 1608（44番人気）
3連複票数 計 693288 的中 ��� 2754（55番人気）
3連単票数 計 854048 的中 ��� 759（233番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．9―12．6―12．6―12．5―12．8―13．0―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．7―42．3―54．9―1：07．4―1：20．2―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チークトゥチーク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．10 阪神6着

2014．4．8生 牝3芦 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 2戦1勝 賞金 5，000，000円

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30日 晴 良 （29小倉2）第2日 第3競走 ��
��1，000�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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

45 キングディグニティ 牡3黒鹿56 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 464－ 2 59．1 14．3�
58 メイショウヒボタン 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 444－ 2 59．31� 3．7�
813� ジーエンゲージ 牝3黒鹿54 武 豊�グランプリ 小崎 憲 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

464＋ 2 59．61� 33．9�
711 メタルソース 牡3鹿 56 藤懸 貴志山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 458－12 59．7� 259．5�
610 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 474± 0 59．8	 17．0�
46 キンシノスパーク 牡3栗 56

55 ☆
島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 466－ 2 〃 アタマ 6．1	
712 サウンドビクトリー 牝3鹿 54 中谷 雄太増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 見上牧場 504＋ 2 〃 同着 3．4

22 ワンダーフルリール 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人山本 信行氏 中竹 和也 浦河 帰山 清貴 406－ 21：00．11	 38．6�
69 ピエナムーン 牡3栗 56 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 420＋ 41：00．52� 31．2�
33 ゼットガンバー 牡3栗 56 松山 弘平フォーレスト 池添 兼雄 浦河 絵笛牧場 478－ 21：00．71 61．2�
11 アスターフィール 牡3栗 56 菱田 裕二加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 B458± 0 〃 ハナ 54．1�
34 � クィーンズロード 牝3鹿 54

52 △荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 米 Joe Engel-
hart B500－ 41：00．91� 21．9�

57 シゲルギンギツネ 牡3栗 56 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 468＋ 41：01．11� 15．8�
814 プライムコード 牡3栗 56 浜中 俊ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 468－ 41：01．2クビ 5．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，742，900円 複勝： 31，594，400円 枠連： 10，914，700円
馬連： 46，688，300円 馬単： 24，010，200円 ワイド： 32，118，200円
3連複： 67，005，600円 3連単： 85，779，100円 計： 320，853，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 430円 � 180円 � 700円 枠 連（4－5） 730円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 5，440円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 17，850円 3 連 単 ��� 113，070円

票 数

単勝票数 計 227429 的中 � 12679（5番人気）
複勝票数 計 315944 的中 � 17125（6番人気）� 60792（2番人気）� 9747（9番人気）
枠連票数 計 109147 的中 （4－5） 11489（3番人気）
馬連票数 計 466883 的中 �� 12188（11番人気）
馬単票数 計 240102 的中 �� 2760（24番人気）
ワイド票数 計 321182 的中 �� 7735（10番人気）�� 1480（50番人気）�� 4659（20番人気）
3連複票数 計 670056 的中 ��� 2814（56番人気）
3連単票数 計 857791 的中 ��� 550（351番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．7―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 ・（12，13，14）2，5（4，8）（6，7，10）9，11－3，1 4 ・（12，13）（2，5，14）8，6（4，10）（9，7，11）－3，1

勝馬の
紹 介

キングディグニティ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．3．20 中京9着

2014．4．29生 牡3黒鹿 母 ボストンタイム 母母 ドリームドリーム 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 クールデイズ号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

22016 7月30日 晴 良 （29小倉2）第2日 第4競走 ��2，000�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 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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

23 ゴ ー ド ン �3黒鹿56 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 466－ 41：59．8 17．2�

611 オメガガーディアン 牡3鹿 56 浜中 俊原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 552＋ 42：00．01� 3．6�
816 ディープベイ 牡3鹿 56 松山 弘平橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 490 ―2：00．1クビ 7．7�
47 ブブールチャチャ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436－122：00．52� 9．6�
59 ゴ レ ア ー ダ 牝3栗 54 松若 風馬 �キャロットファーム 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 422－ 6 〃 クビ 87．1	
510 リネンロマン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 392± 02：00．6� 18．5

12 ロードレジスタ 牡3青 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 430± 02：00．7� 6．5�
714 スマートシグルズ 牡3栗 56 武 豊大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 444＋ 42：01．01	 3．0�
612 マ ン ト ン 牡3黒鹿56 高倉 稜畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 448－ 6 〃 クビ 74．9
715 サマープリンス 牡3黒鹿56 高田 潤前田 亘輝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 62：01．1� 55．6�
48 アマノスペシャル 牝3鹿 54 菱田 裕二�髙昭牧場 安達 昭夫 日高 天羽牧場 414＋ 82：01．31 202．2�
818 カレンラヴニール 牡3鹿 56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B496＋ 62：01．51
 233．0�
36 マコトステッラミラ 牝3鹿 54 秋山真一郎�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 406＋ 62：01．71
 258．6�
817 タイセイバロン 牡3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 496＋ 42：01．8	 16．7�
24 タルトリンツァー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 384＋12 〃 クビ 46．8�

11 ブ レ ー メ ン 牝3芦 54
53 ☆岩崎 翼�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 454－ 42：02．01
 119．6�

35 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿56 川島 信二小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 504＋ 62：02．1� 283．1�
713 ビクトリアペスカ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁ユーモード 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440－ 22：02．84 264．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，965，600円 複勝： 39，714，200円 枠連： 13，221，000円
馬連： 53，677，000円 馬単： 27，874，900円 ワイド： 35，202，600円
3連複： 78，936，800円 3連単： 99，889，800円 計： 376，481，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 420円 � 160円 � 270円 枠 連（2－6） 2，250円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，140円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 63，130円

票 数

単勝票数 計 279656 的中 � 12978（7番人気）
複勝票数 計 397142 的中 � 19973（8番人気）� 81287（2番人気）� 35012（4番人気）
枠連票数 計 132210 的中 （2－6） 4548（11番人気）
馬連票数 計 536770 的中 �� 16982（11番人気）
馬単票数 計 278749 的中 �� 3227（25番人気）
ワイド票数 計 352026 的中 �� 11110（11番人気）�� 2765（31番人気）�� 10001（12番人気）
3連複票数 計 789368 的中 ��� 7693（28番人気）
3連単票数 計 998898 的中 ��� 1147（193番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．0―47．5―59．7―1：11．8―1：23．7―1：35．6―1：47．4

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

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ー ド ン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．11．19 京都10着

2014．5．15生 �3黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック 8戦1勝 賞金 6，300，000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） 2頭 ミラクルツリー号・ラニカイブルーム号



晴 良 競走
（芝・右）

九州産馬，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

コウエイユキチャン 栗 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 田原牧場

キリシマアスカ 鹿 △荻野 極土屋 君春氏 橋口 慎介 宮崎 土屋牧場

ペニテンテス 島 良太松田 整二氏 杉山 晴紀 熊本 ストームファーム
コーポレーション クビ

ニコルハイウェイ 鹿 ▲川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 クビ

ショウナンタクト 黒鹿 川須 栄彦 湘南 梅田 智之 熊本 本田 土寿

ズ ッ チ ー ナ 黒鹿 和田 竜二山下 良子氏 岩元 市三 鹿児島 釘田 義美

マ エ ム キ 鹿 畑端 省吾山下 良子氏 作田 誠二 熊本 本田 土寿 クビ

テイエムヒットンダ 鹿 松若 風馬竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場

カシノランペイジ 黒鹿 菱田 裕二柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務

プリンセスブーケ 栗 ☆加藤 祥太竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭

テイエムミズホゴー 鹿 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場

ヤエノラピッド 鹿 幸 英明柳田 英子氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿

ヤエノプリーマ 鹿 川島 信二柳田 英子氏 天間 昭一 鹿児島 柳田 英子 ハナ

カシノパンプアップ 栗 ☆義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 ストームファーム
コーポレーション

テイエムオオアマミ 栗 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場

カチコサプライズ 鹿 水口 優也竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 本田 土寿

テイエムハエオゴ 青鹿 太宰 啓介竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・ ・ ＝ －
勝馬の
紹 介

コウエイユキチャン 父 ストラヴィンスキー 母父 フ ジ キ セ キ 初出走
母 カノヤグッドラック 母母 カノヤロマン

〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムハエオゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
競走に出走できない。

※出走取消馬 テイエムキバイヤイ号（疾病〔全身挫創〕のため）
により以下の る馬とならなかった。

カラシレンコン号・キリシマアオゾラ号・クロヅルストーリー号・テイエムオジャッタ号・ヒトモジノグルグル号・
レグルドール号

晴 良 競走
（芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

レグルドール 鹿 高倉 稜 グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄

ラ イ ナ ス 栗 和田 竜二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場

タマモキンバリー 黒鹿 島 良太タマモ 中竹 和也 日高 スマイルファーム

クーファエラン 鹿 武 豊大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場

ヤマニンレジスタ 栗 浜中 俊土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 アタマ

モンテガナール 鹿 川島 信二 髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場

ジャスパームーン 鹿 ▲川又 賢治加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 浜口牧場

ダンツチャクジツ 鹿 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 大差

モッコスファイター 鹿 菱田 裕二安田 光則氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 大差
（イートンジャケット）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・－ ・

勝馬の
紹 介

レグルドール 父 アドマイヤマックス 母父 Yonaguska 初出走
母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger

〔制裁〕 モンテガナール号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モッコスファイター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

競走に出走できない。
※レグルドール号は， により出馬投票したものとみなした。



22019 7月30日 晴 良 （29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

714 サンライズウィズ 牡4鹿 57
56 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 490＋ 41：45．9 7．6�

816 ドライバーズハイ 牡4鹿 57 D．ホワイト 藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 450－10 〃 クビ 7．7�
（香港）

612 シゲルキハダマグロ 牡4栗 57 菱田 裕二森中 蕃氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 454＋14 〃 ハナ 142．1�
24 ナムラスパルタクス 牡3黒鹿 54

53 ☆義 英真奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 458± 0 〃 アタマ 68．4�
23 � スーサンブルース 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治田畑 利彦氏 石橋 守 新ひだか 片岡 博 470＋201：46．11� 355．3�
611 フォレストタウン 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 508－ 41：46．3	 7．9�
47 イェドプリオル 牡5青鹿57 中谷 雄太	ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522＋ 61：47．04 44．1

815 エフハリスト 牡4青鹿 57

55 △荻野 極吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 460＋ 41：47．32 7．4�

510 ミスティーフリップ 牡5栗 57 浜中 俊吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 41：47．51� 12．1

48 レッドヴェルサス 牡4鹿 57 M．デムーロ 	東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B520＋101：47．81	 2．7�
12 ア タ ミ 牡3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 456－101：47．9
 116．3�
36 イサチルホープ 牡5栗 57 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 468－ 61：48．0
 13．2�
59 ララメダイユドール 牡3鹿 54 和田 竜二フジイ興産	 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 504－ 61：48．85 11．7�
11 フォルテミノル 牡4鹿 57 秋山真一郎吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 折手牧場 488＋261：49．22
 118．8�
35 ナムラシンウチ 牡3鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 488－ 6 〃 ハナ 86．5�
713 ジョーカトゥーラ 牡3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 山際牧場 530± 0 〃 同着 21．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，227，300円 複勝： 48，347，500円 枠連： 19，238，900円
馬連： 76，087，400円 馬単： 32，490，800円 ワイド： 48，816，900円
3連複： 116，013，600円 3連単： 131，690，500円 計： 505，912，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 270円 � 2，520円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 970円 �� 12，160円 �� 9，940円

3 連 複 ��� 66，360円 3 連 単 ��� 310，990円

票 数

単勝票数 計 332273 的中 � 34598（3番人気）
複勝票数 計 483475 的中 � 60236（2番人気）� 49661（3番人気）� 4025（14番人気）
枠連票数 計 192389 的中 （7－8） 13181（4番人気）
馬連票数 計 760874 的中 �� 22894（9番人気）
馬単票数 計 324908 的中 �� 4362（22番人気）
ワイド票数 計 488169 的中 �� 13661（11番人気）�� 1009（74番人気）�� 1236（63番人気）
3連複票数 計1160136 的中 ��� 1311（158番人気）
3連単票数 計1316905 的中 ��� 307（800番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．8―12．7―12．4―12．2―12．6―13．2―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．3―42．0―54．4―1：06．6―1：19．2―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズウィズ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．28 京都9着

2013．3．27生 牡4鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 15戦2勝 賞金 28，720，000円
〔発走状況〕 ナムラシンウチ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 エフハリスト号の騎手荻野極は，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：14番）
※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 ウィズワンアセント号
（非抽選馬） 2頭 アスカノハヤテ号・ジオラマ号
※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30日 晴 良 （29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

47 アイファープリティ 牝4鹿 55 M．デムーロ中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 442－101：08．1 2．4�
612 メイショウラバンド 牝6鹿 55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466± 01：08．2� 10．4�
611 シエルブラン 牝3栗 52 川須 栄彦金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 436＋ 6 〃 ハナ 45．8�
12 ウインソワレ 牝5鹿 55 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 2 〃 ハナ 51．2�
59 ベルディーヴァ 牝5栗 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：08．3� 19．2	
24 カノヤパリティ 牝4栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 468＋121：08．4� 57．1

714 メジャーガラメキ 牝5栗 55 D．ホワイト 髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：08．5� 15．2�

（香港）

510	 ウイングタイガー 牝5鹿 55 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 444＋ 61：08．6クビ 96．9�
817 ナムラエルサ 牝4鹿 55 幸 英明奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 478＋201：08．81� 4．3
36 ティーティクイーン 牝3鹿 52 松山 弘平ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 458± 01：08．9� 33．5�
48 ショウナンマキシム 牝5鹿 55 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 420－16 〃 ハナ 76．4�
713 ブライトメジャー 牝3栗 52 浜中 俊谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 21：09．0� 32．2�
816	 スターストリーム 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 426－ 6 〃 ハナ 198．3�

23 クラシックリディア 牝4黒鹿 55
53 △荻野 極 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 アタマ 24．0�

11 	 サンレイフレンチ 牝6栗 55
52 ▲富田 暁永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430＋ 2 〃 クビ 436．1�

35 ゴールドマリーン 牝4栗 55 太宰 啓介朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 510－ 21：09．1クビ 199．0�
818 シ ア ン 牝3栗 52

51 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 412＋ 21：09．31
 7．2�
715	 ハッチャンハッピー 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 460＋ 4 〃 クビ 18．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，237，800円 複勝： 46，593，200円 枠連： 22，375，700円
馬連： 84，575，900円 馬単： 36，235，200円 ワイド： 50，891，700円
3連複： 114，167，300円 3連単： 148，340，400円 計： 537，417，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 220円 � 830円 枠 連（4－6） 1，070円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，050円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 13，850円 3 連 単 ��� 45，530円

票 数

単勝票数 計 342378 的中 � 113304（1番人気）
複勝票数 計 465932 的中 � 104508（1番人気）� 53942（3番人気）� 10480（13番人気）
枠連票数 計 223757 的中 （4－6） 16152（4番人気）
馬連票数 計 845759 的中 �� 47834（3番人気）
馬単票数 計 362352 的中 �� 15023（3番人気）
ワイド票数 計 508917 的中 �� 27449（2番人気）�� 6165（19番人気）�� 3140（46番人気）
3連複票数 計1141673 的中 ��� 6178（43番人気）
3連単票数 計1483404 的中 ��� 2362（111番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―11．7―11．3―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファープリティ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2015．10．12 京都2着

2013．6．5生 牝4鹿 母 ヤマノラヴリー 母母 レディランサム 15戦3勝 賞金 32，164，000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30日 晴 良 （29小倉2）第2日 第9競走 ��
��1，700�

ひびきなだ

響 灘 特 別
発走14時25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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

77 ヨ シ オ 牡4鹿 57 浜中 俊仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466－ 41：44．7 3．6�

78 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55 松山 弘平 �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 472－ 21：45．02 2．5�

89 キョウワランサー 牡6栗 57 D．ホワイト �協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B468－ 61：45．21 6．6�
（香港）

810 オーロラポラリス 牡5鹿 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 518－ 21：45．52 8．5�
33 カレンマタドール �6鹿 57 松若 風馬鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B500＋ 41：45．6クビ 7．2	
11 	 キングカーティス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 460－ 21：45．81
 49．1

66 タマモセナター 牡6栗 57 岩崎 翼タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482－ 61：45．9� 25．0�
22 モンラッシェ 牡6栗 57 荻野 極吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464± 01：46．53� 26．1�
55 ディライトフル �6鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋161：46．82 31．7
44 ミッキーデータ �6鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 526＋ 81：48．18 20．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，819，400円 複勝： 38，501，500円 枠連： 17，150，400円
馬連： 76，268，300円 馬単： 37，875，000円 ワイド： 41，800，900円
3連複： 97，261，000円 3連単： 168，641，700円 計： 510，318，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（7－7） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 220円 �� 510円 �� 250円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 328194 的中 � 72326（2番人気）
複勝票数 計 385015 的中 � 68772（2番人気）� 107643（1番人気）� 47802（3番人気）
枠連票数 計 171504 的中 （7－7） 29324（2番人気）
馬連票数 計 762683 的中 �� 117637（1番人気）
馬単票数 計 378750 的中 �� 27899（2番人気）
ワイド票数 計 418009 的中 �� 51796（1番人気）�� 17792（6番人気）�� 44950（2番人気）
3連複票数 計 972610 的中 ��� 95603（1番人気）
3連単票数 計1686417 的中 ��� 34582（3番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．5―12．3―12．5―12．4―12．5―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．4―41．7―54．2―1：06．6―1：19．1―1：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ヨ シ オ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2015．7．18 函館8着

2013．5．9生 牡4鹿 母 フローラルホーム 母母 タイキフローラ 37戦4勝 賞金 68，818，000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30日 晴 良 （29小倉2）第2日 第10競走 ��
��1，800�

し ら ぬ い

不 知 火 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．7．30以降29．7．23まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

810 コパノマリーン 牝4鹿 53 和田 竜二小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：46．3 7．2�
22 � タニノアーバンシー 牝4黒鹿55 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 508＋ 41：47．04 2．8�
67 サトノケンシロウ 牡4黒鹿57 D．ホワイト 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：47．1� 2．0�

（香港）

33 ジ ル ダ 牝5鹿 53 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 107．0�

11 レッドアルティスタ 	5鹿 54 武 豊 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 クビ 22．6�
66 トウカイシェーン 牝4栗 55 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 466＋161：47．31
 16．9	
811 アッシュゴールド 	5栗 55 中谷 雄太 
社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－221：47．4� 47．9�
79 サマーローズ 牝5栗 52 松若 風馬樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 488＋20 〃 ハナ 26．0�
55 トウキョウタフガイ 牡6鹿 53 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 468－ 41：47．61 132．1
44 デンコウインパルス 牡5鹿 55 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 488＋ 81：48．02� 15．6�
78 サウンドアプローズ 牡5黒鹿56 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 490－ 41：49．59 37．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，145，300円 複勝： 61，713，900円 枠連： 21，823，800円
馬連： 113，104，100円 馬単： 60，763，900円 ワイド： 57，074，100円
3連複： 145，879，000円 3連単： 291，708，200円 計： 805，212，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 830円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 290円 �� 320円 �� 140円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 531453 的中 � 58352（3番人気）
複勝票数 計 617139 的中 � 55615（3番人気）� 151591（2番人気）� 218888（1番人気）
枠連票数 計 218238 的中 （2－8） 20321（3番人気）
馬連票数 計1131041 的中 �� 86732（3番人気）
馬単票数 計 607639 的中 �� 19765（6番人気）
ワイド票数 計 570741 的中 �� 42185（2番人気）�� 37766（3番人気）�� 134197（1番人気）
3連複票数 計1458790 的中 ��� 183360（1番人気）
3連単票数 計2917082 的中 ��� 36968（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．4―46．7―58．2―1：10．4―1：22．4―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
10－2，6（1，11）（3，7，8）4，5，9
10＝（2，6）8（1，11）（3，7）（4，5，9）

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

勝馬の
紹 介

コパノマリーン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．12．13 中山1着

2013．3．2生 牝4鹿 母 ヴォークリンデ 母母 ホワイトトルネード 12戦4勝 賞金 44，004，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。



22023 7月30日 晴 良 （29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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿55 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 470＋ 41：07．7 4．9�
59 ニシノラッシュ 牡5鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 488＋ 8 〃 ハナ 70．0�
11 コウエイタケル 牡6鹿 57 秋山真一郎伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 494＋ 41：07．8� 14．9�
35 ナガラフラワー 牝5鹿 55 高倉 稜長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 472＋ 61：07．9クビ 51．7�
612 アレスバローズ 牡5黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 2 〃 クビ 6．5�
48 ダノンルージュ 牝7鹿 55 松若 風馬�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 アタマ 26．2	
510 アズマクィーン 牝5鹿 55 岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 480＋ 8 〃 ハナ 161．3

24 デンコウウノ 牡6鹿 57 	島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 496－ 21：08．0
 85．8�
611 オーヴィレール 牝4芦 55 浜中 俊下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478＋ 2 〃 アタマ 2．2
816 ドラゴンストリート 牡6鹿 57 和田 竜二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 482＋ 21：08．1クビ 33．5�
47 ライブリシュネル 牡7鹿 57 	島 克駿加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：08．2
 363．0�
23 リッパーザウィン 牡5栗 57 中谷 雄太�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 512－ 41：08．41� 26．1�
36 ウィットウォーター 牝6黒鹿55 太宰 啓介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B448－ 21：08．5� 108．7�
815 ラ ク ア ミ 牝5栗 55 D．ホワイト 西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B450－ 21：08．6
 23．7�

（香港）

714 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 55 荻野 極上村 利幸氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 490－ 41：09．23
 111．7�
12 オールインワン 牡4鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 486＋ 61：09．73 5．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，883，600円 複勝： 92，196，900円 枠連： 59，765，500円
馬連： 225，715，200円 馬単： 100，258，100円 ワイド： 103，001，300円
3連複： 342，324，500円 3連単： 549，682，200円 計： 1，542，827，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 240円 � 1，180円 � 380円 枠 連（5－7） 9，030円

馬 連 �� 17，160円 馬 単 �� 25，750円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 1，390円 �� 9，690円

3 連 複 ��� 58，830円 3 連 単 ��� 296，290円

票 数

単勝票数 計 698836 的中 � 113254（2番人気）
複勝票数 計 921969 的中 � 116456（3番人気）� 17480（12番人気）� 63525（5番人気）
枠連票数 計 597655 的中 （5－7） 5127（22番人気）
馬連票数 計2257152 的中 �� 10193（39番人気）
馬単票数 計1002581 的中 �� 2920（63番人気）
ワイド票数 計1030013 的中 �� 5921（40番人気）�� 19670（13番人気）�� 2692（65番人気）
3連複票数 計3423245 的中 ��� 4364（127番人気）
3連単票数 計5496822 的中 ��� 1345（613番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．0―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．5．5生 牝4黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 15戦5勝 賞金 96，725，000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。

22024 7月30日 晴 良 （29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

55 オールドクラシック 牡4青鹿57 武 豊�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－161：47．8 3．4�
78 シゲルボブキャット 牡3栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 444－ 6 〃 クビ 36．5�
66 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 6 〃 アタマ 4．3�
11 グランドボヌール 牡3鹿 54

53 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 466＋ 61：48．01 4．0�
89 ゼンノブレーメン 牡5鹿 57

55 △荻野 極大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 488－14 〃 クビ 11．6	
44 オメガハートソング 牝5青鹿55 松若 風馬原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋ 61：48．1� 6．2

33 ジョウショーホマレ 牝3栗 52 幸 英明熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 460＋ 41：48．31 30．0�
810 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 54 松山 弘平名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 450＋ 41：48．72� 7．6�
77 ペリステライト 牡3芦 54 田中 健吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 482＋ 21：48．91	 26．5
22 
 オースミマルス 牡4鹿 57 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 466－ 11：49．53� 153．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，065，100円 複勝： 51，481，200円 枠連： 22，520，700円
馬連： 115，197，800円 馬単： 53，156，700円 ワイド： 59，186，400円
3連複： 139，308，500円 3連単： 268，253，800円 計： 762，170，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 600円 � 160円 枠 連（5－7） 2，500円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 8，340円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 320円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 39，970円

票 数

単勝票数 計 530651 的中 � 123473（1番人気）
複勝票数 計 514812 的中 � 99688（1番人気）� 15420（9番人気）� 96801（2番人気）
枠連票数 計 225207 的中 （5－7） 6974（11番人気）
馬連票数 計1151978 的中 �� 14085（22番人気）
馬単票数 計 531567 的中 �� 4780（34番人気）
ワイド票数 計 591864 的中 �� 7374（23番人気）�� 55162（1番人気）�� 8563（21番人気）
3連複票数 計1393085 的中 ��� 16520（22番人気）
3連単票数 計2682538 的中 ��� 4865（142番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．4―12．1―11．9―12．2―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．2―48．3―1：00．2―1：12．4―1：24．3―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オールドクラシック �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．1．31 東京5着

2013．5．5生 牡4青鹿 母 ブローオブサンダー 母母 ピールオブサンダー 13戦2勝 賞金 23，850，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 グランドボヌール号の騎手岩崎翼は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

２レース目



（29小倉2）第2日 7月30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 161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

199，570，000円
2，530，000円
17，180，000円
1，180，000円
20，930，000円
65，430，000円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
424，166，400円
514，167，800円
220，256，800円
944，315，600円
464，273，700円
520，533，700円
1，301，140，900円
2，098，524，100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 6，487，379，000円

総入場人員 12，765名 （有料入場人員 11，180名）
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