
22025 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬，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

710 テイエムノサッタ 牝2黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 448＋ 21：09．1 91．9�
55 テイエムアイガテ 牝2鹿 54

52 △川又 賢治竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 452－ 2 〃 ハナ 1．3�
811 テイエムフガエゾ 牡2黒鹿 54

52 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 424＋ 61：09．52� 30．1�
33 カシノティーダ 牝2青鹿 54

51 ▲西村 淳也柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 482＋ 41：09．92� 48．9�
44 ヤマサカタッシャ 牝2青鹿54 国分 優作新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 松元 忍 398± 0 〃 クビ 63．6�
11 ダンツブライト 牝2栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 476＋101：10．32� 3．6�
812 カシノウィング 牡2鹿 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 472－ 41：10．4� 18．2	
79 テイエムヨカンゲナ 牡2栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 436－ 21：10．82� 13．0

56 テイエムヒッパシレ 牡2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 466＋ 41：11．01 248．9�
22 カシノメルシー 牝2鹿 54 太宰 啓介柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 本田 土寿 482－ 21：11．21� 337．4�
68 カシノグランプリ 牡2栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 464＋ 61：12．79 180．6
67 リーチザプリンセス 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希竹原 孝昭氏 大根田裕之 熊本 竹原 孝昭 426 ―1：14．5大差 90．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，558，800円 複勝： 69，545，200円 枠連： 7，261，300円
馬連： 31，947，500円 馬単： 21，906，100円 ワイド： 20，197，100円
3連複： 42，340，600円 3連単： 79，822，500円 計： 294，579，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，190円 複 勝 � 850円 � 100円 � 360円 枠 連（5－7） 400円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 14，360円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 5，700円 �� 690円

3 連 複 ��� 12，150円 3 連 単 ��� 182，550円

票 数

単勝票数 計 215588 的中 � 1993（9番人気）
複勝票数 計 695452 的中 � 3759（8番人気）� 572830（1番人気）� 10180（5番人気）
枠連票数 計 72613 的中 （5－7） 13906（2番人気）
馬連票数 計 319475 的中 �� 7406（10番人気）
馬単票数 計 219061 的中 �� 1144（27番人気）
ワイド票数 計 201971 的中 �� 4079（12番人気）�� 868（31番人気）�� 7932（5番人気）
3連複票数 計 423406 的中 ��� 2613（28番人気）
3連単票数 計 798225 的中 ��� 317（249番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．3―11．6―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．5―45．1―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムノサッタ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．29 小倉13着

2016．4．17生 牝2黒鹿 母 テイエムノキセキ 母母 アラマサブレーヴ 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノグランプリ号・リーチザプリンセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年9月4日まで平地競走に出走できない。

22026 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10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
1：47．9
1：45．6

良
良

88 ヤマニンマヒア 牡2黒鹿54 武 豊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 430＋ 21：46．9レコード 2．4�
66 ミ ヤ ケ 牡2鹿 54 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 462± 01：47．11� 3．7�
22 ウインアミーリア 牝2鹿 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 418－ 81：48．27 185．1�
11 エイシンロード 牝2黒鹿 54

52 △川又 賢治�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 484＋141：48．41� 2．7�
89 ギャップオブリアル 牡2黒鹿54 B．アヴドゥラ �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 2 〃 ハナ 65．4	

（豪）

55 ウォークザライン 牡2栗 54 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 440＋ 81：48．5クビ 34．4

33 シゲルダイヤ 牡2鹿 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 山田 昇史 472－ 2 〃 ハナ 91．0�
77 ブルベアベージュ 牡2鹿 54 松若 風馬 �ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 460＋ 21：50．110 17．3�
44 ロックスピリット 牡2鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 472－ 21：50．41	 23．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，975，500円 複勝： 38，897，700円 枠連： 5，591，500円
馬連： 33，727，200円 馬単： 20，492，500円 ワイド： 21，322，400円
3連複： 43，498，800円 3連単： 85，102，700円 計： 274，608，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 1，220円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 180円 �� 4，120円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 35，930円

票 数

単勝票数 計 259755 的中 � 86953（1番人気）
複勝票数 計 388977 的中 � 179078（1番人気）� 79925（2番人気）� 2946（9番人気）
枠連票数 計 55915 的中 （6－8） 13084（1番人気）
馬連票数 計 337272 的中 �� 73890（1番人気）
馬単票数 計 204925 的中 �� 24707（1番人気）
ワイド票数 計 213224 的中 �� 39732（1番人気）�� 1095（24番人気）�� 1005（26番人気）
3連複票数 計 434988 的中 ��� 3270（24番人気）
3連単票数 計 851027 的中 ��� 1717（88番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．0―11．9―11．8―12．3―12．0―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．2―47．1―58．9―1：11．2―1：23．2―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
・（1，7）－8，6，4（3，9）（2，5）・（1，7）8，6（4，9）（3，5）－2

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマヒア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．6．30 中京3着

2016．2．21生 牡2黒鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 エイシンロード号の騎手川又賢治は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

ギャップオブリアル号の騎手B．アヴドゥラは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：
5番・7番）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第３日



22027 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3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
1：40．9

不良
重

11 サンライズローリエ 牡3青鹿56 松山 弘平松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464＋ 61：45．2 8．4�

48 グーテンターク 牡3鹿 56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488－ 21：45．94 4．6�
23 アフラマズダー 牡3鹿 56 田中 健田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 502－ 21：46．32� 32．6�
510 エムオーマンボ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真大浅 貢氏 飯田 祐史 日高 門別牧場 486＋ 81：46．4� 16．5�
12 デイジーメーカー 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 488－ 21：46．5クビ 20．3�
611 サハラデザート 牡3芦 56 浜中 俊�山紫水明 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 500－ 61：46．6� 2．7	
35 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56 藤懸 貴志金田 成基氏 安田 翔伍 白老 習志野牧場 500＋ 61：46．7クビ 203．0

612 センスオブワンダー 牡3栗 56 �島 克駿前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470－ 21：47．12� 15．0�
24 クレスコセイラン 牡3鹿 56

54 △富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 476－ 41：47．52� 18．0�
714 ワークアンドワーク 牡3黒鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 464－ 21：47．6� 4．9
36 ガーネットウィング 牝3青鹿54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 庄野 靖志 浦河 中神牧場 476－ 21：49．19 214．8�
47 メイショウコウソク 牡3栗 56 国分 優作松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 460－ 2 〃 ハナ 459．8�
713 スナークビシャモン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 有限会社
吉田ファーム B498＋ 21：49．2� 77．7�

59 ヤマニンメイアルア 牡3黒鹿56 �島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 光夫 516－131：49．3� 75．1�
815 ヒロノタイリク 牡3栗 56 高倉 稜高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 B484－ 41：49．72� 19．5�
816 オンリーエンブレム 牡3青鹿56 B．アヴドゥラ�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 508＋ 61：49．9� 176．8�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，737，300円 複勝： 39，322，800円 枠連： 11，947，500円
馬連： 42，640，900円 馬単： 21，442，100円 ワイド： 33，068，100円
3連複： 62，358，300円 3連単： 83，340，800円 計： 317，857，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 200円 � 770円 枠 連（1－4） 1，230円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，030円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 14，460円 3 連 単 ��� 70，340円

票 数

単勝票数 計 237373 的中 � 22550（4番人気）
複勝票数 計 393228 的中 � 41507（4番人気）� 61675（3番人気）� 10749（10番人気）
枠連票数 計 119475 的中 （1－4） 7475（5番人気）
馬連票数 計 426409 的中 �� 15484（5番人気）
馬単票数 計 214421 的中 �� 4145（11番人気）
ワイド票数 計 330681 的中 �� 13326（5番人気）�� 2709（35番人気）�� 4068（26番人気）
3連複票数 計 623583 的中 ��� 3233（49番人気）
3連単票数 計 833408 的中 ��� 859（241番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．3―13．0―12．3―11．9―12．2―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．9―43．9―56．2―1：08．1―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．1
1
3
1，3，11（10，12）（8，14）（2，9）（13，15）5，16，7（4，6）・（1，3）11（10，14）12，8，2（9，15）（7，4）－5－16－13，6

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

勝馬の
紹 介

サンライズローリエ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンライズペガサス デビュー 2018．5．12 新潟13着

2015．5．23生 牡3青鹿 母 ティボリペガサス 母母 ティボリサンライズ 5戦1勝 賞金 7，050，000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 マイネルサブリエ号
※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。

22028 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：44．1
1：43．9

良
良

48 センティフォリア 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 448－ 21：46．7 34．1�

612 アリュマージュ 牝3栃栗54 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 434＋ 61：47．01� 2．2�

510 レディーキティ 牝3鹿 54 幸 英明廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 406－ 21：47．63� 7．5�
36 アイリッシュビート 牝3栗 54 松若 風馬林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 416－ 21：48．02� 70．3�
611 クリノアリエル 牝3青 54 武 豊栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 424＋10 〃 ハナ 3．9	
815 エイシンエトワール 牝3青鹿54 B．アヴドゥラ�栄進堂 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 434－ 4 〃 クビ 20．6


（豪）

47 マーティンルナ 牝3鹿 54 藤懸 貴志大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 454－ 8 〃 アタマ 177．2�
12 メイショウメイホウ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470＋ 6 〃 ハナ 15．5�
23 スマートアエロ 牝3青鹿54 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 454－ 61：48．1クビ 13．8
714 アナザーパラダイス 牝3鹿 54 国分 優作吉田 晴哉氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：48．41� 376．6�
24 ドラゴンダナ 牝3栗 54 �島 克駿副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 478＋ 81：48．5� 111．2�
713 レーヌルネサンス 牝3栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 402－ 21：48．6� 10．2�
59 ナイトミュージアム 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 386± 0 〃 クビ 36．4�
11 マリーナセブン 牝3鹿 54 �島 良太廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 清水牧場 454＋ 41：48．91� 100．1�
35 ホジェリアアスール 牝3黒鹿54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 486＋ 6 〃 ハナ 30．3�
816 ジョイアンス 牝3栗 54 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470 ―1：49．0� 312．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，533，100円 複勝： 37，849，900円 枠連： 13，355，900円
馬連： 44，672，400円 馬単： 22，342，000円 ワイド： 34，329，700円
3連複： 63，857，900円 3連単： 87，288，500円 計： 332，229，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 660円 � 130円 � 190円 枠 連（4－6） 2，130円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 10，050円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 2，830円 �� 390円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 75，420円

票 数

単勝票数 計 285331 的中 � 6693（9番人気）
複勝票数 計 378499 的中 � 9947（9番人気）� 102220（1番人気）� 49186（3番人気）
枠連票数 計 133559 的中 （4－6） 4851（10番人気）
馬連票数 計 446724 的中 �� 8024（12番人気）
馬単票数 計 223420 的中 �� 1666（31番人気）
ワイド票数 計 343297 的中 �� 6223（13番人気）�� 2895（28番人気）�� 25292（2番人気）
3連複票数 計 638579 的中 ��� 6586（21番人気）
3連単票数 計 872885 的中 ��� 839（223番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．0―12．4―12．3―11．8―11．9―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．2―47．6―59．9―1：11．7―1：23．6―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センティフォリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rockport Harbor デビュー 2018．5．26 京都18着

2015．3．28生 牝3黒鹿 母 メイデイローズ 母母 May Day Bluff 2戦1勝 賞金 5，000，000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 ボルティモア号
※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。



22029 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第5競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

812 ミヤジシルフィード 牡2芦 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 484 ―1：09．2 2．0�
33 アールグランツ 牡2黒鹿54 秋山真一郎前原 敏行氏 藤岡 健一 登別 ユートピア牧場 454 ―1：09．3� 13．0�
11 レルシュタープ 牡2黒鹿54 B．アヴドゥラ 水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―1：09．51� 14．1�
（豪）

22 ブルベアイリーデ 牡2鹿 54 松若 風馬 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 462 ―1：09．71 4．7�
710 クリノライジン 牡2栗 54

52 △富田 暁栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478 ―1：10．23 73．2�
79 ダブルクラッチ 牡2鹿 54 北村 友一 	キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 462 ―1：10．51� 7．6

811 コウエイバンビーノ 牡2黒鹿54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 474 ―1：10．6� 26．9�
44 クリノストロング 牡2青鹿 54

52 △川又 賢治栗本 守氏 高橋 義忠 新冠 石田牧場 464 ―1：10．81	 8．6�
68 コウエイスパークル 
2栗 54 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 466 ―1：11．01	 124．6
67 エスペランサボス 牡2栗 54 幸 英明江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 バンブー牧場 480 ―1：11．1� 81．2�
55 ロ グ ブ ッ ク 牡2黒鹿54 国分 優作玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育

成牧場 476 ―1：11．2� 98．1�
56 コパノサンデー 
2青鹿 54

51 ▲西村 淳也小林 照弘氏 村山 明 新ひだか 沖田 忠幸 430 ―1：12．26 108．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，720，700円 複勝： 29，587，800円 枠連： 8，796，200円
馬連： 39，625，400円 馬単： 22，367，700円 ワイド： 23，696，100円
3連複： 48，201，400円 3連単： 75，706，400円 計： 276，701，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 220円 � 290円 枠 連（3－8） 1，200円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 510円 �� 480円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 287207 的中 � 118462（1番人気）
複勝票数 計 295878 的中 � 109500（1番人気）� 25508（5番人気）� 17742（6番人気）
枠連票数 計 87962 的中 （3－8） 5658（5番人気）
馬連票数 計 396254 的中 �� 23140（5番人気）
馬単票数 計 223677 的中 �� 9716（6番人気）
ワイド票数 計 236961 的中 �� 12218（6番人気）�� 13190（4番人気）�� 3684（17番人気）
3連複票数 計 482014 的中 ��� 10900（12番人気）
3連単票数 計 757064 的中 ��� 5496（29番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジシルフィード �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．2．13生 牡2芦 母 クレバークリス 母母 エアクリスティーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 コウエイスパークル号の調教師山内研二は，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。
※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。

22030 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：40．9

不良
重

11 メイショウハニー 牝3黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 406－ 81：47．1 6．0�
48 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 476± 0 〃 クビ 9．2�
47 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 456－ 21：47．2� 12．3�
36 バーニングガール 牝3鹿 54 �島 克駿長谷川光司氏 安田 翔伍 浦河 �川フアーム 452－ 21：47．3� 16．9�
23 フ ワ ト ロ 牝3鹿 54 和田 竜二佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 B484－14 〃 クビ 16．3�
59 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 武 豊山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 468＋ 21：47．4クビ 2．3�
24 リ ー ズ ン 牝3鹿 54

52 △川又 賢治林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：47．61 7．4	
612 ホープウイング 牝3栗 54 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 434－ 4 〃 クビ 10．5

35 マリーベリー 牝3栗 54

53 ☆義 英真薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 416－ 61：48．23� 311．7�
713 スマートスピカ 牝3鹿 54 松山 弘平大川 徹氏 石坂 正 浦河 桑田牧場 416－ 21：48．3� 225．7�
510 グランロジエ 牝3芦 54 藤懸 貴志吉田 勝己氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋101：48．62 87．3
611 カ ル チ ョ 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 410＋ 21：48．7� 41．2�
12 レッドオルティス 牝3青鹿 54

52 △富田 暁 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442－161：49．12� 202．1�
816 ワンソックス 牝3栃栗 54

53 ☆荻野 極三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか 中田 浩美 482 ―1：49．84 235．9�
815 セドゥラマジー 牝3栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B522＋101：50．43� 33．9�
714 ジョーダンヒロイン 牝3青鹿54 秋山真一郎廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 448＋ 61：52．3大差 24．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，305，600円 複勝： 36，540，800円 枠連： 13，243，600円
馬連： 48，874，000円 馬単： 22，857，200円 ワイド： 35，915，000円
3連複： 67，865，900円 3連単： 86，243，000円 計： 337，845，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 340円 � 290円 枠 連（1－4） 1，710円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，010円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 32，590円

票 数

単勝票数 計 263056 的中 � 35009（2番人気）
複勝票数 計 365408 的中 � 47786（2番人気）� 25754（7番人気）� 31677（5番人気）
枠連票数 計 132436 的中 （1－4） 5987（8番人気）
馬連票数 計 488740 的中 �� 15670（8番人気）
馬単票数 計 228572 的中 �� 3684（15番人気）
ワイド票数 計 359150 的中 �� 11173（8番人気）�� 9118（9番人気）�� 6610（18番人気）
3連複票数 計 678659 的中 ��� 7917（19番人気）
3連単票数 計 862430 的中 ��� 1918（94番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．0―42．7―55．7―1：08．6―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．5
1
3
9，12（6，4，7）8，2，5（1，13）11，3，10－14，15－16・（9，12）7（6，4，8）（2，1）（3，5）11，13（10，15）＝14－16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウハニー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．9 京都8着

2015．3．30生 牝3黒鹿 母 ピエナマーメイド 母母 グリンパサー 11戦1勝 賞金 10，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョーダンヒロイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月4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 ナリタカピリナ号



22031 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第7競走 ��
��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

612 プリズマティコ 牝3鹿 54
52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：08．4 37．3�

35 シールヴィクトリー 牝3鹿 54
52 △富田 暁�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 460－ 21：08．71� 15．6�

48 サ ナ コ 牝3栗 54
53 ☆荻野 極 R．アンダーソン氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 436± 01：08．8� 17．4�

714	 シャドウノエル 牝3黒鹿54 
島 克駿飯塚 知一氏 中竹 和也 仏 M. Patrick
Barbe 488＋ 81：09．01 2．1�

23 アーヴァイン 牡3鹿 56 松若 風馬林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 474± 0 〃 アタマ 31．1	
36 ア ト ミ カ 牝3鹿 54 武 豊合同会社東堂 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 420＋ 2 〃 クビ 3．3

818 マイティスピリット 牡3鹿 56 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 436± 01：09．1クビ 8．8�
510 ヒロノオウカン 牡3青鹿56 水口 優也小野 博郷氏 服部 利之 清水 小野瀬 竜馬 444＋101：09．2� 35．5�
11 	 アンカーテソーロ 牝3栗 54 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 米 Dr. Christoph
Berglar 472± 0 〃 ハナ 33．0

12 キンショーウタヒメ 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 436－141：09．3� 18．2�

24 ライブリゴールド 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣加藤 哲郎氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 414－ 21：09．4� 336．6�

47 ゴールデンタッチ 牡3黒鹿56 国分 優作ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520 ― 〃 ハナ 121．1�

611 モナーキズム 牡3鹿 56 松山 弘平ゴドルフィン 須貝 尚介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 41：09．5� 146．4�

816	 ソリッドドリーム 牡3栗 56 B．アヴドゥラ �社台レースホース中竹 和也 英 Teruya
Yoshida 458± 01：09．81� 23．4�

（豪）

817 ビーアマルフィ 牝3芦 54 川須 栄彦馬場 祥晃氏 牧田 和弥 日高 日高大洋牧場 426－ 31：10．22� 85．7�
713 シゲルダイコン 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 北光牧場 472± 01：10．41 365．9�
59 リッカモーリス 牡3青鹿56 幸 英明立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 432＋161：10．71� 207．3�

（17頭）
715 シゲルエダマメ 牡3青鹿56 秋山真一郎森中 蕃氏 服部 利之 日高 高山 博 492－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，613，400円 複勝： 39，898，200円 枠連： 15，668，700円
馬連： 59，110，300円 馬単： 28，095，800円 ワイド： 38，920，900円
3連複： 76，831，600円 3連単： 99，610，400円 計： 390，749，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，730円 複 勝 � 970円 � 430円 � 410円 枠 連（3－6） 5，240円

馬 連 �� 21，550円 馬 単 �� 43，180円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 5，500円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 58，080円 3 連 単 ��� 448，550円

票 数

単勝票数 差引計 326134（返還計 1314） 的中 � 6990（11番人気）
複勝票数 差引計 398982（返還計 2368） 的中 � 10015（11番人気）� 25014（5番人気）� 26501（4番人気）
枠連票数 計 156687 的中 （3－6） 2314（18番人気）
馬連票数 差引計 591103（返還計 7317） 的中 �� 2125（45番人気）
馬単票数 差引計 280958（返還計 3175） 的中 �� 488（87番人気）
ワイド票数 差引計 389209（返還計 6965） 的中 �� 2030（44番人気）�� 1814（47番人気）�� 4574（23番人気）
3連複票数 差引計 768316（返還計 20460） 的中 ��� 992（129番人気）
3連単票数 差引計 996104（返還計 28066） 的中 ��� 161（878番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリズマティコ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Tapit デビュー 2018．3．10 阪神13着

2015．2．25生 牝3鹿 母 テルアケリー 母母 Evrobi 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 シゲルエダマメ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 プリズマティコ号の騎手川又賢治は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインドショコラ号・テイエムボンバー号
※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。

22032 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

22 エイシンデジタル 牡3栗 54 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 510－ 41：46．7 6．1�
33 マ ハ ヴ ィ ル 牡3鹿 54 B．アヴドゥラ �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 438－ 41：47．01� 11．6�
（豪）

11 ロードダヴィンチ 牡3鹿 54 北村 友一 �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 508－101：47．31� 3．2�
813� カルトデュモンド 牡4青鹿57 �島 良太 �社台レースホース渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－101：47．62 246．7�
711 ガーランドワルツ 牝4鹿 55

53 △富田 暁 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B458－18 〃 ハナ 84．7	
610 ミエノインパルス 牡4栗 57 高倉 稜里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 アタマ 196．3

34 � マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 61：47．7クビ 181．2�
814 チャップリン 牡6黒鹿57 秋山真一郎髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 486－ 2 〃 クビ 25．8�
45 � ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 452＋ 21：47．8クビ 47．1
57 サトノオニキス 牝5黒鹿 55

54 ☆荻野 極 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428＋ 6 〃 ハナ 9．7�
69 フ ォ ン ス 牡5黒鹿57 武 豊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 4 〃 クビ 10．4�
58 プルンクザール 牡3栗 54 松若 風馬水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456＋ 21：48．01	 5．2�
712 ブルービューティ 牝3黒鹿 52

50 △川又 賢治桜井 欣吾氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 466± 01：48．42
 4．7�
46 ユキノタイガ 牡4芦 57 �島 克駿村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 514－ 21：48．93 139．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，538，300円 複勝： 41，033，800円 枠連： 13，163，400円
馬連： 58，600，600円 馬単： 26，213，300円 ワイド： 37，191，800円
3連複： 71，738，200円 3連単： 97，351，800円 計： 377，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 310円 � 150円 枠 連（2－3） 3，020円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 460円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 22，040円

票 数

単勝票数 計 325383 的中 � 42452（4番人気）
複勝票数 計 410338 的中 � 42802（4番人気）� 28130（7番人気）� 88896（1番人気）
枠連票数 計 131634 的中 （2－3） 3374（13番人気）
馬連票数 計 586006 的中 �� 10550（20番人気）
馬単票数 計 262133 的中 �� 3066（28番人気）
ワイド票数 計 371918 的中 �� 6268（20番人気）�� 21851（2番人気）�� 14111（8番人気）
3連複票数 計 717382 的中 ��� 17548（9番人気）
3連単票数 計 973518 的中 ��� 3202（66番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．6―12．3―11．0―11．8―11．8―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．7―49．0―1：00．0―1：11．8―1：23．6―1：35．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンデジタル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2017．6．17 阪神5着

2015．4．23生 牡3栗 母 エーシンカルメン 母母 Bohemian Lady 8戦2勝 賞金 15，400，000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。



22033 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第9競走 ��2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

57 センテリュオ 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：57．6 2．9�
44 ノーブルカリナン 牝3黒鹿52 浜中 俊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 430－ 41：57．81� 2．7�
813 オスカールビー 牝3鹿 52 川須 栄彦森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 482± 01：58．11� 14．3�
710 ブライトムーン 牝4黒鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋101：58．2� 6．7�
812 ハ ナ ソ メ イ 牝3黒鹿52 武 豊林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 436＋161：58．62� 29．1	
69 ドロウアカード 牝4栗 55 幸 英明�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 0 〃 ハナ 5．6

33 アンフィニスター 牝3鹿 52 秋山真一郎池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 522＋ 21：58．7� 51．3�
711 ア ド ラ ー タ 牝3鹿 52 富田 暁 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：58．91� 23．0�
22 ハーツフェルト 牝3栗 52 荻野 極林 正道氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：59．32� 76．4
11 イイコトバカリ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464－ 61：59．61� 122．6�
56 	 ロマンチックワーク 牝4鹿 55 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 北出 成人 千歳 社台ファーム 462＋ 32：00．13 403．8�
45 ビップベリンダ 牝3黒鹿52 
島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 494＋ 42：00．73� 47．4�
68 メイショウミハル 牝4栗 55 太宰 啓介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 466＋ 62：01．12� 76．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，278，300円 複勝： 39，544，400円 枠連： 14，595，500円
馬連： 73，285，000円 馬単： 34，539，300円 ワイド： 43，232，700円
3連複： 98，837，300円 3連単： 149，590，000円 計： 487，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 240円 枠 連（4－5） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 540円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，830円

票 数

単勝票数 計 342783 的中 � 93756（2番人気）
複勝票数 計 395444 的中 � 99175（1番人気）� 91017（2番人気）� 28094（5番人気）
枠連票数 計 145955 的中 （4－5） 32215（1番人気）
馬連票数 計 732850 的中 �� 158009（1番人気）
馬単票数 計 345393 的中 �� 38642（1番人気）
ワイド票数 計 432327 的中 �� 82883（1番人気）�� 17437（7番人気）�� 17281（8番人気）
3連複票数 計 988373 的中 ��� 51902（3番人気）
3連単票数 計1495900 的中 ��� 22436（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―12．2―11．8―11．8―12．1―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．9―34．1―46．3―58．1―1：09．9―1：22．0―1：33．8―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センテリュオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．2．25 阪神1着

2015．4．8生 牝3鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 4戦2勝 賞金 24，953，000円
〔発走状況〕 メイショウミハル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウミハル号は，平成30年8月5日から平成30年8月26日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

22034 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第10競走 ��
��1，700�

い ぶ す き

指 宿 特 別
発走15時00分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 スズカフリオーソ 牡4栗 57 �島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B486－101：44．4 3．7�
811 メイショウラケーテ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 462＋ 21：44．93 1．9�
22 フォースライン 牡4黒鹿57 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：45．53	 5．7�
44 
 ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 52 幸 英明�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 464＋ 8 〃 クビ 54．5�
33 オ ク ラ ホ マ 牡4栗 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B506± 01：45．92	 11．3	
710� ヒルノケープタウン 牡4青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B520－ 21：46．0� 38．0

55 トーホウドミンゴ 牡4青鹿57 秋山真一郎東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 472± 01：46．53 51．2�
68 キクノウェスター 牡3鹿 54 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 492－ 21：46．71 25．2�
812� クレスコエルザ 牝6鹿 55 岡田 祥嗣堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B430＋ 41：46．8� 399．2
79 マ ン ナ ム 牡3鹿 54 松若 風馬永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 486＋ 21：47．97 43．5�
67 カ ク リ ョ ウ 牡3黒鹿54 荻野 極重松 國建氏 安田 翔伍 浦河 山口 義彦 B466＋ 21：48．53	 359．8�
56 サンライズフルメン 牡3栗 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 496＋ 61：49．67 15．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，405，700円 複勝： 77，663，100円 枠連： 18，268，900円
馬連： 98，641，300円 馬単： 50，568，800円 ワイド： 54，872，900円
3連複： 123，094，100円 3連単： 222，660，200円 計： 694，175，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－8） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 160円 �� 290円 �� 260円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，810円

票 数

単勝票数 計 484057 的中 � 104167（2番人気）
複勝票数 計 776631 的中 � 136024（2番人気）� 378000（1番人気）� 82848（3番人気）
枠連票数 計 182689 的中 （1－8） 43291（1番人気）
馬連票数 計 986413 的中 �� 224704（1番人気）
馬単票数 計 505688 的中 �� 43818（2番人気）
ワイド票数 計 548729 的中 �� 104009（1番人気）�� 42758（3番人気）�� 49054（2番人気）
3連複票数 計1230941 的中 ��� 152176（1番人気）
3連単票数 計2226602 的中 ��� 57412（4番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．7―12．7―13．0―12．3―12．2―12．5―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．4―42．1―55．1―1：07．4―1：19．6―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
10，11，6，1，8（3，7）4，9，5（2，12）
10，11－（1，6）4（8，7）（2，3）9（12，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカフリオーソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2016．11．26 京都2着

2014．5．10生 牡4栗 母 フランチェスカ 母母 ローマステーション 14戦3勝 賞金 42，356，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズフルメン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月4日まで平地

競走に出走できない。



22035 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3日 第11競走 ��
��1，200�九州スポーツ杯

発走15時35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

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

66 エントリーチケット 牝4栗 55 B．アヴドゥラ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：07．7 7．2�
（豪）

44 アドマイヤデライト 牡5黒鹿57 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 522－ 2 〃 クビ 11．5�
33 ジュンヴァルロ 牡3栗 54 武 豊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：07．8クビ 3．6�
11 � シゲルノマオイ 牡6栗 57 太宰 啓介森中 蕃氏 武 英智 浦河 中村 雅明 486± 0 〃 アタマ 24．5�
810 ウォーターラボ 牝6青鹿55 	島 克駿山岡 良一氏 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム 458± 0 〃 ハナ 6．8�
78 ト ン ボ イ 牝3栗 52 松若 風馬幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 422－ 61：08．01� 7．1	
22 ジュンドリーム 牝3鹿 52 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 468－ 21：08．1� 25．0

55 ア ル モ ニ カ 牝3黒鹿52 北村 友一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 ハナ 3．8�
67 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 57 秋山真一郎石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 454－ 61：08．41� 13．3
79 � ハ ル ク 牡5鹿 57 和田 竜二�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 480－ 41：08．71� 25．5�
811 デ ィ ア エ ナ 牝6黒鹿55 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B510－101：08．8� 74．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，503，600円 複勝： 75，520，200円 枠連： 30，467，100円
馬連： 198，845，600円 馬単： 76，851，700円 ワイド： 93，023，600円
3連複： 265，326，000円 3連単： 384，924，300円 計： 1，187，462，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 270円 � 180円 枠 連（4－6） 2，490円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 500円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 45，420円

票 数

単勝票数 計 625036 的中 � 68711（5番人気）
複勝票数 計 755202 的中 � 73884（5番人気）� 66719（6番人気）� 120074（2番人気）
枠連票数 計 304671 的中 （4－6） 9463（13番人気）
馬連票数 計1988456 的中 �� 29412（22番人気）
馬単票数 計 768517 的中 �� 5823（42番人気）
ワイド票数 計 930236 的中 �� 17838（17番人気）�� 50300（3番人気）�� 24628（12番人気）
3連複票数 計2653260 的中 ��� 36857（16番人気）
3連単票数 計3849243 的中 ��� 6143（176番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．2―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．4―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントリーチケット �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2016．6．19 阪神1着

2014．4．29生 牝4栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 19戦4勝 賞金 85，578，000円
〔制裁〕 エントリーチケット号の騎手B．アヴドゥラは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

22036 8月4日 晴 良 （30小倉2）第3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

44 ミスズマンボ 牝5青鹿 55
54 ☆荻野 極永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 444－10 58．7 9．1�

811 ゼットパール 牝4栗 55
53 △富田 暁�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B440－ 8 58．91� 5．2�

11 エ ッ シ ャ ー �4栗 57
55 △川又 賢治小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 464－ 6 59．0� 2．5�

66 イナズママンボ 牝4鹿 55 松若 風馬小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B458＋ 2 〃 ハナ 26．4�
33 エ ピ ュ ー レ 牝4栗 55 幸 英明�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 496± 0 59．21� 32．0	
22 	 メイショウサイジン 牝5鹿 55

54 ☆義 英真松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 486± 0 59．3クビ 65．4

55 	 スズカアポロ 牡7黒鹿 57

54 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B474＋ 6 59．4� 79．2�
67 	 キーネットワーク 牡4鹿 57 
島 克駿北前孔一郎氏 川村 禎彦 日高 豊田田村牧場 484＋ 8 59．5� 58．3�
79 マイウェイアムール 牝3青鹿52 高倉 稜田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 480＋ 4 59．6� 5．7
810 サトノレーヌ 牝4黒鹿55 川須 栄彦 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 442＋10 〃 ハナ 4．5�
78 スーサンゴー 牝4鹿 55 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 434－ 81：00．02� 20．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，632，000円 複勝： 43，535，100円 枠連： 21，312，800円
馬連： 91，894，000円 馬単： 41，382，300円 ワイド： 51，515，400円
3連複： 115，729，000円 3連単： 187，518，100円 計： 596，518，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 190円 � 130円 枠 連（4－8） 1，350円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 880円 �� 420円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 23，950円

票 数

単勝票数 計 436320 的中 � 38266（5番人気）
複勝票数 計 435351 的中 � 39918（5番人気）� 55406（4番人気）� 108839（1番人気）
枠連票数 計 213128 的中 （4－8） 12165（5番人気）
馬連票数 計 918940 的中 �� 25601（11番人気）
馬単票数 計 413823 的中 �� 4883（25番人気）
ワイド票数 計 515154 的中 �� 13853（11番人気）�� 32381（5番人気）�� 37885（2番人気）
3連複票数 計1157290 的中 ��� 37532（7番人気）
3連単票数 計1875181 的中 ��� 5675（78番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．2―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．10．3 阪神10着

2013．4．10生 牝5青鹿 母 アイライクユー 母母 ケイジーイグザーベランス 20戦2勝 賞金 16，930，000円
〔発走状況〕 エッシャー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔調教再審査〕 エッシャー号は，発走調教再審査。



（30小倉2）第3日 8月4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 159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

167，700，000円
2，590，000円
17，730，000円
1，270，000円
18，500，000円
64，869，000円
4，134，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
408，802，300円
568，939，000円
173，672，400円
821，864，200円
389，058，800円
487，285，700円
1，079，679，100円
1，639，158，700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 5，568，460，200円

総入場人員 8，870名 （有料入場人員 7，777名）
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