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22001 7月27日 晴 良 （1小倉2） 第1日 第1競走 ��1，700�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；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

59 サツキサンダー 牝3栗 54 松山 弘平小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 442＋ 21：46．6 14．8�
23 ラプリュベル 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 482－ 41：48．19 24．6�
714 ワンダールウェス 牝3栗 54 松若 風馬山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 452＋ 41：48．2� 26．6�
48 バラーディスト 牝3黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 1．7�
12 クインズジャスミン 牝3栗 54 小崎 綾也亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 富田牧場 422－ 61：48．3クビ 6．7�
510 マナブフェイス 牝3黒鹿54 秋山真一郎佐々木 勉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 412－ 41：48．4� 26．1	
47 ペネトレーター 牝3鹿 54 幸 英明 
ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 458－141：48．93 65．1�
24 マリノフロンティア 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来
クラウン 角田 晃一 日高 クラウン日高牧場 462－ 41：49．21� 13．5�
713 ルージュフォンセ 牝3鹿 54 国分 優作 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 474± 01：49．73 15．0
36 ケイティシャイン 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 438－ 21：50．12� 56．2�
816 スカイノブランチ 牝3黒鹿54 川須 栄彦江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 410± 01：50．2� 91．9�
611 ジャングルキッド 牝3芦 54 武 豊松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：50．94 8．4�
11 エスカルラータ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心
G1レーシング 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 454＋161：54．3大差 90．9�
612 ラストシーン 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 B462－ 81：54．5� 114．8�
35 ピンクダンサー 牝3鹿 54 田中 健木村 久子氏 牧田 和弥 日高 沖田牧場 444－161：56．9大差 184．1�
815 メイショウマシミズ 牝3栗 54 �島 克駿松本 和子氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 476＋ 8 （競走中止） 41．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，285，100円 複勝： 54，051，000円 枠連： 7，976，600円
馬連： 35，581，000円 馬単： 21，222，900円 ワイド： 29，578，800円
3連複： 63，174，500円 3連単： 82，045，400円 計： 312，915，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 980円 � 1，430円 � 1，500円 枠 連（2－5） 3，840円

馬 連 �� 21，220円 馬 単 �� 39，590円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 4，630円 �� 7，350円

3 連 複 ��� 203，350円 3 連 単 ��� 1，239，220円

票 数

単勝票数 計 192851 的中 � 10395（5番人気）
複勝票数 計 540510 的中 � 14973（6番人気）� 9981（8番人気）� 9441（9番人気）
枠連票数 計 79766 的中 （2－5） 1607（16番人気）
馬連票数 計 355810 的中 �� 1299（42番人気）
馬単票数 計 212229 的中 �� 402（76番人気）
ワイド票数 計 295788 的中 �� 1644（42番人気）�� 1651（40番人気）�� 1035（51番人気）
3連複票数 計 631745 的中 ��� 233（231番人気）
3連単票数 計 820454 的中 ��� 48（1260番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．9―12．9―12．5―12．3―12．6―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．9―42．8―55．3―1：07．6―1：20．2―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
9（11，14）（4，13）（2，6）（16，15）10，12（5，7，8）－1，3
9，14－（11，4）8（2，13，3）（10，16）15（6，7）－12，1，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サツキサンダー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．5．19 京都5着

2016．3．19生 牝3栗 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 メイショウマシミズ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し、4コーナーで転倒したため競走中止。
〔その他〕 エスカルラータ号・ラストシーン号・ピンクダンサー号は，4コーナー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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シュジンコウ号
（非抽選馬） 1頭 マティス号

22002 7月27日 晴 良 （1小倉2） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時25分 （芝・右）

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

48 ストラトスフィア 牝3鹿 54 松若 風馬�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム 456－ 41：08．0 6．9�

816 ラハイナヌーン 牝3黒鹿54 北村 友一 �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 タイヘイ牧場 440－101：08．1� 7．6�

59 ヨドノオーシャン 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 416－ 41：08．52� 156．4�

611 メイショウホウジュ 牝3栗 54 浜中 俊松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：08．6� 4．2�
510 サンキューユウガ 牡3青鹿56 松山 弘平田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 504 ―1：08．92 5．7�
612 ム ギ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治山下 良子氏 橋田 満 新冠 村上 欽哉 422＋101：09．11 70．4	
713 ミンミンルフィーナ 牝3鹿 54 水口 優也グリーンスウォード大根田裕之 浦河 富菜牧場 476－ 2 〃 ハナ 62．4

714 ドゥオンフルール 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新大塚 亮一氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 458＋ 21：09．31� 8．4�
35 スターオブザナイル 牡3鹿 56 秋山真一郎 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 482－ 61：09．4クビ 41．6�
815 オーミハルカゼ 牝3鹿 54 幸 英明岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 438± 0 〃 アタマ 18．5
36 クールジェンヌ 牝3芦 54

51 ▲岩田 望来田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B442＋ 81：09．61� 5．6�
12 クリノワンダフル 牡3栗 56 中谷 雄太栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 メイプルファーム 414－ 61：09．92 178．3�
47 ラ ン バ ー ト 牡3鹿 56 武 豊山本又一郎氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 B472＋ 81：10．11� 33．4�
11 タマモパスクワ 牡3鹿 56 田中 健タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 474＋12 〃 クビ 110．9�
24 スズカモンド 牡3栗 56 藤井勘一郎永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 456＋ 21：10．2� 118．2�
23 サダムシオイノモリ 牡3鹿 56 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B498＋ 81：10．41� 14．4�
817 タイセイチーフ 牡3鹿 56 和田 竜二田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 456－ 41：10．82� 26．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 23，836，300円 複勝： 38，364，800円 枠連： 11，106，300円
馬連： 43，832，500円 馬単： 20，387，800円 ワイド： 36，176，600円
3連複： 69，263，700円 3連単： 73，209，600円 計： 316，177，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 260円 � 3，290円 枠 連（4－8） 890円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 910円 �� 13，230円 �� 10，200円

3 連 複 ��� 86，570円 3 連 単 ��� 315，930円

票 数

単勝票数 計 238363 的中 � 27340（4番人気）
複勝票数 計 383648 的中 � 45896（3番人気）� 42896（4番人気）� 2426（16番人気）
枠連票数 計 111063 的中 （4－8） 9566（2番人気）
馬連票数 計 438325 的中 �� 15265（7番人気）
馬単票数 計 203878 的中 �� 3492（14番人気）
ワイド票数 計 361766 的中 �� 10730（9番人気）�� 686（82番人気）�� 891（77番人気）
3連複票数 計 692637 的中 ��� 600（207番人気）
3連単票数 計 732096 的中 ��� 168（841番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．5―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストラトスフィア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2019．3．3 阪神11着

2016．5．1生 牝3鹿 母 コズミックウィッシュ 母母 Cosmic Fire 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔騎手変更〕 タマモパスクワ号の騎手�島克駿は，第1競走での落馬負傷のため田中健に変更。
〔3走成績による出走制限〕 クリノワンダフル号・サダムシオイノモリ号・スズカモンド号・スターオブザナイル号は，「3走成績による

出走制限」のため，令和元年9月27日まで平地競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第１日



22003 7月27日 晴 良 （1小倉2） 第1日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

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

24 タイセイドレッサー 牡3栗 56
55 ☆川又 賢治田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 478＋ 21：47．2 4．6�

12 シングインザレイン 牡3鹿 56 福永 祐一丸山 担氏 友道 康夫 浦河 伏木田牧場 416－ 21：47．62� 6．9�
612 タイセイスキャット 牡3鹿 56 藤懸 貴志田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 442－ 2 〃 クビ 10．4�
35 レッドスプリンガー 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 554＋ 21：47．7クビ 3．2�
48 イマジンラヴ 牡3鹿 56 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 488＋ 41：48．65 14．4�
59 アールグランツ 牡3黒鹿56 松山 弘平前原 敏行氏 藤岡 健一 登別 ユートピア牧場 462－ 21：48．81� 5．5	
47 ジュゼッペレオ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 450－ 61：49．01 24．6

36 ベルヴィンカ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：49．32 44．3�
816 サントルヴィル 牡3芦 56 小坂 忠士�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 510＋ 21：49．83 99．1
714 メイショウラスカル 牡3鹿 56 岩崎 翼松本 好�氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 504－ 41：50．33 70．9�
611 ナリタフローライト 牡3黒鹿56 酒井 学�オースミ 渡辺 薫彦 様似 猿倉牧場 432± 01：50．51� 119．3�
713 コルニッシュドール 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 558＋ 21：50．81� 17．9�
510 リュウノハドウ 牡3栗 56 藤井勘一郎二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 456 ―1：51．54 82．3�
815 ト ン バ 牡3鹿 56 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 458－ 21：52．03 302．0�
23 ジョートラジャ 牡3芦 56 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 530－ 61：52．74 17．1�
11 キタサンアメジスト 牝3黒鹿54 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 日高 広中 稔 502＋ 81：54．7大差 54．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，375，200円 複勝： 35，500，800円 枠連： 10，111，900円
馬連： 46，242，800円 馬単： 21，935，200円 ワイド： 36，575，000円
3連複： 70，920，100円 3連単： 76，874，200円 計： 323，535，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 240円 � 280円 枠 連（1－2） 1，080円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 690円 �� 760円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 35，270円

票 数

単勝票数 計 253752 的中 � 43338（2番人気）
複勝票数 計 355008 的中 � 61918（2番人気）� 36036（4番人気）� 29783（5番人気）
枠連票数 計 101119 的中 （1－2） 7256（4番人気）
馬連票数 計 462428 的中 �� 16687（8番人気）
馬単票数 計 219352 的中 �� 4065（13番人気）
ワイド票数 計 365750 的中 �� 13978（4番人気）�� 12549（8番人気）�� 5040（24番人気）
3連複票数 計 709201 的中 ��� 8185（18番人気）
3連単票数 計 768742 的中 ��� 1580（98番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―12．4―13．3―12．8―12．3―12．9―13．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―30．2―43．5―56．3―1：08．6―1：21．5―1：34．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドレッサー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2018．11．3 京都5着

2016．3．31生 牡3栗 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 7戦1勝 賞金 7，700，000円
〔騎手変更〕 タイセイスキャット号の騎手�島克駿は，第1競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョートラジャ号・キタサンアメジスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

8月27日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 キタサンアメジスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月27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 スズノチェルシー号

22004 7月27日 晴 良 （1小倉2） 第1日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時25分 （芝・右）
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

45 ボッケリーニ 牡3栗 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：46．3 4．5�

58 ルッチョーラ 牡3青 56 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 476－ 41：46．62 7．3�
814 ウインアミーリア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 21：47．34 114．5�
46 ファストフォース 牡3黒鹿56 松若 風馬安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 502－ 4 〃 アタマ 5．2�
57 サ ラ ミ ス 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：47．4クビ 6．0	
33 ムーンスピーク 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 442－ 2 〃 ハナ 40．1

22 ランドリュウオー 牡3栗 56 藤井勘一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442± 01：47．61� 14．8�
813 プ ロ ム 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 474－14 〃 クビ 9．4�
712 カ リ ナ ン 牝3青鹿54 川須 栄彦寺田 寿男氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 392－101：48．02� 119．7
69 キープザレスト 牝3青鹿 54

51 ▲斎藤 新 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 21：48．21� 190．0�

711 ラインエミネント 牡3鹿 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470＋ 61：48．3� 55．3�
34 ハピネスブルーム 牝3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 440＋181：48．93� 3．9�
11 ワンダータジャム 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 478－ 41：49．22 126．6�
610 カーディストリー 牝3栗 54 浜中 俊�下河辺牧場 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 456± 01：49．73 24．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，122，500円 複勝： 47，034，700円 枠連： 10，145，400円
馬連： 46，480，900円 馬単： 21，547，200円 ワイド： 38，180，900円
3連複： 65，069，800円 3連単： 78，038，100円 計： 334，619，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 220円 � 2，350円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 690円 �� 7，360円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 39，930円 3 連 単 ��� 172，490円

票 数

単勝票数 計 281225 的中 � 49338（2番人気）
複勝票数 計 470347 的中 � 72681（2番人気）� 62948（5番人気）� 3874（11番人気）
枠連票数 計 101454 的中 （4－5） 19914（1番人気）
馬連票数 計 464809 的中 �� 19571（7番人気）
馬単票数 計 215472 的中 �� 5151（13番人気）
ワイド票数 計 381809 的中 �� 15150（8番人気）�� 1289（48番人気）�� 1523（43番人気）
3連複票数 計 650698 的中 ��� 1222（99番人気）
3連単票数 計 780381 的中 ��� 328（471番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．8―11．5―12．1―11．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―34．7―46．5―58．0―1：10．1―1：22．0―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ボッケリーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都6着

2016．4．4生 牡3栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 キープザレスト号の騎手	島克駿は，第1競走での落馬負傷のため斎藤新に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ワンダータジャム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月27日まで平地競走に出走で

きない。



22005 7月27日 晴 良 （1小倉2） 第1日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

九州産馬；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

24 テイエムヤマカゼ �2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 408 ―1：10．4 6．4�
612 アーモンドカラー 牡2鹿 54 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 熊本 ストームファーム

コーポレーション 428 ―1：10．82� 4．9�
35 キリシマブリッジ 牝2黒鹿54 水口 優也土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 424 ―1：10．9� 223．5�
816 イ ロ ゴ ト シ 牡2鹿 54 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 452 ―1：11．0� 11．0�
23 ハクアイトップ 牡2鹿 54 和田 竜二 �H.Iコーポレーション 村山 明 熊本 本田 土寿 518 ― 〃 ハナ 15．4�
714 テイエムマルジュウ 牡2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 430 ―1：11．74 24．9	
12 コウユーサクラマウ 牝2栗 54

51 ▲斎藤 新加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム
コーポレーション 454 ― 〃 クビ 24．5


11 チョゴリザテソーロ 牡2黒鹿54 浜中 俊了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 熊本 本田 土寿 486 ―1：11．91 4．4�

47 ク レ ナ イ 牝2黒鹿54 岩崎 翼三岡 陽氏 小桧山 悟 熊本 有限会社
宮村牧場 452 ―1：12．11 88．0�

59 テイエムワッゼハエ 牝2鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 420 ―1：12．42 34．4
48 カシノピアレス 牝2栗 54

53 ☆森 裕太朗柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 468 ―1：12．93 122．6�
36 カシノマイティ 牝2栗 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 388 ―1：13．11	 95．3�
817 アッパレゴッホ 牡2鹿 54 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 418 ―1：13．52� 32．5�
611 カシノブランシェ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 428 ―1：13．92� 169．7�
510 ラトルメンタ 牡2黒鹿54 藤井勘一郎�ビリオンスター松永 幹夫 熊本 本田 土寿 452 ―1：14．0クビ 37．0�
818 キリシマコテツ 牡2鹿 54 柴田 善臣土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 414 ―1：14．42� 98．3�
715 カンパニームーン 牝2栗 54 柴田 未崎竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 竹原 孝昭 458 ―1：14．82� 220．1�
713 カシノライブリー 牝2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 470 ―1：17．3大差 4．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，101，700円 複勝： 33，335，800円 枠連： 13，322，300円
馬連： 44，334，800円 馬単： 20，718，700円 ワイド： 32，412，700円
3連複： 62，727，900円 3連単： 67，119，900円 計： 301，073，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 200円 � 3，830円 枠 連（2－6） 1，210円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 710円 �� 19，130円 �� 16，830円

3 連 複 ��� 166，240円 3 連 単 ��� 600，760円

票 数

単勝票数 計 271017 的中 � 35094（4番人気）
複勝票数 計 333358 的中 � 38402（4番人気）� 50284（3番人気）� 1726（17番人気）
枠連票数 計 133223 的中 （2－6） 8511（6番人気）
馬連票数 計 443348 的中 �� 20711（5番人気）
馬単票数 計 207187 的中 �� 4944（11番人気）
ワイド票数 計 324127 的中 �� 12573（5番人気）�� 421（99番人気）�� 479（95番人気）
3連複票数 計 627279 的中 ��� 283（295番人気）
3連単票数 計 671199 的中 ��� 81（1216番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．1―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．3―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．1
3 ・（4，5）16（3，14）12（7，13）（6，9）1（2，11）－8－17，18－15＝10 4 ・（4，5）（3，16）－7（14，12）1，9，2－6－11，8，17－（18，13）－15－10

勝馬の
紹 介

テイエムヤマカゼ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 デュランダル 初出走

2017．4．2生 �2鹿 母 テイエムコウノトリ 母母 タカトモアップ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 チョゴリザテソーロ号の騎手�島克駿は，第1競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔発走状況〕 カシノライブリー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンパニームーン号・カシノライブリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

8月27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヘイセイロード号・ベルウッドコチョウ号・レレリオ号・ローランダー号

22006 7月27日 晴 良 （1小倉2） 第1日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時45分 （芝・右）
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

44 カイルアコナ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 430 ―1：09．1 2．0�
66 メイショウベンガル 牡2芦 54 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 446 ―1：09．84 9．0�
89 � ピ ン シ ャ ン 牡2栗 54 福永 祐一冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 444 ―1：09．9� 5．5�
55 サンデーパームス 牡2鹿 54 水口 優也杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458 ―1：10．21	 3．9�
33 タマモフェーム 牡2芦 54 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか U・M・A 466 ― 〃 アタマ 16．2	
22 ローランダー 牝2栗 54 国分 優作山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 440 ―1：10．62� 34．6

88 タムロシャイン 牝2芦 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 430 ―1：10．91	 62．2�
11 ヴァーツラフ 牡2鹿 54

53 ☆川又 賢治市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 448 ―1：11．85 35．3�

77 ム ー ト 牡2黒鹿54 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 434 ― 〃 ハナ 55．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 40，545，300円 複勝： 31，166，900円 枠連： 6，437，100円
馬連： 42，543，900円 馬単： 26，130，600円 ワイド： 28，898，500円
3連複： 50，588，800円 3連単： 94，120，800円 計： 320，431，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（4－6） 890円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 405453 的中 � 166350（1番人気）
複勝票数 計 311669 的中 � 100145（1番人気）� 38129（4番人気）� 51746（3番人気）
枠連票数 計 64371 的中 （4－6） 5554（3番人気）
馬連票数 計 425439 的中 �� 39929（3番人気）
馬単票数 計 261306 的中 �� 17698（4番人気）
ワイド票数 計 288985 的中 �� 25798（3番人気）�� 33604（2番人気）�� 13612（6番人気）
3連複票数 計 505888 的中 ��� 32794（3番人気）
3連単票数 計 941208 的中 ��� 15589（11番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―10．8―11．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．0―45．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 ・（2，4）5（3，6）－9－（1，7）－8 4 4，2－5，3，6，9＝1，7－8

勝馬の
紹 介

カイルアコナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．2．14生 牝2鹿 母 コナブリュワーズ 母母 アンブロワーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ムート号の騎手
島克駿は，第1競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 サンデーパームス号の騎手水口優也は，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100，000円。（被害馬：3

番・2番）
※ローランダー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22007 7月27日 曇 良 （1小倉2） 第1日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13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

68 � ブリッジオーヴァー 牝5黒鹿55 北村 友一下河辺俊行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 464± 0 58．2 5．2�
79 ファビュラスギフト 牝3鹿 52

49 ▲斎藤 新 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 446－ 2 58．41� 18．2�
710 ウェーブガイア 牝4栗 55 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 452＋12 58．5� 24．7�
67 クインズカトレア 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 442＋ 4 58．71� 6．2�
56 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 442－ 2 59．34 46．1�
11 ホープフルスター 牡5栗 57 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 8 〃 クビ 10．2	
811 ファイアーボーラー 牡3黒鹿54 浜中 俊 
シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 458＋ 4 59．4クビ 4．4�
55 メイショウモルサ 牡3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 480－ 4 59．5� 5．6�
33 エレスチャル 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 448＋ 2 59．6� 20．2

44 コウエイバンビーノ 牡3黒鹿54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 502＋ 8 59．7	 20．9�
22 タカノオージャ 牡3鹿 54

51 ▲三津谷隼人山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 486＋ 41：00．33� 96．8�
812 ルンルンキャット 牝3黒鹿52 松若 風馬
髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 446± 01：00．93� 5．7�
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売 得 金
単勝： 33，063，800円 複勝： 53，789，800円 枠連： 14，782，000円
馬連： 59，763，200円 馬単： 26，747，300円 ワイド： 45，201，400円
3連複： 87，654，000円 3連単： 103，014，600円 計： 424，016，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 240円 � 490円 � 580円 枠 連（6－7） 1，560円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 10，970円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 1，840円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 27，400円 3 連 単 ��� 132，890円

票 数

単勝票数 計 330638 的中 � 50642（2番人気）
複勝票数 計 537898 的中 � 66337（5番人気）� 27033（7番人気）� 22491（8番人気）
枠連票数 計 147820 的中 （6－7） 7316（8番人気）
馬連票数 計 597632 的中 �� 6779（28番人気）
馬単票数 計 267473 的中 �� 1828（47番人気）
ワイド票数 計 452014 的中 �� 5420（28番人気）�� 6382（24番人気）�� 3093（44番人気）
3連複票数 計 876540 的中 ��� 2399（96番人気）
3連単票数 計1030146 的中 ��� 562（487番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．4―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブリッジオーヴァー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ドクターデヴィアス

2014．2．23生 牝5黒鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 6戦1勝 賞金 9，350，000円
初出走 JRA

22008 7月27日 曇 良 （1小倉2） 第1日 第8競走 ��3，390�第21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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード3：40．0良

79 メイショウダッサイ 牡6黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 512＋ 43：44．0 1．6�
55 アグリッパーバイオ 牡8黒鹿60 西谷 誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 43：44．32 20．7�
812 メイショウタンヅツ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 448－163：45．57 20．1�
33 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 60 高田 潤森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 496± 03：45．6� 31．3�
811 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 500－ 63：47．09 9．6�
68 アズマタックン 牡6青鹿60 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 504－143：47．63� 28．1	
67 シークレットパス 牡8芦 60 石神 深一岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 460－ 83：48．77 10．2

11 バイオンディップス 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 518－ 83：49．01� 89．5�
56 シゲルボスザル 牡5黒鹿60 北沢 伸也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 468＋103：52．7大差 104．3�
710 レジェンドパワー �7黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 444－143：53．65 229．6
22 サウスオブボーダー 牡6鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456± 0 （競走中止） 40．1�
44 タマモプラネット 牡9芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 496－10 （競走中止） 4．5�
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売 得 金
単勝： 39，786，000円 複勝： 87，624，700円 枠連： 14，474，700円
馬連： 61，429，600円 馬単： 38，162，200円 ワイド： 46，981，900円
3連複： 107，852，400円 3連単： 187，276，300円 計： 583，587，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 240円 � 310円 枠 連（5－7） 1，280円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 460円 �� 440円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 13，260円

票 数

単勝票数 計 397860 的中 � 195568（1番人気）
複勝票数 計 876247 的中 � 559791（1番人気）� 39269（5番人気）� 28367（6番人気）
枠連票数 計 144747 的中 （5－7） 8739（4番人気）
馬連票数 計 614296 的中 �� 32040（5番人気）
馬単票数 計 381622 的中 �� 15194（6番人気）
ワイド票数 計 469819 的中 �� 27354（5番人気）�� 28914（4番人気）�� 5935（19番人気）
3連複票数 計1078524 的中 ��� 20022（17番人気）
3連単票数 計1872763 的中 ��� 10239（44番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 52．9－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
9＝5－（11，7）－3，1（12，2）10，8＝6
9－5－11，7，3－2－12，1－8＝10＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡6黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 障害：9戦4勝 賞金 83，661，000円
〔競走中止〕 タマモプラネット号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。

サウスオブボーダー号は，8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



22009 7月27日 曇 良 （1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，1勝クラス（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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

33 シルヴァーソニック 牡3芦 54 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446＋ 21：59．3 2．0�
810 リトミカメンテ 牝3栗 52 川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 2 〃 クビ 14．9�
78 ショウリュウイクゾ 牡3栗 54 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：59．4クビ 5．9�
11 � イルーシヴゴールド 牝4芦 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 9．9�
67 レッドエンヴィー 牡3鹿 54 幸 英明 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：59．61	 32．9	
55 ブラックバッジ 牡3鹿 54 武 豊市川 義美氏 武 幸四郎 洞
湖 レイクヴィラファーム B480－ 61：59．7� 4．2

44 エスペランサルル 牝7栗 55 �島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 444＋ 82：00．12 246．4�
811 エテレインミノル 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 490－ 62：00．41� 19．0
22 バリオラージュ 牡5鹿 57 北村 友一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B458－ 62：00．82 19．7�
79 キャンディストーム 牝5鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 2 〃 ハナ 24．6�
66 ヤマカツシシマル 牡3青鹿54 藤井勘一郎山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 476－ 8 〃 クビ 93．4�
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売 得 金
単勝： 45，184，600円 複勝： 63，164，900円 枠連： 14，591，600円
馬連： 78，160，200円 馬単： 37，990，700円 ワイド： 55，937，600円
3連複： 108，373，500円 3連単： 165，012，100円 計： 568，415，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 300円 � 170円 枠 連（3－8） 810円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 590円 �� 370円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 12，080円

票 数

単勝票数 計 451846 的中 � 177222（1番人気）
複勝票数 計 631649 的中 � 218811（1番人気）� 35450（5番人気）� 79731（3番人気）
枠連票数 計 145916 的中 （3－8） 13860（3番人気）
馬連票数 計 781602 的中 �� 38025（5番人気）
馬単票数 計 379907 的中 �� 14135（6番人気）
ワイド票数 計 559376 的中 �� 24266（6番人気）�� 42027（2番人気）�� 10786（16番人気）
3連複票数 計1083735 的中 ��� 28522（9番人気）
3連単票数 計1650121 的中 ��� 9900（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―12．5―12．3―12．1―11．6―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．0―47．5―59．8―1：11．9―1：23．5―1：35．3―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーソニック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．1．20 京都2着

2016．3．22生 牡3芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 5戦2勝 賞金 22，222，000円

22010 7月27日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

46 ジュランビル 牝3黒鹿52 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 456－ 41：08．0 1．5�
711 トウカイレーヌ 牝5青 55 斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 430＋ 21：08．21 55．9�
610 コウエイダリア 牝5黒鹿55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 506± 0 〃 クビ 22．9�
45 ア ル モ ニ カ 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 アタマ 10．9�
58 ラ ミ エ ル 牝3鹿 52 川田 将雅桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 454＋121：08．41 4．4�
11 フ ナ ウ タ 牝5栗 55 北村 友一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B464－ 41：08．72 28．3	
34 ブレイヴバローズ 牡5黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 480－ 21：08．91� 32．3

813 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 森 裕太朗平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 476－ 2 〃 クビ 155．0�
814 ショウナンアヴィド 牡6青鹿57 藤井勘一郎�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B492－ 41：09．0クビ 84．1�
57 イ メ ル 牡3黒鹿54 川又 賢治吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 452－ 8 〃 クビ 16．8
22 ニシノラディアント 牡6鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488＋ 6 〃 クビ 59．2�
33 タマモメイトウ 牡3黒鹿54 武 豊タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 468－ 41：09．1	 21．8�
69 アラスカノオーロラ 牡4鹿 57 酒井 学丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 454＋ 61：09．2	 48．4�
712 ジュンドリーム 牝4鹿 55 松若 風馬河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 B482± 01：09．83	 116．5�
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売 得 金
単勝： 53，915，800円 複勝： 124，912，600円 枠連： 24，205，100円
馬連： 110，639，200円 馬単： 58，298，800円 ワイド： 76，166，000円
3連複： 163，014，500円 3連単： 244，281，100円 計： 855，433，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 700円 � 350円 枠 連（4－7） 2，480円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 680円 �� 5，670円

3 連 複 ��� 15，680円 3 連 単 ��� 51，540円

票 数

単勝票数 計 539158 的中 � 275081（1番人気）
複勝票数 計1249126 的中 � 776752（1番人気）� 17658（10番人気）� 39574（6番人気）
枠連票数 計 242051 的中 （4－7） 7538（8番人気）
馬連票数 計1106392 的中 �� 23727（12番人気）
馬単票数 計 582988 的中 �� 10985（11番人気）
ワイド票数 計 761660 的中 �� 14172（13番人気）�� 30584（5番人気）�� 3296（49番人気）
3連複票数 計1630145 的中 ��� 7793（47番人気）
3連単票数 計2442811 的中 ��� 3436（140番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュランビル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．8．26 小倉1着

2016．3．17生 牝3黒鹿 母 ア リ ー 母母 Secret Partner 8戦3勝 賞金 65，149，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 トウカイレーヌ号の騎手
島克駿は，第1競走での落馬負傷のため斎藤新に変更。



22011 7月27日 曇 良 （1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，3勝クラス（1600万円以下），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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

711 メイショウワザシ 牡4栗 57 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 532± 01：44．4 3．2�
56 ロードアクシス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 468± 01：45．25 23．4�
68 エ オ リ ア 牝5鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 21：45．3クビ 4．4�
44 エ ネ ス ク 牡6鹿 57 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 510－ 41：45．51 213．0�
69 フィールドセンス 牡5鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 526－ 6 〃 ハナ 4．2�
45 グ ア ン 牝4栗 55 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 468＋ 81：45．6� 6．5	
11 クリノフウジン 牡5栗 57 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 502＋ 81：45．91	 19．1

22 ゼンノワスレガタミ 牡5鹿 57 秋山真一郎大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 B460－ 4 〃 クビ 9．8�
813 メイショウマトイ 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 500＋101：46．0クビ 93．9�
57 ショートストーリー 牡6黒鹿57 北村 友一ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋161：46．1� 67．0
812 テーオーフォース 牡4黒鹿57 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：46．52� 15．1�
33 キーグラウンド 牡5鹿 57 幸 英明北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 B486－ 2 〃 クビ 29．2�
710 クリノリーソクツモ 牝7鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 450－ 41：46．92� 222．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，691，800円 複勝： 94，795，600円 枠連： 38，394，100円
馬連： 201，356，800円 馬単： 76，561，800円 ワイド： 111，228，700円
3連複： 300，732，900円 3連単： 395，803，500円 計： 1，285，565，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 530円 � 150円 枠 連（5－7） 2，900円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 410円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 40，800円

票 数

単勝票数 計 666918 的中 � 163541（1番人気）
複勝票数 計 947956 的中 � 182162（2番人気）� 32000（9番人気）� 185922（1番人気）
枠連票数 計 383941 的中 （5－7） 10238（11番人気）
馬連票数 計2013568 的中 �� 32118（19番人気）
馬単票数 計 765618 的中 �� 8439（27番人気）
ワイド票数 計1112287 的中 �� 15266（23番人気）�� 77626（3番人気）�� 17224（20番人気）
3連複票数 計3007329 的中 ��� 30807（25番人気）
3連単票数 計3958035 的中 ��� 7033（140番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．0―13．2―12．5―12．4―12．4―12．0―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．7―42．9―55．4―1：07．8―1：20．2―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
11－9，5，7，10，2－（4，6）（1，8）－（3，12）－13
11，9（5，6）（7，10）（8，12）（2，4）（3，1）－13

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

勝馬の
紹 介

メイショウワザシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．9．30 阪神1着

2015．2．21生 牡4栗 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 12戦4勝 賞金 61，361，000円
〔騎手変更〕 エネスク号の騎手
島克駿は，第1競走での落馬負傷のため森裕太朗に変更。

22012 7月27日 曇 良 （1小倉2） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

815 オトナノジジョウ 牝3栗 52 松山 弘平内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 436－ 41：08．6 14．8�
610 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 小崎 綾也東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 B496＋ 61：09．02� 73．2�
611 エ ヴ ァ イ エ 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 480＋ 41：09．1クビ 3．7�
46 クロンヌデトワール 牝4栗 55 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 450＋ 4 〃 クビ 4．6�
22 ハトマークワルツ 牝5栗 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 436－ 41：09．2� 75．9�
35 アリエスムーン 牝8青鹿 55

52 ▲斎藤 新橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444－ 8 〃 同着 20．7	
47 リ ゲ イ ン 牝3鹿 52 川須 栄彦 
コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 440± 0 〃 クビ 8．2�
58 シュガリートリーツ 牝3鹿 52 北村 友一吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 436－ 21：09．41 24．3�
34 リリカルドリーム 牝4黒鹿55 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 446＋ 41：09．61� 13．6
23 ミヤラビランド 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 470＋121：10．13 124．1�
713	 ボ ア ソ ル チ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 新ひだか 中田 英樹 442＋ 21：10．2� 151．5�

11 プリズマティコ 牝4鹿 55
54 ☆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 478＋161：10．3� 10．2�

59 ア オ ア ラ シ 牝5黒鹿55 田中 健松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 464－ 2 〃 アタマ 79．2�
712 ベ ル ヴ ォ ワ 牝3鹿 52 中谷 雄太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 81：10．83 4．2�
814 タムロドリーム 牝3鹿 52 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470－121：10．9� 34．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，729，100円 複勝： 61，880，700円 枠連： 26，382，500円
馬連： 115，637，900円 馬単： 45，850，600円 ワイド： 76，805，100円
3連複： 178，413，000円 3連単： 218，826，600円 計： 771，525，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 530円 � 1，320円 � 190円 枠 連（6－8） 2，430円

馬 連 �� 43，270円 馬 単 �� 73，630円

ワ イ ド �� 10，640円 �� 870円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 38，320円 3 連 単 ��� 357，310円

票 数

単勝票数 計 477291 的中 � 25639（7番人気）
複勝票数 計 618807 的中 � 27497（8番人気）� 10107（12番人気）� 110311（1番人気）
枠連票数 計 263825 的中 （6－8） 8409（10番人気）
馬連票数 計1156379 的中 �� 2071（69番人気）
馬単票数 計 458506 的中 �� 467（129番人気）
ワイド票数 計 768051 的中 �� 1802（69番人気）�� 23870（7番人気）�� 5472（37番人気）
3連複票数 計1784130 的中 ��� 3491（114番人気）
3連単票数 計2188266 的中 ��� 444（863番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．1―11．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．2―44．7―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オトナノジジョウ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2018．9．29 中山1着

2016．4．11生 牝3栗 母 リャクダツアイ 母母 メジロフランシス 7戦2勝 賞金 14，500，000円
〔騎手変更〕 シュガリートリーツ号の騎手
島克駿は，第1競走での落馬負傷のため北村友一に変更。
〔制裁〕 タムロドリーム号の騎手酒井学は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・12番・8番）



（1小倉2）第1日 7月27日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

232，270，000円
2，590，000円
17，860，000円
1，900，000円
27，020，000円
68，088，500円
5，400，400円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
450，637，200円
725，622，300円
191，929，600円
886，002，800円
415，553，800円
614，143，200円
1，327，785，100円
1，785，622，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，397，296，200円

総入場人員 10，474名 （有料入場人員 9，294名）
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