
22001 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1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

22 ディアンドル 牝2黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 474－ 41：08．7 1．2�
77 ソ ン リ ッ サ 牝2鹿 54 幸 英明野嶋 祥二氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 448－ 41：08．91� 9．5�
11 ウインバラーディア 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 61：09．32� 7．6�
88 ロイヤルヴィザージ 牝2鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 440－121：09．51� 38．0�
55 クリノビッグサージ 牝2栗 54 田中 健栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 486－ 41：09．92� 11．2	
66 ロイヤルヨット 牡2栗 54 武 豊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 21：10．43 12．6

44 アイファーサリーレ 牝2鹿 54

53 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 日高 Wing Farm 406± 01：10．71� 212．5�
33 ロ ズ 牝2鹿 54 �島 克駿 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B434－161：11．01� 110．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，737，400円 複勝： 78，732，900円 枠連： 発売なし
馬連： 31，831，900円 馬単： 23，386，000円 ワイド： 18，252，400円
3連複： 32，886，500円 3連単： 95，682，200円 計： 306，509，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 180円 �� 140円 �� 420円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 1，520円

票 数

単勝票数 計 257374 的中 � 161096（1番人気）
複勝票数 計 787329 的中 � 641090（1番人気）� 27991（4番人気）� 48990（2番人気）
馬連票数 計 318319 的中 �� 54209（2番人気）
馬単票数 計 233860 的中 �� 28304（2番人気）
ワイド票数 計 182524 的中 �� 24775（2番人気）�� 41913（1番人気）�� 8101（7番人気）
3連複票数 計 328865 的中 ��� 47355（2番人気）
3連単票数 計 956822 的中 ��� 45364（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．0―11．2―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―33．7―44．9―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 ・（2，5，6）－7－（1，4）8－3 4 2（5，6）7－1－4，8＝3

勝馬の
紹 介

ディアンドル 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．15 中京2着

2016．2．14生 牝2黒鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

22002 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25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 ウインインペリアル 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 488－101：46．3 9．7�
714 ケンイーサリアム 牡3鹿 56

54 △富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 484＋ 6 〃 アタマ 8．5�
59 インノータイム 牡3栗 56 武 豊了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 414＋ 41：46．93� 4．7�
612 スピンドクター �3黒鹿56 松若 風馬ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B458－ 41：47．0� 13．9�
47 ビストオブバーデン 牡3青鹿56 幸 英明�グランド牧場 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 472＋ 61：47．1� 4．8	
816 デンコウグランデ 牡3鹿 56 田中 健田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478＋ 91：47．52� 39．5

713 セ ダ 牡3黒鹿56 太宰 啓介国本 勇氏 昆 貢 日高 豊洋牧場 472－ 21：47．71	 22．9�
23 ビップフェリックス 牡3栗 56

54 △川又 賢治鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 470＋121：47．91	 11．3�
24 オーラロード 牡3青鹿56 �島 克駿吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 476－101：48．75 5．1
11 アスターヒューズ 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 新冠 須崎牧場 490－ 61：48．91� 124．5�
48 アスターシャンティ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 454－ 61：49．0クビ 68．3�
611 アイランドクイーン 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 440－121：50．17 19．0�
815 ゴルトグルーベ �3青鹿56 �島 良太吉田 晴哉氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 21：51．05 237．9�
12 ユイフェンネル 牡3青鹿56 浜中 俊�キーファーズ 松永 幹夫 新ひだか 佐藤 陽一 472± 01：51．1� 16．1�
36 エイシンエンデバー 牡3黒鹿56 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 484＋ 81：51．2アタマ 19．4�

（15頭）
35 アヴィドウィナー 牡3栗 56 川須 栄彦北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 16，390，200円 複勝： 21，980，600円 枠連： 8，651，300円
馬連： 34，783，900円 馬単： 15，484，700円 ワイド： 22，484，400円
3連複： 52，044，700円 3連単： 54，315，300円 計： 226，135，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 300円 � 190円 枠 連（5－7） 1，530円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 10，440円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，090円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 61，910円

票 数

単勝票数 差引計 163902（返還計 61） 的中 � 13475（5番人気）
複勝票数 差引計 219806（返還計 116） 的中 � 20296（4番人気）� 17263（5番人気）� 33820（2番人気）
枠連票数 差引計 86513（返還計 1 ） 的中 （5－7） 4374（6番人気）
馬連票数 差引計 347839（返還計 337） 的中 �� 4835（27番人気）
馬単票数 差引計 154847（返還計 114） 的中 �� 1112（47番人気）
ワイド票数 差引計 224844（返還計 300） 的中 �� 3242（25番人気）�� 5345（10番人気）�� 5569（9番人気）
3連複票数 差引計 520447（返還計 1198） 的中 ��� 4329（30番人気）
3連単票数 差引計 543153（返還計 1756） 的中 ��� 636（210番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．6―12．5―12．8―12．2―12．9―13．0―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．4―41．9―54．7―1：06．9―1：19．8―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインインペリアル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2018．2．17 京都8着

2015．6．5生 牡3栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン 7戦1勝 賞金 7，050，000円
〔出走取消〕 アヴィドウィナー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ウインインペリアル号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12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 ブラスト号
（非抽選馬） 2頭 クロスチェック号・サンライズタキオン号

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１日

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 7日第 3競走）
〔その他〕　　マイティークイーン号は，競走中に疾病〔左第 1指節種子骨々折〕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。



22003 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ピースフルウィーク 牝3栗 54 �島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 410＋ 41：08．5 27．5�
713 ネージュフレーズ 牝3芦 54 和田 竜二吉田 千津氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 25．1�
48 メイショウキョウジ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472± 01：08．71� 5．5�
12 ロケットクイーン 牝3鹿 54 太宰 啓介市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 462－ 61：08．8� 45．7�
23 プンタレオナ 牝3鹿 54

52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 426＋16 〃 ハナ 4．9	
24 プリメラビスタ 牝3栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 420－ 81：08．9� 4．0

59 ワールドビーター �3鹿 56 酒井 学岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B426± 01：09．0	 41．5�
612 ラペールノアール 牝3青 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 392－ 21：09．1� 3．4�
11 アオイチャン 牝3鹿 54 川須 栄彦内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 438－ 81：09．31� 166．9
510 ゴルトキルシェ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 446－ 41：09．51� 23．7�
36 タガノホタル 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 402－20 〃 ハナ 303．4�

816 サワヤカタイド 牡3青鹿56 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 440－ 7 〃 クビ 272．9�
47 ワンダーショコラ 牝3鹿 54 高倉 稜山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 秋場牧場 396－ 41：09．6クビ 346．6�
817 ヘヴンリーブライド 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 466－ 41：09．81� 33．9�
818 レジーナファースト 牝3鹿 54 松山 弘平ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 462－ 81：10．12 10．3�
714 ヒミングレーヴァ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 426－ 21：10．2	 128．7�
715 フレッチャロード 牝3鹿 54 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 470＋ 61：11．05 104．0�
611 ハッピーレインボー 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 460＋ 81：11．21� 177．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，441，200円 複勝： 38，576，800円 枠連： 11，449，600円
馬連： 46，518，900円 馬単： 21，985，600円 ワイド： 32，012，600円
3連複： 64，711，500円 3連単： 75，564，500円 計： 314，260，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 670円 � 700円 � 220円 枠 連（3－7） 16，160円

馬 連 �� 30，240円 馬 単 �� 58，470円

ワ イ ド �� 6，400円 �� 2，420円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 49，070円 3 連 単 ��� 468，240円

票 数

単勝票数 計 234412 的中 � 6797（8番人気）
複勝票数 計 385768 的中 � 13604（6番人気）� 13006（7番人気）� 54904（4番人気）
枠連票数 計 114496 的中 （3－7） 549（27番人気）
馬連票数 計 465189 的中 �� 1192（50番人気）
馬単票数 計 219856 的中 �� 282（102番人気）
ワイド票数 計 320126 的中 �� 1272（46番人気）�� 3434（25番人気）�� 3897（21番人気）
3連複票数 計 647115 的中 ��� 989（115番人気）
3連単票数 計 755645 的中 ��� 117（887番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．7―45．0―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（4，8）（11，18）（2，5，7，15）12（3，13）（1，17）（6，10，14）9，16 4 ・（4，8）（2，5，18）（3，13，11）7（1，12）15（10，17）9（6，14）16

勝馬の
紹 介

ピースフルウィーク �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．21 京都12着

2015．3．26生 牝3栗 母 ハッピーウィーク 母母 マイティーカラー 6戦1勝 賞金 5，750，000円

22004 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：44．1
1：43．9

良
良

612 ミーティアトレイル 牡3芦 56
54 △川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 446＋101：46．1 108．1�

35 ソールライト 牡3芦 56 高倉 稜畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 沖田 博志 492－ 2 〃 クビ 20．0�
11 メ ラ ナ イ ト 牡3青鹿56 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 466－121：46．2クビ 4．6�
12 リバプールタウン 牡3鹿 56 太宰 啓介薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 468－ 61：46．52 26．0�
510 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 北村 友一近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 402＋ 4 〃 ハナ 42．4	
59 ナリタブルー 牡3栗 56

54 △富田 暁�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 B474－ 81：46．92� 12．4

36 サ ン デ ィ ー 牝3黒鹿54 国分 優作ニッシンレーシング 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 456＋ 2 〃 クビ 42．9�
48 フォルシュナイト 牝3青鹿54 松若 風馬�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋121：47．11� 40．8�
714 ノヴェレッテ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428± 01：47．31� 41．0

713 サトノエターナル 牡3鹿 56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：47．4クビ 1．8�
23 	 モ ト カ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 愛

Ecurie des Mon-
ceaux & Haras
de St Pair

442－ 21：47．72 116．5�
47 スプリングスマイル 牡3鹿 56 武 豊桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 ハナ 6．0�
24 ネイビーフラッグ 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 532 ―1：48．97 67．9�
815 レ イ ロ ー 牝3鹿 54 幸 英明�フクキタル 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 510＋ 41：49．0� 42．4�
816 テルプシコレ 牝3鹿 54 川須 栄彦水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 438－101：49．74 424．5�
611 ガ ル ソ ン 牡3青鹿56 
島 克駿寺田 寿男氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 444－ 41：51．5大差 413．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，446，600円 複勝： 74，723，100円 枠連： 10，944，200円
馬連： 45，096，600円 馬単： 26，766，200円 ワイド： 33，832，700円
3連複： 65，694，100円 3連単： 93，141，300円 計： 378，644，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，810円 複 勝 � 4，820円 � 840円 � 300円 枠 連（3－6） 22，550円

馬 連 �� 83，610円 馬 単 �� 163，200円

ワ イ ド �� 20，740円 �� 7，000円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 107，340円 3 連 単 ��� 1，055，110円

票 数

単勝票数 計 284466 的中 � 2104（13番人気）
複勝票数 計 747231 的中 � 3618（13番人気）� 22426（5番人気）� 77776（2番人気）
枠連票数 計 109442 的中 （3－6） 376（28番人気）
馬連票数 計 450966 的中 �� 418（69番人気）
馬単票数 計 267662 的中 �� 123（136番人気）
ワイド票数 計 338327 的中 �� 412（75番人気）�� 1230（50番人気）�� 7036（11番人気）
3連複票数 計 656941 的中 ��� 459（156番人気）
3連単票数 計 931413 的中 ��� 64（1090番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．1―11．9―11．6―11．5―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．6―47．7―59．6―1：11．2―1：22．7―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．9
1
3
・（6，9，7）（1，16）（5，8）3，12（2，10，13，14）－15，4－11・（6，9）（1，7）5，13（3，12，8）（2，10，16）15（4，14）＝11

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

勝馬の
紹 介

ミーティアトレイル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．6．18 阪神4着

2015．2．21生 牡3芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 9戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガルソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月28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 サツマノクロジョカ号



22005 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時15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

55 ブルベアオーロ 牡2黒鹿54 幸 英明 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 446 ―1：09．4 3．4�
44 トウカイオラージュ 牡2栗 54 浜中 俊内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 454 ―1：09．61� 1．7�
88 ミルメルシー 牝2鹿 54 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 482 ―1：10．77 9．5�
77 ビップナディア 牝2鹿 54 松山 弘平鈴木 邦英氏 牧浦 充徳 平取 坂東牧場 408 ― 〃 クビ 8．5�
33 ハナノオンリーワン 牝2黒鹿54 酒井 学華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 小倉牧場 426 ―1：11．33� 62．0�
66 シールドヴォルト 牡2鹿 54 太宰 啓介飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：11．4� 37．6	
22 メイショウドウダン 牡2黒鹿 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 426 ―1：11．61� 30．7

11 ア サ ケ ボ ス 牡2栗 54

51 ▲西村 淳也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 436 ―1：13．210 45．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 30，625，800円 複勝： 32，387，700円 枠連： 発売なし
馬連： 33，056，100円 馬単： 21，063，400円 ワイド： 17，737，400円
3連複： 34，369，900円 3連単： 85，137，600円 計： 254，377，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 140円 �� 250円 �� 220円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 306258 的中 � 75109（2番人気）
複勝票数 計 323877 的中 � 48020（2番人気）� 188266（1番人気）� 27261（4番人気）
馬連票数 計 330561 的中 �� 111964（1番人気）
馬単票数 計 210634 的中 �� 25578（2番人気）
ワイド票数 計 177374 的中 �� 39705（1番人気）�� 15376（5番人気）�� 18586（2番人気）
3連複票数 計 343699 的中 ��� 60514（2番人気）
3連単票数 計 851376 的中 ��� 33157（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．6―11．3―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．6―46．9―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．8
3 ・（4，5）7，8－（1，3，6）2 4 ・（4，5）（8，7）－3（2，6）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアオーロ �

父 キンシャサノキセキ �


母父 デ イ ン ヒ ル 初出走

2016．2．25生 牡2黒鹿 母 ジャックカガヤキ 母母 レイホーロード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ミルメルシー号の騎手和田竜二は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）

22006 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

714 グ ア ン 牝3栗 52 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 454± 01：44．8 1．9�
48 サ ニ ー レ イ 牝3鹿 52 幸 英明橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B454＋101：45．22� 15．2�
815 コカボムクイーン 牝3黒鹿 52

51 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 472＋161：45．41� 16．0�
47 スズカスマート 牝4鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 476－ 61：46．14 12．7�
24 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿 55

53 △富田 暁�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 460＋141：46．2� 32．2	
816 チェリーボンボン 牝4青鹿55 	島 克駿山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 442± 0 〃 ハナ 163．2

36 オ ル ノ ス 牝5芦 55 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 464＋ 21：46．3クビ 99．1�
611
 シャワーブーケ 牝4栗 55 国分 優作 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 476＋ 6 〃 アタマ 10．4�
713 メジャーマジック 牝3鹿 52 浜中 俊 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 クビ 132．7
11 デイジーフローラ 牝5鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 496－ 61：46．83 10．9�
12 サンマルリトリート 牝3黒鹿 52

49 ▲西村 淳也相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 528＋101：47．33 6．7�

23 モ ン ロ ー 牝4芦 55 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム B444－ 41：47．51� 55．1�

35 
 エクロジオン 牝5鹿 55 高倉 稜前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 476± 01：47．6クビ 69．1�
510 アオイテソーロ 牝4黒鹿55 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B498＋ 41：48．23� 9．6�
59 レッドカルディア 牝5鹿 55 酒井 学 �東京ホースレーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 452－ 41：48．62� 161．7�
612 アイスフェアリー 牝3栗 52 北村 友一吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 470－ 11：49．66 180．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，745，600円 複勝： 49，019，100円 枠連： 15，188，400円
馬連： 58，170，300円 馬単： 26，447，300円 ワイド： 44，432，400円
3連複： 83，137，400円 3連単： 98，107，300円 計： 407，247，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 310円 � 400円 枠 連（4－7） 690円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 600円 �� 730円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 23，960円

票 数

単勝票数 計 327456 的中 � 132491（1番人気）
複勝票数 計 490191 的中 � 147675（1番人気）� 32102（7番人気）� 23394（8番人気）
枠連票数 計 151884 的中 （4－7） 16997（2番人気）
馬連票数 計 581703 的中 �� 31169（4番人気）
馬単票数 計 264473 的中 �� 8747（6番人気）
ワイド票数 計 444324 的中 �� 19932（4番人気）�� 15952（7番人気）�� 3771（31番人気）
3連複票数 計 831374 的中 ��� 9736（21番人気）
3連単票数 計 981073 的中 ��� 2968（69番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．4―42．3―54．8―1：07．7―1：20．4―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
3（14，13）（6，15）10（4，11）8，12（2，9）（16，5，7）1・（3，14）（13，15）（6，10）（4，8，11）（16，12）（5，2，9，7）1

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

勝馬の
紹 介

グ ア ン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．9．18 阪神4着

2015．3．15生 牝3栗 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 7戦2勝 賞金 18，070，000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。
（非抽選馬） 1頭 ディヴァインハイツ号

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 8日第 6競走）
〔その他〕　　ブルーブルイヤール号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。



22007 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：06．5
1：06．5

良
良

47 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：07．8 2．5�
35 ゲンパチケンシン 牡4芦 57 松山 弘平平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 474± 01：08．01� 14．8�
715	 クーファディーヴァ 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 468＋141：08．31
 34．7�
713	 ラスエモーショネス 牝3鹿 52 幸 英明野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 460＋ 21：08．51� 14．9�
36 シエルブラン 牝4栗 55 武 豊金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 アタマ 7．4�
818 クルークヴァール 牡3鹿 54 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 446－14 〃 アタマ 5．1	
59 � ミツルファミリー 牡4鹿 57 田中 健泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 490－ 81：08．71 108．9

48 プロディジー 牝3鹿 52 国分 優作飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 452± 01：08．8クビ 70．9�
24 ヤマニンルネッタ 牝3鹿 52

50 △川又 賢治土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 416－ 81：08．9 107．5�

510� スターゲイザー 牡4鹿 57 和田 竜二野田 善己氏 中竹 和也 新ひだか 飛野牧場 450－ 2 〃 クビ 35．3
714� ジ ェ ス ロ �5鹿 57 高倉 稜松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 434＋ 21：09．0クビ 33．0�
612 フランシスコダイゴ 牡3鹿 54 太宰 啓介 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 442－ 2 〃 クビ 121．2�
12 ジェッシージェニー 牝3栗 52

51 ☆加藤 祥太松田 整二氏 牧浦 充徳 平取 びらとり牧場 426－ 21：09．1クビ 115．0�
611 カスタネアエメ 牡3栗 54

52 △富田 暁�三嶋牧場 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 486＋101：09．31 21．0�
816 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 484＋ 61：09．4
 16．7�
23 タガノヒバナ 牡3栗 54 松若 風馬八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 21：09．71
 37．0�
11 クーペオブジェミニ 牡4栗 57 �島 良太要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 454－ 21：09．8 253．5�
817 ボ ウ ル ズ 牝3鹿 52

51 ☆荻野 極ニッシンレーシング 小崎 憲 千歳 社台ファーム 444－161：10．11
 8．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，129，300円 複勝： 44，947，900円 枠連： 21，052，100円
馬連： 60，646，900円 馬単： 25，844，400円 ワイド： 42，918，000円
3連複： 86，510，200円 3連単： 94，587，700円 計： 405，636，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 320円 � 720円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，480円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 17，580円 3 連 単 ��� 72，790円

票 数

単勝票数 計 291293 的中 � 90822（1番人気）
複勝票数 計 449479 的中 � 116156（1番人気）� 31047（5番人気）� 11920（11番人気）
枠連票数 計 210521 的中 （3－4） 20506（3番人気）
馬連票数 計 606469 的中 �� 24046（5番人気）
馬単票数 計 258444 的中 �� 6815（6番人気）
ワイド票数 計 429180 的中 �� 17011（5番人気）�� 7407（15番人気）�� 1983（60番人気）
3連複票数 計 865102 的中 ��� 3690（58番人気）
3連単票数 計 945877 的中 ��� 942（208番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．9―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラーコンテンツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Concorde’s Tune デビュー 2017．6．11 阪神3着

2014．1．23生 牡4鹿 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 10戦3勝 賞金 27，350，000円
〔発走状況〕 クーペオブジェミニ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジェッシージェニー号の騎手加藤祥太は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・10番）

22008 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第8競走 ��3，390�第20回小倉サマージャンプ（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード3：40．0良

22 ヨ カ グ ラ �5栗 60 西谷 誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480± 03：41．3 23．5�
55 アップトゥデイト 牡8芦 62 白浜 雄造今西 宏枝氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532－ 23：41．72� 1．2�
66 アグリッパーバイオ 牡7黒鹿60 高田 潤バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444± 03：42．55 11．7�
44 ゼンノトライブ 牡5黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 446－ 23：43．45 47．7�
811 タマモワカサマ 牡6鹿 60 平沢 健治タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 488－ 63：43．61� 9．7	
67 シゲルスズキ 牡5栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 500± 03：44．55 80．6

33 ダンツキャンサー 牝7黒鹿58 小坂 忠士山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 490－ 2 〃 クビ 18．1�
78 	 マイネルプロンプト �6黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 478－ 43：44．81
 25．1�
79 シゲルクーガー �4鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 466－223：45．54 188．0
11 ヴィーヴァギブソン �11鹿 60 熊沢 重文芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 524－ 63：47．4大差 68．4�
810 マイネルフィエスタ 牡8芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 508＋ 2 （競走中止） 13．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，947，300円 複勝： 139，966，600円 枠連： 14，156，400円
馬連： 56，155，000円 馬単： 48，007，100円 ワイド： 46，016，600円
3連複： 90，813，600円 3連単： 242，071，200円 計： 681，133，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 290円 � 110円 � 210円 枠 連（2－5） 980円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，830円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 34，330円

票 数

単勝票数 計 439473 的中 � 14915（6番人気）
複勝票数 計1399666 的中 � 26638（7番人気）� 1120292（1番人気）� 42395（4番人気）
枠連票数 計 141564 的中 （2－5） 11176（4番人気）
馬連票数 計 561550 的中 �� 42810（5番人気）
馬単票数 計 480071 的中 �� 9118（12番人気）
ワイド票数 計 460166 的中 �� 25615（5番人気）�� 5602（21番人気）�� 47415（3番人気）
3連複票数 計 908136 的中 ��� 26502（12番人気）
3連単票数 計2420712 的中 ��� 5111（86番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 51．2－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�
1＝5－3，2，4，6（11，9）7，8
2，5（6，3）11－4－（1，7）－（9，8）

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

勝馬の
紹 介

ヨ カ グ ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．8．16 札幌3着

2013．4．30生 �5栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 障害：12戦4勝 賞金 71，685，000円
〔競走中止〕 マイネルフィエスタ号は，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〕 ダンツキャンサー号の騎手小坂忠士は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。



22009 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第9競走 ��
��2，000�

く に さ き

国 東 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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

33 ミスディレクション �4黒鹿57 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋ 21：59．1 5．7�

44 リ セ エ ン ヌ 牝5青鹿55 浜中 俊吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 426－ 21：59．31	 65．7�
11 ナ ム ラ マ ル 牡4鹿 57 武 豊奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 504－ 21：59．51 2．6�
66 インターンシップ 牡7鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 456－ 4 〃 クビ 25．8�
22 シルヴァンシャー 牡3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 21：59．82 3．6	
55 ティーブラッサム 牡4黒鹿57 幸 英明深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 524－ 22：00．01	 3．5

88 コ ス タ ネ ラ 牝3栗 52 
島 克駿 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 436－ 42：00．95 19．3�
77 セルヴィエット 牡3黒鹿54 松若 風馬�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B496－ 82：01．11� 26．4

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，342，800円 複勝： 34，603，400円 枠連： 発売なし
馬連： 64，362，100円 馬単： 34，478，600円 ワイド： 34，714，100円
3連複： 73，815，800円 3連単： 165，244，700円 計： 444，561，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 770円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 15，650円 馬 単 �� 19，750円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 250円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 72，910円

票 数

単勝票数 計 373428 的中 � 51615（4番人気）
複勝票数 計 346034 的中 � 51535（4番人気）� 7836（8番人気）� 83787（1番人気）
馬連票数 計 643621 的中 �� 3186（25番人気）
馬単票数 計 344786 的中 �� 1309（40番人気）
ワイド票数 計 347141 的中 �� 2593（24番人気）�� 43091（2番人気）�� 3572（19番人気）
3連複票数 計 738158 的中 ��� 6288（25番人気）
3連単票数 計1652447 的中 ��� 1643（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．5―48．2―1：00．7―1：12．5―1：24．3―1：36．0―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスディレクション �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．5．9生 �4黒鹿 母 スウィフトオブフライト 母母 Sails Unfurled 14戦3勝 賞金 34，134，000円

22010 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第10競走 ��
��1，200�

ゆ ふ い ん

由 布 院 特 別
発走15時00分 （芝・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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

710 エイシンデネブ 牝3鹿 52 �島 克駿�栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 430－ 41：06．9 4．2�
57 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B446－ 61：07．53	 35．8�
45 ノーブルルージュ 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 474＋ 4 〃 クビ 129．5�
11 ネオフレグランス 牝4青鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 81：07．6	 11．0�
56 オトコギマサムネ 
7鹿 57 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B482－ 6 〃 クビ 50．4	
33 � スペードクイーン 牝5栗 55 幸 英明吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 470± 01：07．7	 22．7

812 イサチルホープ 牡6栗 57 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 474－ 4 〃 クビ 17．8�
22 キタサンコンサート 牡6芦 57 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B498＋ 21：07．91 128．4�
68 ミトノレインボー 牝3鹿 52 和田 竜二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 472＋ 61：08．11� 4．3
813 ボクノナオミ 牝6鹿 55 川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 482± 01：08．2 86．4�
711 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 武 豊 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 480＋161：08．41 8．4�
69 ピ ナ ク ル ズ 
5黒鹿57 川須 栄彦ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B510＋ 41：08．61� 126．6�
44 ミ ス エ ル テ 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 2．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，757，000円 複勝： 60，530，200円 枠連： 21，689，000円
馬連： 106，693，200円 馬単： 44，708，800円 ワイド： 58，296，800円
3連複： 137，244，100円 3連単： 194，975，500円 計： 673，894，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 680円 � 1，700円 枠 連（5－7） 2，540円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 6，480円 �� 17，610円

3 連 複 ��� 152，710円 3 連 単 ��� 503，050円

票 数

単勝票数 計 497570 的中 � 94225（2番人気）
複勝票数 計 605302 的中 � 114192（2番人気）� 20551（8番人気）� 7586（11番人気）
枠連票数 計 216890 的中 （5－7） 6608（10番人気）
馬連票数 計1066932 的中 �� 13053（21番人気）
馬単票数 計 447088 的中 �� 3190（35番人気）
ワイド票数 計 582968 的中 �� 6900（21番人気）�� 2309（47番人気）�� 844（66番人気）
3連複票数 計1372441 的中 ��� 674（170番人気）
3連単票数 計1949755 的中 ��� 281（745番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―11．0―11．2―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―33．0―44．2―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．9
3 11，9，8，12，3，10（1，6）5，13，2（7，4） 4 11，9（8，12）（3，10）6，5，1（2，4）（7，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンデネブ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．2．13 小倉1着

2015．2．23生 牝3鹿 母 ス ワ ン 母母 コンシステンシー 5戦3勝 賞金 30，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ボクノナオミ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22011 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第11競走 ��
��1，700�

さ つ ま

薩摩ステークス
発走15時35分 （ダート・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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

44 ウェスタールンド �6栗 57 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482－ 61：43．6 2．0�
78 タガノディグオ 牡4黒鹿57 幸 英明八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 61：44．02	 4．0�
22 メイプルブラザー 牡4栗 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 482＋ 61：44．1
 5．1�
33 ベルウッドテラス �8鹿 57 秋山真一郎鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 484＋ 21：44．31� 42．0�
55 イーストオブザサン 牡5黒鹿57 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472－ 41：44．61
 15．1�
77 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 55 和田 竜二 	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 476± 01：44．92 18．9

89 クレマンダルザス �5鹿 57 荻野 極吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456－ 21：45．11� 14．6�
11 ショートストーリー 牡5黒鹿57 加藤 祥太ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 41：45．31� 10．4�
810 マイネルトゥラン 牡5黒鹿57 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B524＋ 81：45．4クビ 67．3
66 クロフネビームス 牝6芦 55 浜中 俊古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 490＋141：45．82	 83．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 66，007，400円 複勝： 71，024，000円 枠連： 25，518，300円
馬連： 164，530，400円 馬単： 73，111，700円 ワイド： 77，453，900円
3連複： 217，237，500円 3連単： 364，118，200円 計： 1，059，001，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－7） 450円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 330円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 660074 的中 � 251850（1番人気）
複勝票数 計 710240 的中 � 210559（1番人気）� 114449（2番人気）� 108196（3番人気）
枠連票数 計 255183 的中 （4－7） 43142（1番人気）
馬連票数 計1645304 的中 �� 249032（1番人気）
馬単票数 計 731117 的中 �� 65365（1番人気）
ワイド票数 計 774539 的中 �� 82107（1番人気）�� 74786（2番人気）�� 56585（3番人気）
3連複票数 計2172375 的中 ��� 226946（1番人気）
3連単票数 計3641182 的中 ��� 101070（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―30．9―43．7―55．7―1：07．4―1：19．2―1：31．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェスタールンド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．8．24 札幌5着

2012．2．11生 �6栗 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 22戦5勝 賞金 79，536，000円

22012 7月28日 晴 良 （30小倉2）第1日 第12競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

711 スターペスマリア 牝4栗 55
53 △川又 賢治河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 492＋14 59．0 6．1�

69 タマモサザンクロス 牡4黒鹿 57
56 ☆加藤 祥太タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 458－ 4 59．1� 5．8�

46 ロングベスト 牡4鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム 510－ 4 〃 アタマ 2．8�

610 トーホウレジーナ 牝4栗 55 岡田 祥嗣東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 478＋10 〃 クビ 4．1�

57 マルクデラポム 牝5青鹿55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 490－ 4 59．41	 11．7�
58 クリノイダテン 牡3青鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 434＋ 4 59．72 21．8	
34 
 レジスタンス �4鹿 57 松若 風馬前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 2 59．8	 35．4

11 エ ピ ュ ー レ 牝4栗 55

53 △富田 暁�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 496＋ 7 59．9クビ 17．4�
45 ウ マ コ 牝4栗 55 高倉 稜河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 426－ 21：00．32� 68．8�
813 ウェディングラン 牝6鹿 55 松山 弘平小島 將之氏 沖 芳夫 日高 山田 政宏 460－ 41：00．4クビ 145．9
814 メイショウバンダイ 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 454－ 41：00．5� 51．0�
22 
 ワンダースニュマン 牝5鹿 55 藤懸 貴志山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 486－14 〃 ハナ 79．5�
712 モ ア イ 牡3黒鹿54 中井 裕二青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 456＋ 21：00．71� 21．0�
33 コ ク シ ネ ル 牡3栗 54 和田 竜二村上 憲政氏 高柳 大輔 平取 北島牧場 B472－ 71：02．310 75．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，929，800円 複勝： 53，581，300円 枠連： 25，183，000円
馬連： 111，366，800円 馬単： 46，442，400円 ワイド： 60，721，700円
3連複： 152，742，100円 3連単： 210，379，900円 計： 702，347，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 170円 � 130円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 520円 �� 330円 �� 310円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計 419298 的中 � 54303（4番人気）
複勝票数 計 535813 的中 � 71335（3番人気）� 70824（4番人気）� 130718（1番人気）
枠連票数 計 251830 的中 （6－7） 25137（3番人気）
馬連票数 計1113668 的中 �� 54838（5番人気）
馬単票数 計 464424 的中 �� 12548（8番人気）
ワイド票数 計 607217 的中 �� 27536（5番人気）�� 47888（3番人気）�� 53142（2番人気）
3連複票数 計1527421 的中 ��� 123139（1番人気）
3連単票数 計2103799 的中 ��� 21720（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．5―35．3―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターペスマリア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．23 中京6着

2014．5．5生 牝4栗 母 ウインブロッサム 母母 ケイティディド 10戦3勝 賞金 19，700，000円



（30小倉2）第1日 7月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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

233，120，000円
2，530，000円
16，470，000円
1，590，000円
26，710，000円
63，287，500円
5，000，200円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
425，500，400円
700，073，600円
153，832，300円
813，212，100円
407，726，200円
488，873，000円
1，091，207，400円
1，773，325，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，853，750，400円

総入場人員 10，169名 （有料入場人員 8，983名）
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