
22097 8月26日 曇 稍重 （29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

56 ペイシャルアス 牝2栗 54 和田 竜二北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 472－ 21：08．7 1．8�
811 ヤマニンルネッタ 牝2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－101：09．23 18．9�
710 ロ ン ス 牝2芦 54 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 456± 0 〃 クビ 16．5�
55 ディアボレット 牝2栗 54

53 ☆荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 430＋ 41：09．52 12．1�
812 ア オ ラ ニ 牝2栗 54 松若 風馬山住 勲氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 448＋12 〃 アタマ 6．2�
33 スノーガーデン 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 454－ 21：09．6� 79．0	
11 チャームリング 牝2青鹿54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 新冠橋本牧場 430－ 61：10．02� 8．3

22 アイランドクイーン 牝2鹿 54 幸 英明大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 446－161：10．21� 43．8�
44 ピ ー ナ ツ 牝2栗 54 川田 将雅小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 466－ 41：10．41� 8．2�
79 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 474－ 41：10．5� 119．0
67 ヤエノメイク 牝2黒鹿 54

53 ☆義 英真柳田 英子氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 422－ 41：11．14 282．7�

68 シゲルカボチャ 牝2鹿 54
53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 398－ 81：11．84 347．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，097，500円 複勝： 28，917，800円 枠連： 7，551，900円
馬連： 34，083，800円 馬単： 19，142，100円 ワイド： 21，191，000円
3連複： 50，558，000円 3連単： 73，047，300円 計： 253，589，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 400円 � 270円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 710円 �� 520円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 12，060円

票 数

単勝票数 計 190975 的中 � 86497（1番人気）
複勝票数 計 289178 的中 � 119505（1番人気）� 11333（7番人気）� 19063（6番人気）
枠連票数 計 75519 的中 （5－8） 14570（1番人気）
馬連票数 計 340838 的中 �� 15648（6番人気）
馬単票数 計 191421 的中 �� 6129（9番人気）
ワイド票数 計 211910 的中 �� 7752（6番人気）�� 10982（5番人気）�� 2816（22番人気）
3連複票数 計 505580 的中 ��� 10819（14番人気）
3連単票数 計 730473 的中 ��� 4391（42番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 ・（3，5）6（1，4，7）8（2，11）（10，12）9 4 ・（3，5）6（1，4）（2，7，11）（10，8，12）9

勝馬の
紹 介

ペイシャルアス �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．7．8 中京5着

2015．3．25生 牝2栗 母 ル ア ス 母母 アイリッシュクレア 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカボチャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月26日まで平地競

走に出走できない。

22098 8月26日 曇 稍重 （29小倉2）第9日 第2競走 ��
��1，800�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
1：47．9
1：45．9

良
良

11 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 478－ 21：50．3 4．1�
55 ウォーターパルフェ 牡2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 476± 01：50．51� 2．7�
22 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 474－ 21：50．6� 16．2�
66 キタサンタイドー 牡2黒鹿54 川田 将雅�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 41：50．7� 2．4�
44 ザリーティー 牝2栗 54 幸 英明中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 442＋ 61：51．12� 77．6�
33 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 416－ 61：52．05 102．1

88 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 476－ 61：52．21	 45．6�
77 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± 01：52．51
 13．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 19，883，000円 複勝： 25，305，300円 枠連： 発売なし
馬連： 31，141，300円 馬単： 18，433，300円 ワイド： 16，142，900円
3連複： 35，412，300円 3連単： 71，738，200円 計： 218，056，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 130円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 200円 �� 500円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 5，590円

票 数

単勝票数 計 198830 的中 � 40052（3番人気）
複勝票数 計 253053 的中 � 40702（3番人気）� 64740（2番人気）� 16990（4番人気）
馬連票数 計 311413 的中 �� 51855（3番人気）
馬単票数 計 184333 的中 �� 13612（6番人気）
ワイド票数 計 161429 的中 �� 24511（3番人気）�� 7341（8番人気）�� 8666（5番人気）
3連複票数 計 354123 的中 ��� 15917（5番人気）
3連単票数 計 717382 的中 ��� 9290（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．0―49．7―1：02．2―1：14．0―1：26．0―1：38．0

コーナー
通過順位

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

2
4
8，7－6（3，5）2，1－4・（6，1）（5，2）8，7，3，4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムリボー 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2017．8．6 小倉2着

2015．2．24生 牡2青鹿 母 メロディペリオット 母母 メロデイスキー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 バーニングガール号の騎手岩崎翼は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・6番）

テイエムリボー号の騎手小牧太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・2番）
〔その他〕 テイエムリボー号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

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26日 曇 稍重 （29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 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
2：38．1
2：37．3

良
良

714 メイショウキリマ 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 506－ 22：40．3 30．5�

48 スマートシグルズ 牡3栗 56 川田 将雅大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 442－ 2 〃 クビ 4．8�
24 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 466－ 42：40．61� 12．8�
510 モズアトラクション 牡3栗 56 幸 英明 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 470＋ 4 〃 クビ 9．7�
816 スプリングボックス 牡3黒鹿56 浜中 俊�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 474－ 6 〃 ハナ 12．5	
36 ウインプルミエ 牝3鹿 54 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B438＋ 82：40．81� 23．9

47 ラ フ ィ ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 斉藤 崇史 浦河 日の出牧場 450＋ 22：41．33 18．3�
815 ベリンダジーク 牝3黒鹿54 	島 克也 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 500－ 82：41．4
 339．5

（佐賀）

612 タルトリンツァー 牝3黒鹿 54
51 ▲富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 380－ 42：41．61
 158．4�
12 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 B490－ 62：42．34 230．1�
713� エイシンクリッパー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�栄進堂 松元 茂樹 愛 H. K. Ei-
shindo 450＋ 22：43．04 8．1�

35 アレススピアー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 62：43．32 4．0�

59 タイセイバロン 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 496± 02：43．83 33．2�

11 マンボスカイ 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486－ 42：45．7大差 4．4�
23 リアリスティック 牡3鹿 56 川須 栄彦 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 520－ 62：46．12
 154．1�
611 ラ ピ ュ ル テ 牝3鹿 54

53 ☆	島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 442－14 （競走中止） 59．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，542，800円 複勝： 30，957，000円 枠連： 9，749，000円
馬連： 41，076，900円 馬単： 19，258，200円 ワイド： 27，985，700円
3連複： 56，411，300円 3連単： 66，080，500円 計： 272，061，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，050円 複 勝 � 710円 � 210円 � 380円 枠 連（4－7） 1，140円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 17，870円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 4，560円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 27，310円 3 連 単 ��� 164，630円

票 数

単勝票数 計 205428 的中 � 5375（10番人気）
複勝票数 計 309570 的中 � 9715（9番人気）� 47356（3番人気）� 20608（6番人気）
枠連票数 計 97490 的中 （4－7） 6577（5番人気）
馬連票数 計 410769 的中 �� 4938（26番人気）
馬単票数 計 192582 的中 �� 808（65番人気）
ワイド票数 計 279857 的中 �� 3078（29番人気）�� 1551（46番人気）�� 5744（15番人気）
3連複票数 計 564113 的中 ��� 1549（95番人気）
3連単票数 計 660805 的中 ��� 291（535番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．4―12．3―13．0―13．4―12．4―11．7―12．4―12．2―12．4―12．7

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�
12．5―23．7―35．4―47．8―1：00．1―1：13．1―1：26．5―1：38．9―1：50．6―2：03．0―2：15．2―2：27．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．7―3F37．3
1
�
1，13（3，9）5（6，14）8，15，4，10（2，12）16－7－11
13（1，9，14）（5，8，15）（4，10）6（3，16）12，2（11，7）

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

勝馬の
紹 介

メイショウキリマ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2017．1．28 京都7着

2014．3．17生 牡3鹿 母 サイレンスアモール 母母 プレイリークイーン 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 ラピュルテ号は，競走中に疾病〔右第3中足骨々折〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンボスカイ号・リアリスティック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月

26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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チュウワフォース号
（非抽選馬） 1頭 モハー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22100 8月26日 曇 重 （29小倉2）第9日 第4競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走11時15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

58 � クーファディーヴァ 牝3栗 54
51 ▲富田 暁大迫久美子氏 中内田充正 英 Zenno Man-

agement Inc 450－10 58．3 19．8�
813 ダノンコスモス 牝3栗 54 松山 弘平�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 474－ 6 58．51� 10．4�
34 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± 0 58．71� 2．7�
33 タガノラガッツォ 牡3鹿 56 酒井 学八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 8 〃 クビ 35．0�
814 ウニオミュスティカ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B498＋ 2 〃 ハナ 3．9�
69 ラインジェット 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446＋ 4 〃 ハナ 30．1	
22 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 456＋ 2 58．8	 17．7

610 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 436－ 2 58．9	 4．8�
45 クールデイズ 牡3黒鹿56 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 476＋ 2 59．11
 14．0�
712 アスターワイルド 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 木田牧場 480± 0 59．2
 122．6
11 シゲルシャチ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 B478＋12 59．3クビ 15．7�
711 グッドアビリティ 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿長谷川光司氏 森田 直行 新ひだか へいはた牧場 406＋ 41：00．25 381．9�
46 メイショウセトギリ 牝3黒鹿54 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 492＋141：00．4	 245．5�
57 アイアンブルー 牡3青鹿56 �島 良太�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 490 ―1：00．93 114．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，305，700円 複勝： 33，513，700円 枠連： 9，838，500円
馬連： 42，990，200円 馬単： 21，907，100円 ワイド： 27，393，600円
3連複： 56，958，100円 3連単： 72，705，900円 計： 291，612，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 410円 � 280円 � 140円 枠 連（5－8） 2，640円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 22，050円

ワ イ ド �� 3，320円 �� 1，040円 �� 690円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 81，470円

票 数

単勝票数 計 263057 的中 � 10622（8番人気）
複勝票数 計 335137 的中 � 16529（8番人気）� 27759（5番人気）� 82506（1番人気）
枠連票数 計 98385 的中 （5－8） 2881（11番人気）
馬連票数 計 429902 的中 �� 3994（27番人気）
馬単票数 計 219071 的中 �� 745（66番人気）
ワイド票数 計 273936 的中 �� 2024（36番人気）�� 6806（12番人気）�� 10660（6番人気）
3連複票数 計 569581 的中 ��� 5421（28番人気）
3連単票数 計 727059 的中 ��� 647（270番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．2―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クーファディーヴァ �
�
父 Frankel �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．11．19 京都12着

2014．4．1生 牝3栗 母 Eden’s Causeway 母母 North Of Eden 4戦1勝 賞金 5，500，000円
※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 シゲルドラネコ号・ダイシンフォルテ号・デロングスター号



22101 8月26日 曇 稍重 （29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

610 ブラウハーツ 牡2鹿 54 松山 弘平金山 敏也氏 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 430 ―1：09．7 9．8�
712 ラペールノアール 牝2青 54 北村 友一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 392 ― 〃 クビ 11．4�
58 メイショウトラマツ 牡2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 480 ―1：09．91� 4．0�
23 ア プ ロ ー ズ 牝2鹿 54 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 438 ―1：10．0� 2．8�
11 オ ル ニ ス 牝2黒鹿54 幸 英明中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 534 ― 〃 クビ 6．2�
22 キングリーフィスト 牡2鹿 54 松若 風馬山口 敦広氏 清水 久詞 日高 道見牧場 490 ― 〃 アタマ 62．7	
713 セパヌイール 牝2栗 54

53 ☆荻野 極レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 434 ―1：10．21� 72．9

35 ワ ン ウ イ ン 牡2黒鹿54 川須 栄彦竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 上山牧場 432 ― 〃 ハナ 23．8�
34 カシノアプローズ 牝2芦 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 加藤 重治 504 ―1：10．41� 41．9�
46 ラクシュミー 牝2鹿 54 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 浦河小林牧場 416 ―1：11．25 12．2
815 ディストワルビー 牝2黒鹿54 酒井 学西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 414 ―1：11．41� 126．0�
59 ジツリキダッシュ 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼河合實貴男氏 佐藤 正雄 浦河 冨岡牧場 466 ―1：11．71� 182．6�
611 コウエイスーシェフ 牡2栗 54

51 ▲森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 日高 庄野牧場 438 ―1：11．8クビ 89．2�
814 エイシンヘリオス 牡2鹿 54 秋山真一郎�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 468 ―1：12．22� 27．7�
47 スズカヒューズ 牡2栗 54

53 ☆�島 克駿永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 森 牧場 480 ―1：13．810 163．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，197，300円 複勝： 25，769，800円 枠連： 9，397，100円
馬連： 38，154，700円 馬単： 21，405，800円 ワイド： 22，711，100円
3連複： 48，375，300円 3連単： 61，086，700円 計： 251，097，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 280円 � 290円 � 150円 枠 連（6－7） 3，270円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 710円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 39，540円

票 数

単勝票数 計 241973 的中 � 20684（4番人気）
複勝票数 計 257698 的中 � 21279（4番人気）� 19885（5番人気）� 54892（2番人気）
枠連票数 計 93971 的中 （6－7） 2227（17番人気）
馬連票数 計 381547 的中 �� 6684（15番人気）
馬単票数 計 214058 的中 �� 1836（29番人気）
ワイド票数 計 227111 的中 �� 4579（14番人気）�� 8260（8番人気）�� 9124（6番人気）
3連複票数 計 483753 的中 ��� 6565（16番人気）
3連単票数 計 610867 的中 ��� 1120（123番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラウハーツ �
�
父 エイシンアポロン �

�
母父 Malibu Moon 初出走

2015．4．30生 牡2鹿 母 エーシンブイムード 母母 Val U Me 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカヒューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月26日まで平地競

走に出走できない。

22102 8月26日 曇 重 （29小倉2）第9日 第6競走 ��1，700�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 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
1：40．9

不良
重

510 ハニーゴールド �3鹿 56 水口 優也青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：45．2 7．8�
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 504－ 21：45．41 1．8�
59 スズカマイゲスト 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480＋ 61：45．5� 13．1�
11 アイファーイチオー 牡3栗 56

55 ☆荻野 極中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 486＋ 6 〃 クビ 4．5�
611 ブルベアバック 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 444＋101：45．6� 14．4	
47 ブルベアバイソン 牡3栗 56 松山 弘平 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 456± 01：46．02� 22．0

23 オールージュ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 450＋ 21：46．21� 182．8�

816 レジスタンス �3鹿 56 松若 風馬�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ B438± 0 〃 ハナ 56．5�

12 メイショウシエロ 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 482－101：46．3� 21．2

714 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 442＋ 21：46．93� 66．1�

713 サーワシントン �3芦 56 和田 竜二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 16．2�
35 グ リ ニ カ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 槇本牧場 528＋121：47．22 83．2�

48 テイエムアルドーレ 牝3栗 54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 474－ 41：47．83� 396．0�
24 ヴェストリス 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁�G1レーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 506＋ 41：48．01� 199．4�
815 メイショウツムギ 牝3栗 54 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 454＋ 21：48．1	 269．8�

（15頭）
612 コールアングレ 牡3青鹿56 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，614，200円 複勝： 34，429，400円 枠連： 10，739，900円
馬連： 41，565，000円 馬単： 21，633，800円 ワイド： 25，802，500円
3連複： 53，226，900円 3連単： 71，333，300円 計： 282，345，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 110円 � 280円 枠 連（3－5） 540円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，050円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 24，990円

票 数

単勝票数 差引計 236142（返還計 403） 的中 � 24054（3番人気）
複勝票数 差引計 344294（返還計 366） 的中 � 26256（4番人気）� 155119（1番人気）� 18508（5番人気）
枠連票数 差引計 107399（返還計 20） 的中 （3－5） 15330（2番人気）
馬連票数 差引計 415650（返還計 1825） 的中 �� 37742（3番人気）
馬単票数 差引計 216338（返還計 828） 的中 �� 7842（7番人気）
ワイド票数 差引計 258025（返還計 1178） 的中 �� 17069（3番人気）�� 2981（22番人気）�� 10345（8番人気）
3連複票数 差引計 532269（返還計 4178） 的中 ��� 9443（14番人気）
3連単票数 差引計 713333（返還計 6747） 的中 ��� 2069（78番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．0―42．6―55．0―1：07．4―1：19．8―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3
10，16－（8，11）（7，15）1（9，13）3（5，6，14）2，4・（10，16）11（1，7）（9，15，13）（8，3，6，14）－（2，4）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハニーゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．10．10 京都5着

2014．4．17生 �3鹿 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔出走取消〕 コールアングレ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※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 ティンガティンガ号
（非抽選馬） 1頭 オーサム号



22103 8月26日 曇 稍重 （29小倉2）第9日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時05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

510 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 476－ 22：01．5 5．6�

11 アオイスカーレット 牝3鹿 54 川田 将雅新谷 正子氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 4 〃 クビ 2．9�
715 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 482＋ 22：01．6クビ 5．1�
818 プライヤビスタ 牡3鹿 56 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム 586－102：01．7� 3．5�
817 バ ー ボ ネ ラ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 クビ 69．7	
714 ローレルヴィクター 牡3鹿 56 幸 英明 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 464＋ 4 〃 アタマ 43．7

36 ナッシングエルス 牡3黒鹿56 �島 良太名古屋友豊� 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B456＋ 22：01．91 79．0�
713 コスモトゥイーク 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 22：02．0� 16．8�
48 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 446－ 62：02．21� 63．3
816 レ ッ ク ス 	3栗 56

53 ▲富田 暁小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 440－ 22：02．62� 351．5�
24 レーヴルシード 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 410－ 4 〃 クビ 48．4�
12 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± 02：02．91� 98．1�
612 ファイトプラス 牡3栗 56 高倉 稜村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 454－ 8 〃 アタマ 292．8�
35 カ テ ナ チ オ 牡3鹿 56 小牧 太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 バンダム牧場 450－182：03．0クビ 97．7�
59 ダニエリカズマ 牡3鹿 56 松若 風馬合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 460－ 62：03．1� 55．5�
611 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 B486－ 62：03．2� 95．9�
47 アダージェット 牡3鹿 56 川島 信二名古屋友豊� 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 506± 02：04．47 213．0�
23 ニホンピロレイカー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 444－ 8 （競走中止） 20．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，002，800円 複勝： 32，985，400円 枠連： 12，686，600円
馬連： 49，295，300円 馬単： 23，239，700円 ワイド： 29，638，400円
3連複： 64，248，100円 3連単： 79，789，800円 計： 316，886，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 130円 � 160円 枠 連（1－5） 760円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 280円 �� 370円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 250028 的中 � 35253（4番人気）
複勝票数 計 329854 的中 � 54936（3番人気）� 76582（1番人気）� 47096（4番人気）
枠連票数 計 126866 的中 （1－5） 12850（4番人気）
馬連票数 計 492953 的中 �� 57493（2番人気）
馬単票数 計 232397 的中 �� 10948（4番人気）
ワイド票数 計 296384 的中 �� 28343（1番人気）�� 19646（3番人気）�� 18445（5番人気）
3連複票数 計 642481 的中 ��� 35795（2番人気）
3連単票数 計 797898 的中 ��� 8257（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．7―12．5―12．4―12．0―12．2―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．5―48．2―1：00．7―1：13．1―1：25．1―1：37．3―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．4
1
3

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

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

ライトオブピース �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2016．8．27 新潟5着

2014．3．1生 牡3鹿 母 グッバイマイラブ 母母 モストアミュージング 11戦1勝 賞金 12，450，000円
〔競走中止〕 ニホンピロレイカー号は，競走中に疾病〔前肢跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。
〔制裁〕 レックス号の調教師作田誠二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

バーボネラ号の騎手�島克駿は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アストロノート号・シャルマンクリール号・ブルノ号・ローズカスケイド号

22104 8月26日 曇 重 （29小倉2）第9日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：40．9

不良
重

34 イ ン テ ィ 牡3栗 54 松若 風馬武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 502＋ 61：43．8 2．4�
46 タマモアタック 牡5鹿 57 小牧 太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 41：44．54 5．6�
35 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 468＋ 41：44．6� 10．2�

59 タ イ ユ ー ル 牡5芦 57 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B492－ 61：45．23� 24．6�
610 ナムラスパルタクス 牡3黒鹿54 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 458± 01：45．41� 4．6�
47 マテラアリオン 牡4黒鹿57 和田 竜二大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 472－ 81：45．5クビ 15．5	
58 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± 0 〃 クビ 11．1

22 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55 酒井 学�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 462＋101：45．71� 22．6�
611 イェドプリオル 牡5青鹿 57

56 ☆荻野 極�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 526＋ 4 〃 アタマ 26．8
713 サンマルアリュール 牝5栗 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 520－ 41：45．91� 81．3�
814	 オンザフロウ 牝4鹿 55 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－ 41：46．21� 35．8�
11 オ ー パ 
4鹿 57 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B474－101：46．3� 44．4�
815 スナークライデン 牡3芦 54 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 472＋ 21：46．51� 80．6�
712 スリーパスポート 牡4黒鹿57 川島 信二永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 482＋ 11：49．6大差 92．3�

（14頭）
23 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 448－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，828，400円 複勝： 41，769，300円 枠連： 17，509，000円
馬連： 55，693，800円 馬単： 25，620，700円 ワイド： 35，037，400円
3連複： 66，429，000円 3連単： 81，669，900円 計： 352，557，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 170円 � 250円 枠 連（3－4） 580円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 410円 �� 630円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 差引計 288284（返還計 13826） 的中 � 92530（1番人気）
複勝票数 差引計 417693（返還計 19874） 的中 � 91006（1番人気）� 61799（3番人気）� 35178（5番人気）
枠連票数 差引計 175090（返還計 1271） 的中 （3－4） 23205（1番人気）
馬連票数 差引計 556938（返還計 95654） 的中 �� 48856（2番人気）
馬単票数 差引計 256207（返還計 41579） 的中 �� 14139（2番人気）
ワイド票数 差引計 350374（返還計 54100） 的中 �� 22927（2番人気）�� 13986（6番人気）�� 10820（9番人気）
3連複票数 差引計 664290（返還計199994） 的中 ��� 17136（6番人気）
3連単票数 差引計 816699（返還計261632） 的中 ��� 7090（5番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．3―12．3―12．8―12．2―12．4―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．0―41．3―54．1―1：06．3―1：18．7―1：31．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3
4，2－15（11，14）6（5，9）（12，10）（7，13）8－1
4（2，15）（5，6，11，14）（7，9，10）8，13＝（1，12）

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

勝馬の
紹 介

イ ン テ ィ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Northern Afleet デビュー 2017．4．8 阪神9着

2014．4．8生 牡3栗 母 キ テ ィ 母母 フォレストキティ 3戦2勝 賞金 12，500，000円
〔競走除外〕 シゲルキハダマグロ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーパスポート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月26日まで平地競

走に出走できない。



22105 8月26日 曇 良 （29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 371，000円 106，000円 53，000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

35 レグルドール 牝2鹿 55 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 462＋ 21：09．6 1．4�
611 コウエイユキチャン 牡2栗 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 田原牧場 478＋ 21：10．02� 6．4�
59 ニコルハイウェイ 牡2鹿 55 北村 友一杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 446＋ 61：10．1クビ 20．0�
47 ショウナンタクト 牡2黒鹿55 浜中 俊�湘南 梅田 智之 熊本 本田 土寿 470＋ 4 〃 クビ 9．3�
817 テイエムヒットンダ 牝2鹿 53 森 裕太朗竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 426＋ 41：10．63 90．5	
816 プリンセスブーケ 牝2栗 53 菱田 裕二竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 440＋ 81：10．7� 21．9

36 キリシマアスカ 牝2鹿 53 川田 将雅土屋 君春氏 橋口 慎介 宮崎 土屋牧場 424－ 61：10．8� 10．6�
713 テイエムオジャッタ 牡2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 B448＋ 61：11．01 83．8�
23 キリシマアオゾラ 牝2鹿 53 太宰 啓介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 404－ 41：11．32 173．5
48 ヒトモジノグルグル 牝2栗 53 幸 英明内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 404± 01：11．4� 28．7�
510 カシノランペイジ 牡2黒鹿53 	島 克駿柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 508＋ 8 〃 クビ 258．2�
815
 シェナキラキラ 牝2黒鹿55 竹吉 徹冨田 藤男氏 古賀 光範 熊本 ストームファーム

コーポレーション 418－ 11：12．14 300．5�
（佐賀） （佐賀）

714 テイエムミズホゴー 牡2鹿 53 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 454－ 4 〃 ハナ 426．8�
12 ズ ッ チ ー ナ 牝2黒鹿53 和田 竜二山下 良子氏 岩元 市三 鹿児島 釘田 義美 472± 01：12．84 144．1�
11 カシノパンプアップ 牡2栗 53 	島 良太柏木 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 456－ 21：13．01� 332．4�
24 
 オレンジホープ 牝2栗 55 	島 克也片山 建治氏 手島 勝利 熊本 片山 建治 472－11 〃 クビ 166．7�

（佐賀） （佐賀）

612 カラシレンコン 牝2栗 53 義 英真内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 ストームファーム
コーポレーション 452－ 41：13．31� 373．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，949，800円 複勝： 143，897，700円 枠連： 19，257，900円
馬連： 78，335，900円 馬単： 49，222，200円 ワイド： 47，131，900円
3連複： 102，128，200円 3連単： 208，631，700円 計： 693，555，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 240円 �� 390円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 3，670円

票 数

単勝票数 計 449498 的中 � 243827（1番人気）
複勝票数 計1438977 的中 � 1078998（1番人気）� 85543（2番人気）� 44269（5番人気）
枠連票数 計 192579 的中 （3－6） 38689（1番人気）
馬連票数 計 783359 的中 �� 143635（1番人気）
馬単票数 計 492222 的中 �� 67242（1番人気）
ワイド票数 計 471319 的中 �� 58231（1番人気）�� 30201（4番人気）�� 11468（10番人気）
3連複票数 計1021282 的中 ��� 51929（4番人気）
3連単票数 計2086317 的中 ��� 41141（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．6―12．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．1―46．2―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．5
3 8，5，4，7（6，11）9（10，16）（14，13，17）－2，3，15，1，12 4 ・（8，5）11，7（6，9）4（10，16）（14，17）13，3，2－15，1，12

勝馬の
紹 介

レグルドール �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Yonaguska デビュー 2017．7．30 小倉1着

2015．3．20生 牝2鹿 母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger 3戦2勝 賞金 27，837，000円
〔制裁〕 カラシレンコン号の調教師大根田裕之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 ズッチーナ号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨複骨折〕を発症。なお、同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノパンプアップ号・オレンジホープ号・カラシレンコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年9月26日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22106 8月26日 曇 良 （29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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 ヴァフラーム 牝5鹿 55 川田 将雅市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480± 02：00．7 2．8�

89 サマーローズ 牝5栗 55 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 482－ 22：01．02 24．3�
44 ナリタピクシー 牝4鹿 55 和田 竜二�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 514＋102：01．1クビ 7．8�
66 エッジースタイル 牝4栗 55 荻野 極 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 5．8�
77 ジ ル ダ 牝5鹿 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 444＋ 42：01．31� 48．3	
88 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 460－ 82：01．72� 23．3

33 ヤマニンエルフィン 牝6鹿 55 �島 克駿土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 488－ 6 〃 クビ 32．2�
55 モーヴサファイア 牝3鹿 52 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 500＋102：02．87 4．5�
11 アルメリアブルーム 牝3鹿 52 幸 英明 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 424＋142：03．22 4．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，592，700円 複勝： 58，977，800円 枠連： 14，806，800円
馬連： 87，599，400円 馬単： 42，389，500円 ワイド： 46，019，600円
3連複： 108，049，800円 3連単： 203，539，600円 計： 601，975，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 370円 � 220円 枠 連（2－8） 1，220円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 750円 �� 410円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 23，490円

票 数

単勝票数 計 405927 的中 � 113320（1番人気）
複勝票数 計 589778 的中 � 207563（1番人気）� 27311（6番人気）� 54699（5番人気）
枠連票数 計 148068 的中 （2－8） 9388（5番人気）
馬連票数 計 875994 的中 �� 28473（10番人気）
馬単票数 計 423895 的中 �� 9003（17番人気）
ワイド票数 計 460196 的中 �� 15555（9番人気）�� 31176（4番人気）�� 5727（23番人気）
3連複票数 計1080498 的中 ��� 15832（18番人気）
3連単票数 計2035396 的中 ��� 6282（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―13．1―12．3―11．9―11．6―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．6―49．7―1：02．0―1：13．9―1：25．5―1：37．1―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァフラーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．7．12 中京3着

2012．2．13生 牝5鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 18戦4勝 賞金 69，007，000円



22107 8月26日 曇 稍重 （29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，28．8．27以降29．8．20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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

24 ナムラアラシ 牡4鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 520－101：43．0 7．0�
48 クリノリーソクツモ 牝5鹿 52 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 446＋ 2 〃 クビ 38．9�
714 クールオープニング 牡6青鹿54 北村 友一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 21：43．1� 101．4�
12 � サンライズネオ 牡7黒鹿54 高倉 稜松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478＋ 21：43．2クビ 75．7�
59 ヨ シ オ 牡4鹿 55 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 468＋ 21：43．41	 6．9�
23 コパノアラジン 牡4栗 55 川田 将雅小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 514＋ 21：43．71� 4．1�
510 メイプルブラザー 牡3栗 53 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 470－ 21：43．91	 3．6	
713 ロイヤルパンプ 牡5栗 55 松若 風馬吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 524＋ 41：44．0
 16．1

47 アドマイヤランディ 牡6栗 55 松山 弘平近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：44．21
 15．7�
36 ロードフォワード 牡6青鹿53 岩崎 翼 �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 458－ 41：44．3
 25．8
611 ウエスタンパレード 牡6栗 54 小牧 太 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 510－ 81：45．04 42．9�
815� ミキノハルモニー 牡6栃栗54 荻野 極谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 460± 01：45．31� 75．0�
11 メイショウワコン 牡6栗 53 菱田 裕二松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B498－ 41：45．51	 87．2�
612 ミキノグランプリ 牡6栗 54 秋山真一郎谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 468＋ 41：45．6クビ 23．9�
816 マッシヴランナー 牡5黒鹿54 �島 克駿小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 518＋ 4 〃 クビ 44．2�
35 キングストーン 牡6鹿 54 和田 竜二寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B506＋ 41：45．7クビ 7．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，733，600円 複勝： 81，215，300円 枠連： 53，070，300円
馬連： 201，255，700円 馬単： 78，508，100円 ワイド： 97，980，700円
3連複： 296，954，700円 3連単： 393，495，400円 計： 1，259，213，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 920円 � 2，760円 枠 連（2－4） 1，600円

馬 連 �� 12，930円 馬 単 �� 19，240円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 8，210円 �� 29，130円

3 連 複 ��� 229，840円 3 連 単 ��� 891，510円

票 数

単勝票数 計 567336 的中 � 64416（4番人気）
複勝票数 計 812153 的中 � 93282（4番人気）� 21888（10番人気）� 6865（16番人気）
枠連票数 計 530703 的中 （2－4） 25558（8番人気）
馬連票数 計2012557 的中 �� 12058（38番人気）
馬単票数 計 785081 的中 �� 3060（62番人気）
ワイド票数 計 979807 的中 �� 7416（34番人気）�� 3076（68番人気）�� 861（114番人気）
3連複票数 計2969547 的中 ��� 969（345番人気）
3連単票数 計3934954 的中 ��� 320（1570番人気）

ハロンタイム 6．7―10．9―11．5―12．0―12．0―11．9―12．2―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．6―29．1―41．1―53．1―1：05．0―1：17．2―1：29．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．0
1
3
12，9（1，3，16）5（8，13）6，2（7，10，11）－14－4－15・（12，9）（8，3）16（1，5）（2，13，4）（6，10）14，7，11－15

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

勝馬の
紹 介

ナムラアラシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．12．26 阪神1着

2013．4．27生 牡4鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 19戦5勝 賞金 87，084，000円
〔制裁〕 ナムラアラシ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

クールオープニング号の騎手北村友一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アースコネクター号・イクラトロ号・ラブミークン号

22108 8月26日 曇 良 （29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

47 � エイシンピカソ 牝4栗 55 川田 将雅平井 克彦氏 野中 賢二 米
Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

448＋101：08．4 8．8�
12 ヒ ワ ラ ニ 牝4鹿 55 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 472± 0 〃 クビ 42．9�
59 クローディオ 	5鹿 57

56 ☆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 468＋ 41：08．61 7．5�
818
 ハ ル ク 牡4鹿 57 菱田 裕二�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 484－10 〃 クビ 71．9�
816
 ジ ェ ス ロ 	4鹿 57 浜中 俊松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 428＋ 21：08．7� 5．8	
612 ビップソルダー 牡3鹿 54 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 472－ 41：08．8� 100．9

36 プレシャスロード 	5青鹿 57

56 ☆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 470－ 2 〃 クビ 32．6�
715 カネトシブレス 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 446－101：08．9� 11．9�
611 スナークスカイ 牡4鹿 57 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 452＋ 2 〃 クビ 44．5
817 エスジープログレス 牡5栗 57 川須 栄彦竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 478－ 41：09．0クビ 102．4�
714 トウカイクローネ 牡5青鹿57 秋山真一郎内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 484＋ 4 〃 クビ 13．2�
24 メイショウシャチ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 470－121：09．21� 4．6�
713
 オヤジノハナミチ 牝3鹿 52 藤懸 貴志 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか 荒木 貴宏 444－ 6 〃 ハナ 279．0�
35 
 メイショウワカアユ 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 478＋ 21：09．41� 25．5�
11 
 スズカファイン 牡5栗 57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478－ 21：09．5� 45．7�
510 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿54 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 464－101：09．6� 3．7�
23 サチノリーダース 牡7青鹿57 小牧 太佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 競優牧場 B466－ 81：09．81� 74．9�
48 テイエムダグラス 牡4鹿 57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B512± 01：10．43� 103．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，703，800円 複勝： 61，828，500円 枠連： 32，223，400円
馬連： 108，806，400円 馬単： 46，794，600円 ワイド： 63，806，700円
3連複： 150，335，000円 3連単： 201，307，000円 計： 708，805，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 300円 � 960円 � 320円 枠 連（1－4） 6，960円

馬 連 �� 15，600円 馬 単 �� 22，450円

ワ イ ド �� 4，560円 �� 1，780円 �� 5，160円

3 連 複 ��� 47，110円 3 連 単 ��� 288，430円

票 数

単勝票数 計 437038 的中 � 39405（5番人気）
複勝票数 計 618285 的中 � 59167（4番人気）� 14772（11番人気）� 54331（5番人気）
枠連票数 計 322234 的中 （1－4） 3586（25番人気）
馬連票数 計1088064 的中 �� 5402（46番人気）
馬単票数 計 467946 的中 �� 1563（72番人気）
ワイド票数 計 638067 的中 �� 3584（47番人気）�� 9392（19番人気）�� 3160（53番人気）
3連複票数 計1503350 的中 ��� 2393（141番人気）
3連単票数 計2013070 的中 ��� 506（824番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（10，18）（3，4，11）（2，5）6（1，12，15）（7，16）（8，14）－（9，17）－13 4 ・（10，18）11（3，4）2，5（1，7，6）（15，16）（9，12）（8，14，17）13

勝馬の
紹 介

�エイシンピカソ �
�
父 Drosselmeyer �

�
母父 Vicar デビュー 2016．2．14 小倉1着

2013．2．22生 牝4栗 母 R Lady Joy 母母 Come On Joy 14戦2勝 賞金 26，344，000円
〔制裁〕 ヒワラニ号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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 ジョーマイク号



（29小倉2）第9日 8月26日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

189，020，000円
5，060，000円
15，480，000円
1，300，000円
20，840，000円
69，032，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
373，451，600円
599，567，000円
196，830，400円
809，998，400円
387，555，100円
460，841，500円
1，089，086，700円
1，584，425，300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 5，501，756，000円

総入場人員 8，650名 （有料入場人員 7，504名）
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