
22037 8月6日 晴 良 （29小倉2）第4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

56 ガ ゼ ボ 牡2青 54 D．ホワイト 吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：09．0 7．6�
（香港）

812 ペイシャルアス 牝2栗 54
51 ▲富田 暁北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 474＋ 4 （降着） 22．8�

45 アップファーレン 牝2栗 54 M．デムーロ�KTレーシング 友道 康夫 新冠 パカパカ
ファーム 482－ 41：09．1� 1．9�

11 リリープリンセス 牝2黒鹿54 川田 将雅村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 448－ 41：09．52� 4．2�
22 フランシスコダイゴ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 430＋ 21：09．71� 6．8�
711 ニシノダンテ 牡2青鹿 54

51 ▲川又 賢治西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 492＋ 21：10．02 28．5	
69 カシノレガーメ 牡2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 458＋ 61：10．31� 346．5

68 ブルベアアオジソ 牝2鹿 54

53 ☆義 英真 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 422± 01：10．62 94．2�
44 ロンリーボーイ 牡2鹿 54

52 △荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 412＋121：10．7クビ 85．9�
57 シゲルアサツキ 牝2栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 430± 01：10．8� 93．2
33 ブルベアクレソン 牡2鹿 54 幸 英明 �ブルアンドベア 川村 禎彦 様似 猿倉牧場 462＋ 61：12．410 64．4�
813 サツキロビン 牝2鹿 54 岡田 祥嗣小野 博郷氏 服部 利之 新冠 的場牧場 456－ 41：12．61� 391．4�
710 ネオテスタメント 牡2青鹿54 川須 栄彦吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 日の出牧場 432± 0 〃 クビ 36．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，592，000円 複勝： 48，684，500円 枠連： 9，387，900円
馬連： 42，298，200円 馬単： 25，728，300円 ワイド： 26，963，100円
3連複： 62，855，800円 3連単： 101，847，500円 計： 342，357，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 350円 � 110円 枠 連（5－8） 7，650円

馬 連 �� 7，970円 馬 単 �� 13，840円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 290円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 35，860円

票 数

単勝票数 計 245920 的中 � 27044（4番人気）
複勝票数 計 486845 的中 � 30198（4番人気）� 14430（5番人気）� 295062（1番人気）
枠連票数 計 93879 的中 （5－8） 951（17番人気）
馬連票数 計 422982 的中 �� 4112（18番人気）
馬単票数 計 257283 的中 �� 1394（32番人気）
ワイド票数 計 269631 的中 �� 3700（19番人気）�� 26605（2番人気）�� 10259（6番人気）
3連複票数 計 628558 的中 ��� 16439（9番人気）
3連単票数 計1018475 的中 ��� 2059（97番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―11．7―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．1―44．8―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ゼ ボ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．15 中京6着

2015．3．3生 牡2青 母 アマルフィターナ 母母 ホワットケイティーディド 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔降着〕 ペイシャルアス号は，1位〔タイム1分09秒0，2位との着差アタマ〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「ガゼボ」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため2着に降着。
〔制裁〕 ペイシャルアス号の騎手富田暁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年8月12日から平成29年8月

20日まで騎乗停止。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアクレソン号・サツキロビン号・ネオテスタメント号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年9月6日まで平地競走に出走できない。
※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。

22038 8月6日 晴 良 （29小倉2）第4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 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

57 メ イ ト サ ン �3鹿 56 北村 友一 J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B460－ 2 59．7 3．2�
813 マーブルクリス 牡3鹿 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 472－ 2 〃 クビ 10．7�
69 プルメリアミコ 牝3芦 54 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 438－ 2 59．8� 11．8�
46 ウニオミュスティカ 牡3栗 56

54 △荻野 極吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B496± 0 59．9� 2．5�
45 サ ン バ デ ィ 牝3芦 54 川須 栄彦岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 406－ 21：00．11� 147．0�
58 ボストンアプリコ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 456＋ 61：00．2� 111．2	
22 コンテンポラリー 牡3鹿 56 松若 風馬廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 464 ―1：00．3クビ 7．3

11 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 436－ 6 〃 クビ 8．6�
610 ダイシンフォルテ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 550＋ 61：00．4クビ 46．9�
33 コパノオリジナル 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 434± 01：00．5� 51．0
712 シュプリームゾーン 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 21：00．6� 44．7�
814 チョコタベチャウゾ 牝3栗 54 太宰 啓介熊澤 浩樹氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド B440＋ 21：00．81 22．6�
711 メイショウシズカロ 牝3栗 54 柴田 未崎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 432± 01：01．65 341．3�
34 カシノマルキーズ 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 谷 潔 新冠 村田牧場 404－161：05．3大差 317．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，640，300円 複勝： 28，278，900円 枠連： 9，892，500円
馬連： 45，867，000円 馬単： 24，465，700円 ワイド： 29，199，000円
3連複： 64，920，000円 3連単： 84，042，600円 計： 312，306，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 210円 � 260円 枠 連（5－8） 930円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 770円 �� 650円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 23，640円

票 数

単勝票数 計 256403 的中 � 62699（2番人気）
複勝票数 計 282789 的中 � 55841（2番人気）� 34331（3番人気）� 24036（6番人気）
枠連票数 計 98925 的中 （5－8） 8177（2番人気）
馬連票数 計 458670 的中 �� 16621（9番人気）
馬単票数 計 244657 的中 �� 6695（10番人気）
ワイド票数 計 291990 的中 �� 9831（10番人気）�� 11936（7番人気）�� 4821（16番人気）
3連複票数 計 649200 的中 ��� 8192（21番人気）
3連単票数 計 840426 的中 ��� 2577（83番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．1―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F37．1
3 7（9，14）－（2，10，11）（1，8，12）13，3，6，5＝4 4 ・（7，9）14－（2，10）1（8，13）（3，11）（5，12，6）＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メ イ ト サ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．6．4 東京8着

2014．4．12生 �3鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 9戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 シュプリームゾーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノマルキーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キセキノホシ号・コエレ号・メイショウシラカバ号
（非抽選馬） 3頭 サウンドビクトリー号・ナムラモンブラン号・ブルベアエイプス号

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４日



22039 8月6日 晴 良 （29小倉2）第4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 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

713� タ ピ ゾ ー 牡3芦 56 D．ホワイト 大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.
Rutherford 494± 01：46．6 3．8�

（香港）

36 ア レ ラ ー モ 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506－ 61：46．91� 16．0�
59 ブルベアバック 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 434＋ 41：47．21� 104．0�
815 アイファーイチオー 牡3栗 56

54 △荻野 極中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 480－ 81：47．3クビ 7．8�
611 アスタークライ 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 440－ 21：48．89 84．5	
48 ブルーオラーリオ 牡3青鹿56 太宰 啓介 �ブルーマネジメント渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 452± 0 〃 ハナ 352．2

510 ヴィグランドイチロ 牡3鹿 56 小牧 太大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－101：49．11� 56．6�
47 サウンドゴールド 牡3栗 56 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 506 ―1：49．2� 67．2�
612 ミラクルシップ 牡3鹿 56 幸 英明合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 472± 01：49．62	 21．0
24 � キ エ レ 牝3栗 54 松若 風馬前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 460＋ 61：49．8� 42．1�
12 � アルファベット 牡3芦 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B488＋ 61：50．12 10．2�
11 メイショウナンプウ 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B492＋ 41：50．3� 16．2�
35 ハートフルタイム 牡3黒鹿56 M．デムーロ青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 496＋ 21：51．36 2．1�
714 レッドラーザム 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 01：51．72	 25．7�
816 ディヴィデンド 牡3青鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 468＋ 41：52．65 348．1�
23 ヤマニンタンペート 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人土井 肇氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 462＋ 4 〃 ハナ 314．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，374，000円 複勝： 41，853，500円 枠連： 16，193，700円
馬連： 49，813，600円 馬単： 25，890，000円 ワイド： 34，801，000円
3連複： 72，156，900円 3連単： 97，895，800円 計： 364，978，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 210円 � 540円 � 1，400円 枠 連（3－7） 290円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 4，960円 �� 16，810円

3 連 複 ��� 69，910円 3 連 単 ��� 240，590円

票 数

単勝票数 計 263740 的中 � 54586（2番人気）
複勝票数 計 418535 的中 � 66626（2番人気）� 18750（7番人気）� 6583（12番人気）
枠連票数 計 161937 的中 （3－7） 42499（1番人気）
馬連票数 計 498136 的中 �� 10791（11番人気）
馬単票数 計 258900 的中 �� 3225（17番人気）
ワイド票数 計 348010 的中 �� 7463（13番人気）�� 1788（40番人気）�� 522（71番人気）
3連複票数 計 721569 的中 ��� 774（130番人気）
3連単票数 計 978958 的中 ��� 295（522番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．8―44．0―56．3―1：08．3―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タ ピ ゾ ー �
�
父 Tapizar �

�
母父 Bernardini デビュー 2016．9．17 阪神4着

2014．3．27生 牡3芦 母 Refugio 母母 Storm Minstrel 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドラーザム号・ディヴィデンド号・ヤマニンタンペート号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エイシンスパンキー号・ジューンアンカー号・ソニックセンス号・マリンシークレット号・ロードスヴァローグ号
※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。

22040 8月6日 晴 良 （29小倉2）第4日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム3：09．4良

22 トーキングポイント 牡3黒鹿58 熊沢 重文水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 518＋ 23：12．6 4．9�
77 パフュームボム 牝6鹿 58 白浜 雄造飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 488＋ 23：12．7� 4．5�
88 ニホンピロボーラー 牡4鹿 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 500－ 23：13．02 2．4�
33 アドマイヤデライト 牡4黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 512－ 43：13．31� 7．9�
11 マルカロゼッタ 牡6栗 60 西谷 誠日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 510－ 43：15．5大差 7．8�
55 シゲルクーガー �3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 482＋ 23：15．6クビ 33．6�
89 シゲルムロアジ 牡4青鹿60 黒岩 悠森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 496＋ 83：21．0大差 35．4	
44 セルリアンコスモ 牡5鹿 60 小坂 忠士
イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 520± 03：27．1大差 39．1�
66 ショウナンハルカス 牡5黒鹿60 森 一馬国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488－ 8 （競走中止） 11．8�
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売 得 金
単勝： 15，530，100円 複勝： 15，587，700円 枠連： 6，342，300円
馬連： 28，253，100円 馬単： 18，013，000円 ワイド： 15，743，800円
3連複： 40，452，000円 3連単： 81，503，400円 計： 221，425，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 150円 � 110円 枠 連（2－7） 1，180円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 410円 �� 230円 �� 230円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 155301 的中 � 25157（3番人気）
複勝票数 計 155877 的中 � 23345（4番人気）� 24069（3番人気）� 44212（1番人気）
枠連票数 計 63423 的中 （2－7） 4145（5番人気）
馬連票数 計 282531 的中 �� 17921（5番人気）
馬単票数 計 180130 的中 �� 5683（11番人気）
ワイド票数 計 157438 的中 �� 8698（6番人気）�� 18027（2番人気）�� 18293（1番人気）
3連複票数 計 404520 的中 ��� 41074（1番人気）
3連単票数 計 815034 的中 ��� 10148（16番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 52．7－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1－（7，2）－3－8，5＝9＝4
2（1，7）（3，8）＝5＝9＝4

�
�
1－（7，2）－3－8，5＝9＝4
2－7，8（1，3）＝5＝9＝4

勝馬の
紹 介

トーキングポイント 
�
父 ワークフォース 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．9 中京8着

2014．2．25生 牡3黒鹿 母 ドリームキセキ 母母 ドリームロッチ 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 シゲルクーガー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 ショウナンハルカス号は，1周目1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 パフュームボム号の騎手白浜雄造は，8号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：8番）

パフュームボム号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）



22041 8月6日 雨 良 （29小倉2）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：47．9
1：45．9

良
良

33 キボウノダイチ 牡2黒鹿54 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 478 ―1：51．0 11．0�
68 テイエムリボー 牡2青鹿54 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 平取 清水牧場 480 ― 〃 ハナ 40．5�
55 ロングランメーカー 牡2鹿 54 D．ホワイト �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510 ―1：51．42� 4．2�

（香港）

812 ベティバローズ 牝2鹿 54 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 坂東牧場 476 ―1：52．03� 26．5�
22 シースプラッシュ 牡2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 490 ―1：52．1� 2．8�
44 アンチェイン 牡2黒鹿54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 466 ―1：52．3� 6．5

11 スリーケープマンボ 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井商事	 加藤 敬二 浦河 信岡牧場 506 ―1：52．83 161．9�
67 グランオーラ 牡2鹿 54 柴田 未崎馬目 卓氏 田所 秀孝 青森 青南ムラカミ

ファーム 490 ―1：52．9クビ 40．9�
811 シゲルサツマイモ 牡2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 466 ―1：53．64 110．1
710 タイセイビスタ 牡2青鹿54 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 490 ―1：53．7� 4．3�
56 ブルベアジネンジョ 牡2栗 54 酒井 学 	ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 450 ―1：54．33� 70．6�
79 レッドジョルト 牡2栗 54 松山 弘平 	東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 482 ―1：55．15 43．7�
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売 得 金
単勝： 28，946，300円 複勝： 28，554，300円 枠連： 8，826，300円
馬連： 42，227，200円 馬単： 23，237，700円 ワイド： 24，600，000円
3連複： 52，974，100円 3連単： 79，742，200円 計： 289，108，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 270円 � 720円 � 190円 枠 連（3－6） 7，080円

馬 連 �� 17，680円 馬 単 �� 33，510円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 960円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 22，240円 3 連 単 ��� 212，540円

票 数

単勝票数 計 289463 的中 � 22145（5番人気）
複勝票数 計 285543 的中 � 28115（5番人気）� 8352（9番人気）� 47874（3番人気）
枠連票数 計 88263 的中 （3－6） 966（20番人気）
馬連票数 計 422272 的中 �� 1851（34番人気）
馬単票数 計 232377 的中 �� 520（68番人気）
ワイド票数 計 246000 的中 �� 1553（33番人気）�� 6854（9番人気）�� 2762（24番人気）
3連複票数 計 529741 的中 ��� 1786（60番人気）
3連単票数 計 797422 的中 ��� 272（433番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．0―50．6―1：02．8―1：15．0―1：27．1―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キボウノダイチ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2015．4．16生 牡2黒鹿 母 ラクスクライン 母母 ニシノティアラ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

22042 8月6日 曇 良 （29小倉2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・右）

牝，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

55 サ イ エ ン 牝2栗 54
51 ▲富田 暁 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 410 ―1：09．4 6．8�

66 ピ ー ナ ツ 牝2栗 54 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 470 ―1：10．14 18．5�
77 ラガーデリゲート 牝2芦 54 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 正美 440 ―1：10．63 1．8�
89 スターアイリス 牝2鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 北田 剛 434 ―1：10．81� 4．5�
78 バーニングガール 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 482 ―1：11．01� 49．9�
810 ビーチキャンドル 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 458 ―1：11．53 13．2	
44 カシノクオーレ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 440 ―1：11．71� 78．8

11 クロヅルストーリー 牝2黒鹿54 松若 風馬杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 422 ― 〃 クビ 81．9�
33 クリノウィルディス 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 478 ―1：12．33� 12．6�
22 ナンゴクユメネット 牝2栗 54

53 ☆義 英真渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 462 ―1：13．04 80．2
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売 得 金
単勝： 29，356，500円 複勝： 29，028，300円 枠連： 8，511，100円
馬連： 39，856，100円 馬単： 24，881，700円 ワイド： 23，046，300円
3連複： 47，404，400円 3連単： 88，083，700円 計： 290，168，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 150円 � 250円 � 110円 枠 連（5－6） 3，380円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 970円 �� 230円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 16，150円

票 数

単勝票数 計 293565 的中 � 36137（3番人気）
複勝票数 計 290283 的中 � 38658（3番人気）� 17125（6番人気）� 123903（1番人気）
枠連票数 計 85111 的中 （5－6） 1947（11番人気）
馬連票数 計 398561 的中 �� 8309（13番人気）
馬単票数 計 248817 的中 �� 2579（25番人気）
ワイド票数 計 230463 的中 �� 5266（13番人気）�� 29994（2番人気）�� 11658（6番人気）
3連複票数 計 474044 的中 ��� 19917（7番人気）
3連単票数 計 880837 的中 ��� 3953（54番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．1―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ イ エ ン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．3．13生 牝2栗 母 トウカイルックス 母母 ボブズディレンマ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



22043 8月6日 曇 良 （29小倉2）第4日 第7競走 ��
��2，000�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 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

715 パリンジェネシス 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 22：01．1 32．0�
47 ライトオブピース 牡3鹿 56 和田 竜二前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 42：01．52� 4．2�
612 ピオニームーン 牝3鹿 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 464－ 62：01．81	 31．0�
12 ショウナンサリュー 牡3芦 56 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 480＋ 2 〃 アタマ 7．5�
510 サダムドミニック 牡3黒鹿56 藤懸 貴志大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 452－ 42：02．01 176．8�
36 メイショウキリマ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 508± 02：02．1	 67．2	
714 オーリャセブン 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 清水牧場 452＋ 42：02．2	 131．5

59 オ ー ス タ ラ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 B454－ 22：02．3� 109．3�
817 ジ ョ ン ド ゥ 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 514－ 82：02．61	 3．2�
35 キ ャ リ コ 牝3鹿 54 D．ホワイト 吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 454＋162：03．66 33．7

（香港）

816 テイエムグルービー 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 484＋ 82：04．34 38．2�
11 ヴォーチェドーロ 牝3芦 54 北村 友一窪田 康志氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 490＋ 62：05．89 153．4�
818 エイシンルジーナ 牝3黒鹿54 松若 風馬�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 510＋ 62：06．43� 34．1�
23 マテンロウオスカー 牡3栗 56 戸崎 圭太寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476－ 82：07．03� 17．9�
24 マナープリンセス 牝3鹿 54

53 ☆
島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 石郷岡 雅樹 B490＋262：09．1大差 109．3�
611 フェアチャイルド 牝3鹿 54 高倉 稜岩﨑 伸道氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 82：11．4大差 214．5�
48 サ ン タ ナ 牡3黒鹿56 酒井 学折手 邦雄氏 荒川 義之 新ひだか 折手牧場 498＋10 （競走中止） 12．7�
713 ファーマシスト 牝3栗 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ― （競走中止） 4．2�
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売 得 金
単勝： 33，418，600円 複勝： 43，814，200円 枠連： 17，898，300円
馬連： 67，814，500円 馬単： 29，270，100円 ワイド： 41，594，800円
3連複： 94，730，900円 3連単： 115，800，300円 計： 444，341，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 760円 � 180円 � 530円 枠 連（4－7） 800円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 13，600円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 8，340円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 36，710円 3 連 単 ��� 219，200円

票 数

単勝票数 計 334186 的中 � 8337（8番人気）
複勝票数 計 438142 的中 � 12611（9番人気）� 80919（2番人気）� 19064（7番人気）
枠連票数 計 178983 的中 （4－7） 17193（3番人気）
馬連票数 計 678145 的中 �� 9217（20番人気）
馬単票数 計 292701 的中 �� 1614（43番人気）
ワイド票数 計 415948 的中 �� 6313（17番人気）�� 1250（63番人気）�� 8285（11番人気）
3連複票数 計 947309 的中 ��� 1935（98番人気）
3連単票数 計1158003 的中 ��� 383（565番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．7―12．2―12．2―12．2―12．4―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―34．9―47．6―59．8―1：12．0―1：24．2―1：36．6―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

パリンジェネシス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．11．12 東京5着

2014．5．14生 牡3黒鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 キャリコ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 サンタナ号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。

ファーマシスト号は，最後の直線コースで，転倒した「サンタナ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔その他〕 エイシンルジーナ号・マテンロウオスカー号・マナープリンセス号・フェアチャイルド号は，最後の直線コースで，競走を中止

した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウシンアサヒ号
（非抽選馬） 9頭 アスターアゲイン号・エバーゴールド号・コスモトゥイーク号・シャムシエル号・シャルマンクリール号・

テイエムファンドル号・ハルノヒダマリ号・マイティドリーム号・ラニカイブルーム号
※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。

22044 8月6日 曇 良 （29小倉2）第4日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

611 フィールドセンス 牡3鹿 54 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 516＋ 81：46．7 8．3�
713 ヴェンジェンス 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 488＋101：46．8� 4．1�
36 ブリーズスズカ 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 464＋ 21：46．9クビ 27．9�

11 ウィズワンアセント 牡3鹿 54
53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 クビ 8．7�

59 アスカノハヤテ 牡3鹿 54 松山 弘平豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 472＋ 41：47．11 24．6�
48 ハトマークエース 牡5黒鹿57 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 478－ 2 〃 クビ 48．9	
510 アドラメレク 牡3黒鹿 54

52 △荻野 極
G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 21：47．41� 63．6�

815 ジ オ ラ マ 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治
G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 524± 0 〃 ハナ 7．5�

24 クリスタルタイソン �4黒鹿57 戸崎 圭太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 494－ 41：47．61 7．0
35 グランセノーテ 牡4栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 532＋ 61：47．7	 4．5�
23 ハローマイディア 牡4黒鹿57 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：48．12	 17．1�
12 
 エクロジオン 牝4鹿 55 浜中 俊前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 474＋101：48．2クビ 35．6�
816 ロードソリスト 牡3鹿 54 D．ホワイト 
ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 442± 01：49．26 16．3�

（香港）

612
 ゴーフォワード �4鹿 57
56 ☆加藤 祥太前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 446－ 21：50．37 253．1�

714
 アドヴァンス 牡4鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 550＋181：52．7大差 139．0�
47 アドナルシー 牡4黒鹿57 秋山真一郎�辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 488－ 41：53．23 112．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，630，800円 複勝： 55，626，400円 枠連： 22，490，300円
馬連： 87，439，800円 馬単： 36，800，900円 ワイド： 52，917，500円
3連複： 124，206，900円 3連単： 150，905，500円 計： 568，018，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 190円 � 600円 枠 連（6－7） 1，390円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，520円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 15，510円 3 連 単 ��� 87，380円

票 数

単勝票数 計 376308 的中 � 36178（5番人気）
複勝票数 計 556264 的中 � 50623（6番人気）� 88282（2番人気）� 20180（10番人気）
枠連票数 計 224903 的中 （6－7） 12535（6番人気）
馬連票数 計 874398 的中 �� 36087（5番人気）
馬単票数 計 368009 的中 �� 7314（9番人気）
ワイド票数 計 529175 的中 �� 17872（5番人気）�� 5282（35番人気）�� 6407（29番人気）
3連複票数 計1242069 的中 ��� 6006（57番人気）
3連単票数 計1509055 的中 ��� 1252（326番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．9―42．9―55．2―1：07．4―1：20．1―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィールドセンス �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神3着

2014．5．1生 牡3鹿 母 クロスザレイチェル 母母 ハローレイチェル 7戦2勝 賞金 18，727，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時55分に変更。
〔騎手変更〕 フィールドセンス号の騎手M．デムーロは，第7競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。

ジオラマ号の騎手酒井学は，第7競走での落馬負傷のため川又賢治に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドヴァンス号・アドナルシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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 タガノマニカ号
※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。



22045 8月6日 曇 良 （29小倉2）第4日 第9競走 ��
��1，700�

あ お し ま

青 島 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：39．8
1：39．8

良
良

11 レインボーフラッグ 牡4鹿 57 川田 将雅 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 458± 01：41．2 3．8�
56 エルビッシュ 牝4黒鹿55 浜中 俊吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：41．3� 1．9�
812	 アポロテキサス 
4鹿 57 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 494＋ 81：41．61� 3．7�
811 エスカラード 牡4鹿 57 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 458－ 51：41．7� 27．6�
710 トゥルーハート 牡4黒鹿57 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 462＋ 2 〃 クビ 83．7�
44 ナリタゴールド 
5鹿 57 森 一馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 432＋121：41．8クビ 42．5	
33 カレンオプシス 牝5青鹿55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：41．9� 15．7

79 シャッターチャンス 牡5鹿 57 松山 弘平前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 448＋ 4 〃 アタマ 122．0�
68 	 ロードクロムウェル 牡5鹿 57 �島 克駿 �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm

Corporation 488－ 2 〃 クビ 86．2�
22 トーホウドミンゴ 牡3青鹿54 北村 友一東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 474－ 41：42．0クビ 33．9
67 デアリングエッジ 牝4栗 55 幸 英明 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 438－ 41：42．21 53．5�
55 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 488－ 4 〃 クビ 69．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，387，200円 複勝： 64，040，200円 枠連： 17，327，000円
馬連： 86，094，500円 馬単： 49，943，400円 ワイド： 43，776，900円
3連複： 113，876，900円 3連単： 233，770，100円 計： 651，216，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（1－5） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 140円 �� 260円 �� 210円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 2，150円

票 数

単勝票数 計 423872 的中 � 88538（3番人気）
複勝票数 計 640402 的中 � 115441（2番人気）� 305302（1番人気）� 83991（3番人気）
枠連票数 計 173270 的中 （1－5） 52494（1番人気）
馬連票数 計 860945 的中 �� 239866（1番人気）
馬単票数 計 499434 的中 �� 52649（2番人気）
ワイド票数 計 437769 的中 �� 102722（1番人気）�� 34077（3番人気）�� 49101（2番人気）
3連複票数 計1138769 的中 ��� 219788（1番人気）
3連単票数 計2337701 的中 ��� 78746（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．6―42．4―54．1―1：06．0―1：17．8―1：29．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインボーフラッグ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．1．11 京都1着

2013．5．10生 牡4鹿 母 レインボーシーカー 母母 ラ ゲ ラ 13戦3勝 賞金 49，378，000円
〔騎手変更〕 エルビッシュ号の騎手M．デムーロは，第7競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。

22046 8月6日 曇 良 （29小倉2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

あ ま く さ

天 草 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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

813 メイプルブラザー 牡3栗 54 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 472＋ 61：44．9 36．2�
44 シ ロ ニ イ 牡3白 54 D．ホワイト 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 21：45．32� 4．8�
（香港）

68 ダンサクドゥーロ 牡3芦 54 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：45．62 6．4�
711 ダイナミックウオー 牡7黒鹿57 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 516－ 21：45．7クビ 69．3�
710 ハイパーノヴァ 牡3栃栗54 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 476－ 4 〃 アタマ 8．4�
33 タガノグロリオーサ 牡4栗 57 	島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 0 〃 クビ 109．5	
812 ホーリーブレイズ 牡3鹿 54 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 468＋ 21：46．01
 22．7

57 � キーアシスト 牡6鹿 57 川須 栄彦北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 504± 01：46．21� 220．8�
45 エ イ ム ハ イ 牡5鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 6 〃 クビ 75．8�
56 タガノアンピール 牡3黒鹿54 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 548± 01：46．4
 13．1
11 アディラート 牡3黒鹿54 戸崎 圭太安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 486－ 81：46．5� 1．8�
22 ヒラボクテイオー 牡5黒鹿57 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 516－ 11：46．71� 65．6�
69 ヒルノデンハーグ 5栗 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 480＋101：48．9大差 49．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，909，200円 複勝： 80，404，400円 枠連： 24，854，500円
馬連： 132，156，000円 馬単： 70，487，400円 ワイド： 68，127，300円
3連複： 172，291，800円 3連単： 327，141，800円 計： 932，372，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，620円 複 勝 � 850円 � 220円 � 250円 枠 連（4－8） 2，820円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 22，360円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 2，360円 �� 550円

3 連 複 ��� 14，130円 3 連 単 ��� 172，490円

票 数

単勝票数 計 569092 的中 � 12575（7番人気）
複勝票数 計 804044 的中 � 20131（7番人気）� 107606（2番人気）� 89674（3番人気）
枠連票数 計 248545 的中 （4－8） 6811（9番人気）
馬連票数 計1321560 的中 �� 13778（20番人気）
馬単票数 計 704874 的中 �� 2364（48番人気）
ワイド票数 計 681273 的中 �� 7856（21番人気）�� 7131（22番人気）�� 34278（5番人気）
3連複票数 計1722918 的中 ��� 9144（40番人気）
3連単票数 計3271418 的中 ��� 1375（348番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．5―12．4―12．1―12．3―12．8―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．5―41．9―54．0―1：06．3―1：19．1―1：31．8

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

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

勝馬の
紹 介

メイプルブラザー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．9．4 小倉14着

2014．3．20生 牡3栗 母 メイプルウィリング 母母 ラブファイター 7戦3勝 賞金 29，987，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 キーアシスト号の騎手酒井学は，第7競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
※アディラート号・ホーリーブレイズ号・メイプルブラザー号は，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。



22047 8月6日 曇 良 （29小倉2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第53回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，28．8．6以降29．7．30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

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 タツゴウゲキ 牡5鹿 52 秋山真一郎鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 482＋ 61：57．6 7．1�
68 サンマルティン �5栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 5．2�
45 フェルメッツァ 牡6鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：58．13 11．8�
56 ベ ル ー フ 牡5鹿 57 D．ホワイト �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 2 〃 クビ 15．4�
（香港）

44 カフジプリンス 牡4栗 55 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：58．41	 18．1�
33 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿55 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 518± 01：58．5クビ 8．4	
57 フェイマスエンド 牡6栗 54 松山 弘平 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 482－ 4 〃 クビ 160．9

710
 ストロングタイタン 牡4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 512－ 61：58．6� 3．2�
11 スピリッツミノル 牡5栗 55 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 494－121：58．8	 14．7�
812 クランモンタナ 牡8芦 56 熊沢 重文 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478－ 21：59．33 47．0
813 バンドワゴン 牡6黒鹿54 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 542－ 21：59．4	 6．9�
69 
 シャドウパーティー �8鹿 54 浜中 俊飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud B502＋122：01．1大差 76．9�
711 ケイティープライド 牡7鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486－102：01．2クビ 28．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 185，897，500円 複勝： 234，879，500円 枠連： 87，739，700円
馬連： 610，669，800円 馬単： 240，839，800円 ワイド： 282，746，200円
3連複： 1，029，058，300円 3連単： 1，627，188，600円 計： 4，299，019，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 260円 � 200円 � 300円 枠 連（2－6） 1，730円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，200円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 30，410円

票 数

単勝票数 計1858975 的中 � 209183（4番人気）
複勝票数 計2348795 的中 � 228299（3番人気）� 328727（2番人気）� 193405（6番人気）
枠連票数 計 877397 的中 （2－6） 39096（7番人気）
馬連票数 計6106698 的中 �� 247093（5番人気）
馬単票数 計2408398 的中 �� 46803（12番人気）
ワイド票数 計2827462 的中 �� 89137（6番人気）�� 60082（14番人気）�� 63709（12番人気）
3連複票数 計10290583 的中 ��� 113055（21番人気）
3連単票数 計16271886 的中 ��� 38786（82番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．3―11．6―11．5―11．9―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．4―46．7―58．3―1：09．8―1：21．7―1：33．6―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タツゴウゲキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．6．6 阪神10着

2012．4．21生 牡5鹿 母 ニシノプルメリア 母母 ニシノムーンライト 17戦4勝 賞金 85，235，000円
〔騎手変更〕 タツゴウゲキ号の騎手M．デムーロは，第7競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※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。

22048 8月6日 曇 良 （29小倉2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 特 別
発走16時15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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿52 北村 友一山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 438＋ 61：08．2 4．9�
510 タイセイブレーク 牡3栗 54 D．ホワイト 田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 510＋121：08．41� 12．0�

（香港）

816 ダノンメモリー 	4鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 520－18 〃 アタマ 31．0�
59 ウインハートビート 牡4栗 57 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 4 〃 ハナ 8．4�
48 ペプチドリリー 牝3黒鹿52 高倉 稜沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 440＋ 21：08．61 21．3�
36 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿54 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 474＋ 21：08．7
 3．5	
35 プレシャスロード 	5青鹿57 岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 472＋ 6 〃 ハナ 79．4

611 フェザリータッチ 牡4鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：08．8クビ 27．2�
713 メイショウシャチ 牡4鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 482＋14 〃 クビ 16．3
714 サンライズビーム 牡4芦 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 450＋ 2 〃 アタマ 37．5�
11 ラブローレル 牝5青鹿55 秋山真一郎増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426＋121：08．9� 75．3�
23 スナークスカイ 牡4鹿 57 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 450± 01：09．0クビ 37．3�
47 イ ロ ハ 牝3鹿 52 加藤 祥太山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 428＋ 81：09．1
 199．5�
817 スパイチャクラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 472－ 41：09．2クビ 3．6�
815 ダッシャークワトロ 	4鹿 57 太宰 啓介芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B448± 01：09．62� 292．8�
612 ヤマカツセレーヌ 牝5栗 55 松山 弘平山田 和夫氏 杉山 晴紀 日高 中原牧場 456＋101：10．13 180．3�
12 ハッピーマテリアル 牝3鹿 52 松若 風馬�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 51：10．52� 36．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 65，779，000円 複勝： 88，313，300円 枠連： 40，201，300円
馬連： 169，951，300円 馬単： 67，712，300円 ワイド： 89，533，600円
3連複： 241，314，400円 3連単： 329，308，400円 計： 1，092，113，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 470円 � 770円 枠 連（2－5） 1，080円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，550円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 26，630円 3 連 単 ��� 109，510円

票 数

単勝票数 計 657790 的中 � 105405（3番人気）
複勝票数 計 883133 的中 � 122347（3番人気）� 46327（6番人気）� 26225（11番人気）
枠連票数 計 402013 的中 （2－5） 28617（5番人気）
馬連票数 計1699513 的中 �� 41153（8番人気）
馬単票数 計 677123 的中 �� 9034（18番人気）
ワイド票数 計 895336 的中 �� 18620（11番人気）�� 8994（29番人気）�� 5156（44番人気）
3連複票数 計2413144 的中 ��� 6794（91番人気）
3連単票数 計3293084 的中 ��� 2180（352番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．2―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．5―45．2―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペ ス カ ネ ラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．3生 牝3黒鹿 母 ピーチドラフト 母母 ヤマノラヴリー 9戦2勝 賞金 24，350，000円
〔騎手変更〕 ヤマカツセレーヌ号の騎手酒井学は，第7競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。

スパイチャクラ号の騎手M．デムーロは，第7競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
※出走取消馬 ヴィーヴァテキーラ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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） 2頭 テイエムダグラス号・ワンアフター号
（非抽選馬） 1頭 ブライティアレディ号
※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。

２レース目



（29小倉2）第4日 8月6日（日曜日） 晴後雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 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

239，930，000円
15，760，000円
2，160，000円
27，570，000円
64，949，000円
4，956，800円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
572，461，500円
759，065，200円
269，664，900円
1，402，441，100円
637，270，300円
733，049，500円
2，116，242，400円
3，317，229，900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 9，807，424，800円

総入場人員 19，846名 （有料入場人員 ）
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