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馬
装
具
馬体
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

22061 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：07．6良

11 フ ラ ン ド ル �6鹿 60 高田 潤寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 43：12．2 4．1�
77 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 43：12．41� 3．0�
88 エスケークラウン 牡5青 60 北沢 伸也菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 490－263：12．72 5．3�
66 ニシノエアレス 牝5栗 58 森 一馬西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 468－123：13．44 3．7�
44 メメニシコリ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 464－ 63：14．14 12．4�
55 ユキノエルドール 牡5栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 464－ 23：14．2� 9．4�
33 カシノランペイジ �4黒鹿60 黒岩 悠柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 502＋ 63：15．15 43．3	
22 アルマアノン 牝4青鹿58 白浜 雄造コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 464＋ 43：20．2大差 49．6


（8頭）

売 得 金
単勝： 13，809，300円 複勝： 12，588，600円 枠連： 発売なし
馬連： 26，151，300円 馬単： 15，581，700円 ワイド： 15，013，000円
3連複： 35，627，000円 3連単： 70，076，700円 計： 188，847，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 320円 �� 570円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 138093 的中 � 26643（3番人気）
複勝票数 計 125886 的中 � 21384（3番人気）� 32484（1番人気）� 16174（4番人気）
馬連票数 計 261513 的中 �� 24703（2番人気）
馬単票数 計 155817 的中 �� 7829（3番人気）
ワイド票数 計 150130 的中 �� 12544（2番人気）�� 6140（10番人気）�� 12276（3番人気）
3連複票数 計 356270 的中 ��� 17310（5番人気）
3連単票数 計 700767 的中 ��� 7431（21番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 50．5－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ラ ン ド ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．1．30 京都2着

2013．2．3生 �6鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 障害：1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。
〔制裁〕 メメニシコリ号の騎手西谷誠は，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。
〔その他〕 アルマアノン号は，各障害を左側に斜飛したことについて障害調教注意。

22062 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時35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
1：07．8
1：07．8

良
良

11 � フルフラット 牡2鹿 54 北村 友一大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Sierra Farm 510＋ 41：09．2 16．7�
810 ルガーサント 牝2青鹿54 松山 弘平�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 416－ 61：09．62� 2．8�
811 マイレリーフ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416± 01：09．7クビ 3．2�
78 シゲルカセイ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 61：10．55 7．9�
67 グレースオブナイル 牝2鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 434＋ 2 〃 クビ 5．8	
44 カネトシデュエル 牡2鹿 54 幸 英明兼松 昌男氏 西浦 勝一 日高 宝寄山 拓樹 440＋ 41：10．6クビ 23．6

66 コパノライダー 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 442± 01：10．81 10．8�
55 シセイイワイ 牝2青鹿 54

51 ▲亀田 温心猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 430－ 61：11．12 24．8�
33 メイジュシンワ 牝2鹿 54 中井 裕二荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム B464＋ 21：11．52� 147．0
79 バトルレイカ 牝2鹿 54 藤懸 貴志宮川 秋信氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 476－ 41：12．03 193．3�
22 アイファーサイアン 牡2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 402＋141：13．17 170．6�
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売 得 金
単勝： 27，061，900円 複勝： 32，490，100円 枠連： 10，306，000円
馬連： 40，047，300円 馬単： 22，371，500円 ワイド： 32，667，500円
3連複： 55，309，000円 3連単： 83，678，000円 計： 303，931，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 240円 � 120円 � 130円 枠 連（1－8） 1，080円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 680円 �� 670円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 15，860円

票 数

単勝票数 計 270619 的中 � 13662（6番人気）
複勝票数 計 324901 的中 � 23827（6番人気）� 90339（1番人気）� 65015（2番人気）
枠連票数 計 103060 的中 （1－8） 7334（4番人気）
馬連票数 計 400473 的中 �� 14511（8番人気）
馬単票数 計 223715 的中 �� 2924（21番人気）
ワイド票数 計 326675 的中 �� 11040（10番人気）�� 11247（9番人気）�� 45705（1番人気）
3連複票数 計 553090 的中 ��� 23621（5番人気）
3連単票数 計 836780 的中 ��� 3825（53番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フルフラット �
�
父 Speightstown �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．7．20 中京8着

2017．3．27生 牡2鹿 母 Golden Flair 母母 Fire the Groom 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーサイアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月11日まで平地

競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第６日



22063 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第3競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走11時05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
56．9
56．9

重
重

45 � アメリカンソレイユ 牡3栗 56 酒井 学吉澤 克己氏 藤岡 健一 米
S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

456＋ 2 59．5 6．8�
610 イニシエーター 牝3栗 54 川須 栄彦石川 達絵氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 450 ― 59．6	 17．5�
33 トーホウフレーテ 牝3鹿 54 
島 良太東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 452＋ 2 59．81� 3．4�
46 オリエンタルハート 牡3鹿 56 水口 優也三宅 勝俊氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 500－101：00．22	 193．9�
57 アンラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 61：00．3クビ 11．0�

69 スノーベリー 牝3芦 54
51 ▲亀田 温心 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 B476－ 21：00．61� 29．5	
813 アールパシオン 牝3栗 54 高倉 稜前原 敏行氏 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 61：00．7	 24．2

22 クリノバルセロナ 牝3芦 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 横井 哲 448＋ 61：01．55 102．3�
11 メイショウイギョク 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 坂口 智康 日高 ヤナガワ牧場 B466－ 21：01．6クビ 15．7�
711� ステイグリーン 牡3鹿 56 松若 風馬風早 信昭氏 森 秀行 米 Carlos Rafael 490－101：02．23	 8．9
58 ブルベアアルジェン 牡3栗 56 幸 英明 �ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 530＋14 〃 ハナ 30．5�
34 � マジカルプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人国田 正忠氏 
島 一歩 米 Diana Shoop 418＋121：02．52 30．3�
712 デスティニープラン 牡3栗 56

55 ☆西村 淳也三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド B464－ 41：02．6クビ 3．0�
814 ラガープレミアム 牡3鹿 56 藤懸 貴志奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 勝春 520＋ 21：04．09 172．5�
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売 得 金
単勝： 23，079，000円 複勝： 28，946，900円 枠連： 8，174，200円
馬連： 40，798，500円 馬単： 20，785，800円 ワイド： 29，289，600円
3連複： 58，607，000円 3連単： 77，126，400円 計： 286，807，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 490円 � 160円 枠 連（4－6） 4，290円

馬 連 �� 7，340円 馬 単 �� 12，430円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 650円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 69，720円

票 数

単勝票数 計 230790 的中 � 27041（3番人気）
複勝票数 計 289469 的中 � 34534（3番人気）� 11843（8番人気）� 59307（2番人気）
枠連票数 計 81742 的中 （4－6） 1474（15番人気）
馬連票数 計 407985 的中 �� 4302（24番人気）
馬単票数 計 207858 的中 �� 1254（45番人気）
ワイド票数 計 292896 的中 �� 2985（27番人気）�� 12259（5番人気）�� 5237（18番人気）
3連複票数 計 586070 的中 ��� 4534（32番人気）
3連単票数 計 771264 的中 ��� 802（237番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．2―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンソレイユ �
�
父 Tapit �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2018．11．10 東京3着

2016．5．2生 牡3栗 母 Funny Feeling 母母 Hookedonthefeelin 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 ラガープレミアム号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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。
※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 アポロナッシュビル号・オートルフィーユ号

22064 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時35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

47 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿56 松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492＋121：48．2 5．3�

815 ファストフォース 牡3黒鹿56 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 500－ 21：48．3� 6．3�
24 エバークリア �3黒鹿56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 平山牧場 424－ 41：48．62 121．5�
35 ロ ー ザ ン ヌ 牝3栗 54 酒井 学山本 英俊氏 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 470＋ 21：48．8� 35．5�
611 ツールドフォース 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 アタマ 111．2�
23 マイマーベラスワン 牝3栗 54 藤懸 貴志五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 408－ 41：48．9	 16．4	
713 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± 0 〃 クビ 2．1

816 コンボルブルス 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 432＋ 4 〃 ハナ 23．0�
11 バ ニ ュ ル ス 牡3黒鹿56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 41：49．11
 6．4�
612 モズコールズ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 400－ 21：50．37 44．1
714 サ ラ ミ ス 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 492－ 21：51．04 10．7�
48 イズジョークラウン 牡3鹿 56 竹之下智昭泉 一郎氏 千田 輝彦 新ひだか へいはた牧場 470－ 21：51．32 334．2�
510 サウンドバレット 牡3黒鹿56 高倉 稜増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B468＋ 4 〃 クビ 168．6�
36 カトルジュール 牡3芦 56

55 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 464＋101：52．04 97．2�
59 マテラカミング 牡3鹿 56 中井 裕二大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 出口牧場 484－ 61：52．32 325．2�
12 アルジェブラ 牡3鹿 56 小崎 綾也ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：52．51
 250．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，652，400円 複勝： 32，893，800円 枠連： 10，015，800円
馬連： 42，921，000円 馬単： 21，076，400円 ワイド： 31，094，900円
3連複： 63，289，900円 3連単： 80，769，900円 計： 307，714，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 240円 � 1，970円 枠 連（4－8） 1，580円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 710円 �� 5，920円 �� 10，950円

3 連 複 ��� 63，370円 3 連 単 ��� 229，630円

票 数

単勝票数 計 256524 的中 � 38570（2番人気）
複勝票数 計 328938 的中 � 49128（2番人気）� 37831（3番人気）� 3359（12番人気）
枠連票数 計 100158 的中 （4－8） 4882（6番人気）
馬連票数 計 429210 的中 �� 17198（7番人気）
馬単票数 計 210764 的中 �� 4454（13番人気）
ワイド票数 計 310949 的中 �� 11957（7番人気）�� 1311（41番人気）�� 705（55番人気）
3連複票数 計 632899 的中 ��� 749（115番人気）
3連単票数 計 807699 的中 ��� 255（461番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―11．6―11．6―12．0―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．9―47．5―59．1―1：11．1―1：23．3―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピ ノ ク ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．11．10 京都4着

2016．2．15生 牡3黒鹿 母 ピンクカメオ 母母 シルバーレーン 12戦1勝 賞金 11，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルジェブラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月11日まで平地競走

に出走できない。
マテラカミング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月11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〕 アルジェブラ号・マテラカミング号・サウンドバレット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年
10月11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 サイモンノツバサ号



22065 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25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

815 グランドデューク 牡2栗 54
53 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 520 ―1：10．6 7．1�

22 グレイトゲイナー 牡2青鹿 54
51 ▲斎藤 新田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 452 ― 〃 クビ 15．1�

34 ハクアイウィンザー 牡2鹿 54 酒井 学 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 508 ―1：10．7� 33．3�
35 ソニックベガ 牝2黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 442 ―1：10．8クビ 3．8�
11 テイエムウォリアー 牡2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 笹地牧場 490 ― 〃 クビ 13．9	
59 マイネルクライマー 牡2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 482 ― 〃 アタマ 8．2

713 ホッコーアカツキ 牡2鹿 54 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 500 ―1：10．9� 4．5�
712 マイファンキー 牝2青鹿54 川須 栄彦�ビリオンスター宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 454 ―1：11．0クビ 6．0�
611 ホウオウグラス 牝2鹿 54 松若 風馬小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 408 ―1：11．21� 21．5
610 クリノヴジュアル 牡2栗 54 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480 ―1：11．41� 107．8�
47 ノブフランクリン 牝2鹿 54 高田 潤前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 408 ― 〃 ハナ 155．4�
23 マルカブレーブ 牡2黒鹿54 藤井勘一郎日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 456 ― 〃 ハナ 36．2�
814 ジョウショーリード 牝2黒鹿54 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 456 ―1：12．03� 197．8�
58 パ ト ロ ン 牡2鹿 54 太宰 啓介小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 494 ―1：12．1� 74．8�
46 ル ミ タ ン 牝2芦 54 �島 良太�イクタ 飯田 雄三 日高 長谷川 一男 458 ―1：13．710 185．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，910，500円 複勝： 32，897，100円 枠連： 13，141，100円
馬連： 48，763，900円 馬単： 22，715，400円 ワイド： 33，135，200円
3連複： 66，517，300円 3連単： 76，818，100円 計： 325，898，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 430円 � 670円 枠 連（2－8） 2，910円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 8，000円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，600円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 29，120円 3 連 単 ��� 156，000円

票 数

単勝票数 計 319105 的中 � 37665（4番人気）
複勝票数 計 328971 的中 � 41646（4番人気）� 19419（7番人気）� 11523（9番人気）
枠連票数 計 131411 的中 （2－8） 3488（13番人気）
馬連票数 計 487639 的中 �� 8227（21番人気）
馬単票数 計 227154 的中 �� 2129（33番人気）
ワイド票数 計 331352 的中 �� 6644（15番人気）�� 3261（31番人気）�� 2596（38番人気）
3連複票数 計 665173 的中 ��� 1713（94番人気）
3連単票数 計 768181 的中 ��� 357（480番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．3―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．0
3 15，10，13（4，12）11（1，9）（2，3）5（8，14）7－6 4 15（10，13，12）（4，1）（2，11，9）（3，5）－（7，8，14）＝6

勝馬の
紹 介

グランドデューク �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Johannesburg 初出走

2017．3．21生 牡2栗 母 バロネスサッチャー 母母 Natkeeta 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クリノヴジュアル号・ハクアイウィンザー号・パトロン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22066 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12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

815 メイショウカスガ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 456－ 61：48．6 2．8�
816 メイショウミチノク 牝3芦 54 北村 友一松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 460－ 41：49．02� 12．2�
23 ケイティマドンナ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 462＋ 2 〃 クビ 6．6�
713 ラバーズケープ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 安田 隆行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498± 01：49．63� 4．3�

47 ショウナンマンカイ 牝3栗 54
53 ☆西村 淳也国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 490＋101：50．02� 6．8�

612 ピエナペリー 牝3鹿 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 436＋ 81：50．1� 16．3	
12 ナナカマドカ 牝3黒鹿54 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464＋ 2 〃 ハナ 57．8

36 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 松山 弘平澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 8 〃 アタマ 18．0�
714 サダムオリジン 牝3芦 54 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 434＋ 61：50．2クビ 172．0�
35 サイベリアン 牝3鹿 54 藤井勘一郎下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 434－ 41：50．41� 38．4
11 チークハート 牝3鹿 54 酒井 学�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 460＋121：50．61 32．8�
59 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 468－ 81：51．02� 106．8�
510 ルージュフォンセ 牝3鹿 54 畑端 省吾 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 476＋ 21：51．53 140．8�
24 ペネトレーター 牝3鹿 54 義 英真 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 464＋ 61：51．71� 128．7�
48 ジョーミラー 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 432＋ 41：52．55 265．9�
611 アドマイヤコメット 牝3黒鹿54 松若 風馬近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B448＋ 41：54．5大差 13．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，918，400円 複勝： 41，015，100円 枠連： 13，476，600円
馬連： 54，654，700円 馬単： 25，276，200円 ワイド： 43，010，300円
3連複： 80，789，500円 3連単： 92，480，600円 計： 379，621，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 230円 � 170円 枠 連（8－8） 1，630円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 590円 �� 420円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 289184 的中 � 80548（1番人気）
複勝票数 計 410151 的中 � 91790（1番人気）� 36901（5番人気）� 60353（2番人気）
枠連票数 計 134766 的中 （8－8） 6406（7番人気）
馬連票数 計 546547 的中 �� 25489（5番人気）
馬単票数 計 252762 的中 �� 7207（7番人気）
ワイド票数 計 430103 的中 �� 18771（4番人気）�� 27911（3番人気）�� 7447（16番人気）
3連複票数 計 807895 的中 ��� 16514（8番人気）
3連単票数 計 924806 的中 ��� 4173（33番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．7―12．6―12．7―13．0―13．1―13．3―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．1―42．7―55．4―1：08．4―1：21．5―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．2
1
3
11（3，13）15（7，16）（2，6，10）5，9（8，14）12，4＝1
13（11，15）（7，3，16，6）（5，10）（2，12，9）（8，14）4－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカスガ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Pulpit デビュー 2019．2．16 東京2着

2016．4．19生 牝3栗 母 ペ イ ド リ ン 母母 Sun Princessa 5戦1勝 賞金 11，200，000円
〔発走状況〕 チークハート号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤコメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月11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〕 ジョーミラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月11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 ベルヴィンカ号
（非抽選馬） 1頭 イルマタル号



22067 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：56．9
1：56．1

良
良

57 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿52 小崎 綾也杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 444＋ 42：00．1 3．3�
11 ガウディウム 牡5鹿 57

56 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 5．1�
710 ピッツィカート �6鹿 57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 6．0�
44 シャイニーピース 牡5鹿 57 岩崎 翼小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 498＋ 62：00．41� 24．7�
813 アックアアルタ 牝3青鹿52 北村 友一 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464＋24 〃 ハナ 8．6�
33 � ジンゴイスト 牡4青鹿57 高倉 稜 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：00．5� 12．1	
68 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 488＋ 62：00．81� 11．5

45 オーデットエール �4鹿 57 幸 英明中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 476－102：01．54 28．4�
812 メイショウウズマサ 牡3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 500－ 42：02．13	 23．6�
69 � メイショウビコーン 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 
島 一歩 浦河 日の出牧場 502－16 〃 クビ 95．8
711 コパノケネディー 牡3青鹿54 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B530＋ 82：02．52	 18．7�
22 ナ ム ラ モ ア 牝3鹿 52

51 ☆森 裕太朗奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 462－ 62：02．6	 260．6�
56 アドマイヤプリヴ �5青鹿 57

54 ▲岩田 望来近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B432－ 42：03．02	 8．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，759，200円 複勝： 43，754，500円 枠連： 13，195，100円
馬連： 59，516，000円 馬単： 24，005，700円 ワイド： 45，733，200円
3連複： 88，379，900円 3連単： 94，571，300円 計： 396，914，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 160円 � 190円 枠 連（1－5） 660円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 340円 �� 510円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 277592 的中 � 66483（1番人気）
複勝票数 計 437545 的中 � 91546（1番人気）� 68993（2番人気）� 53509（3番人気）
枠連票数 計 131951 的中 （1－5） 15341（2番人気）
馬連票数 計 595160 的中 �� 53925（1番人気）
馬単票数 計 240057 的中 �� 11731（1番人気）
ワイド票数 計 457332 的中 �� 36101（1番人気）�� 22706（2番人気）�� 17794（4番人気）
3連複票数 計 883799 的中 ��� 38525（1番人気）
3連単票数 計 945713 的中 ��� 11428（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―12．1―11．8―11．9―12．4―12．7―12．4―12．7

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―46．2―58．0―1：09．9―1：22．3―1：35．0―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル タ ン ブ ル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．25 小倉1着

2016．2．24生 牝3黒鹿 母 コスモライセンス 母母 キャリアコレクション 10戦2勝 賞金 32，104，000円
※ナムラモア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22068 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55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

67 ウラノメトリア �3鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 61：46．9 1．6�
11 ファステンバーグ 牝4青鹿55 国分 優作上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466＋ 41：47．11� 24．6�
78 シャイニーロック 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 506＋ 41：47．2クビ 4．2�

22 セヴィルロアー 牡5鹿 57 幸 英明北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 480± 0 〃 アタマ 6．9�
33 ロイヤルパールス 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B508－ 61：47．3� 93．1�
810 ヴィジャランス 牡4青鹿57 	島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B538＋ 81：47．61
 49．9	
66 オ ー マ オ 牡3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444± 01：48．13 8．8

55 サーチュイン 牝3芦 52 太宰 啓介加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 482＋101：49．37 84．7�
44 � ネクストステップ 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 542＋121：49．51� 57．6�
811 グローバルビジネス 牡4鹿 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 494－ 4 〃 ハナ 209．5
79 アールジオール 牡3栗 54 松若 風馬前原 敏行氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム B502＋ 6 〃 クビ 19．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，181，900円 複勝： 76，070，300円 枠連： 11，434，300円
馬連： 54，543，800円 馬単： 34，935，400円 ワイド： 40，907，500円
3連複： 78，196，500円 3連単： 158，055，500円 計： 487，325，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 130円 枠 連（1－6） 1，090円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 510円 �� 170円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 331819 的中 � 158777（1番人気）
複勝票数 計 760703 的中 � 507347（1番人気）� 24510（5番人気）� 72455（2番人気）
枠連票数 計 114343 的中 （1－6） 8086（4番人気）
馬連票数 計 545438 的中 �� 31921（4番人気）
馬単票数 計 349354 的中 �� 15303（5番人気）
ワイド票数 計 409075 的中 �� 17771（7番人気）�� 82849（1番人気）�� 10164（11番人気）
3連複票数 計 781965 的中 ��� 44380（4番人気）
3連単票数 計1580555 的中 ��� 20403（13番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．6―13．1―12．4―12．7―12．4―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．2―44．3―56．7―1：09．4―1：21．8―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウラノメトリア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．22 阪神2着

2016．2．4生 �3鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 7戦2勝 賞金 20，300，000円



22069 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第9競走 ��
��1，700�

あ お し ま

青 島 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：39．5
1：39．5

良
良

34 カイザーミノル 牡3鹿 54 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458－ 21：41．1 5．1�
45 ミ ア グ ア 牝4青鹿55 国分 優作五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 81：41．31� 22．1�
22 セイイーグル 	5鹿 57 西村 淳也吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 438－ 21：41．4� 39．0�
814 ヤマニンマヒア 牡3黒鹿54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 B450＋10 〃 ハナ 6．4�
712 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 藤井勘一郎国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 486－ 21：41．5クビ 20．8�
46 ハクサンフエロ 	4鹿 57 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 
川 啓一 442－ 21：41．6� 13．7�
33 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 川須 栄彦 	ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 468± 0 〃 クビ 19．4

813 ダノンテイオー 牡3黒鹿54 松若 風馬	ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462＋ 21：41．7クビ 11．3�
69 ベ ル ヴ ォ ワ 牝3鹿 52 小崎 綾也	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 464－ 41：41．91� 22．1�
58 モズレジーナ 牝3鹿 52 酒井 学 	キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 438＋181：42．11� 8．0
711 アメリカンウェイク 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 504＋121：42．31� 2．9�
11 キュールエミヤビ 牝3鹿 52 幸 英明岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 470＋141：42．51� 19．7�
610 タニノミステリー 	4黒鹿57 
島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 436－121：42．6� 196．6�
57 � ナリタブルー 牡4栗 57 高倉 稜	オースミ 坂口 智康 浦河 大北牧場 470＋ 61：43．77 275．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，611，600円 複勝： 48，495，100円 枠連： 19，346，200円
馬連： 88，320，100円 馬単： 34，855，400円 ワイド： 57，334，900円
3連複： 123，179，500円 3連単： 146，260，100円 計： 555，402，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 580円 � 750円 枠 連（3－4） 1，360円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 9，380円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 2，580円 �� 6，080円

3 連 複 ��� 48，930円 3 連 単 ��� 195，640円

票 数

単勝票数 計 376116 的中 � 57877（2番人気）
複勝票数 計 484951 的中 � 81223（2番人気）� 19404（11番人気）� 14534（12番人気）
枠連票数 計 193462 的中 （3－4） 10960（7番人気）
馬連票数 計 883201 的中 �� 12700（23番人気）
馬単票数 計 348554 的中 �� 2785（39番人気）
ワイド票数 計 573349 的中 �� 8420（23番人気）�� 5733（39番人気）�� 2396（63番人気）
3連複票数 計1231795 的中 ��� 1888（156番人気）
3連単票数 計1462601 的中 ��� 542（693番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．4―11．9―11．8―11．5―11．4―11．7―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．5―42．4―54．2―1：05．7―1：17．1―1：28．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カイザーミノル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．2．29生 牡3鹿 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 6戦2勝 賞金 19，036，000円
〔発走状況〕 ベルヴォワ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

22070 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第10競走 ��
��1，700�西部日刊スポーツ杯

発走15時00分 （ダート・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

西部日刊スポーツ新聞社賞（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 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

712 キーフラッシュ 牡4栗 57 西村 淳也北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 478± 01：46．3 3．2�
610 リシュブール 牡4鹿 57 幸 英明窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 9．5�
58 オンザロックス 牡6鹿 57 松山 弘平稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 41：46．51� 5．1�
815 スズカフロンティア 牡5鹿 57 藤井勘一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428－ 2 〃 ハナ 8．5�
23 ドルチェリア 	6鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 508± 01：46．6
 5．5�
46 ヴ ァ イ ザ ー 牡4黒鹿57 北村 友一 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 458＋101：46．81 15．5	
611 ダノンスパーク 牡6鹿 57 松若 風馬
ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：46．9� 24．9�
47 クリノピョートル 牡5栗 57 中井 裕二栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 522＋16 〃 クビ 29．4�
35 ラ イ ナ ス 牡4栗 57 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 486± 01：47．21
 26．1
59 メンターモード 牡5鹿 57 岩田 望来青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B504－10 〃 アタマ 17．9�
713 ライトオブピース 牡5鹿 57 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 61：47．41 41．8�
34 キングブラック 牡4鹿 57 岩崎 翼伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506－101：47．61� 45．1�
814 アロマティカス 牡5鹿 57 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B452－ 21：47．92 273．4�
11 ヘ ニ ッ ヒ 	3黒鹿54 酒井 学小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 B456－101：48．43 16．7�
22 ジュンドリーム 牝4鹿 55 斎藤 新河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 486± 01：48．93 156．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，382，800円 複勝： 53，747，200円 枠連： 24，126，100円
馬連： 114，063，900円 馬単： 44，818，600円 ワイド： 64，915，800円
3連複： 160，035，300円 3連単： 191，086，700円 計： 692，176，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 210円 � 170円 枠 連（6－7） 1，380円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 670円 �� 360円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 12，310円

票 数

単勝票数 計 393828 的中 � 95968（1番人気）
複勝票数 計 537472 的中 � 113860（1番人気）� 56626（4番人気）� 79781（2番人気）
枠連票数 計 241261 的中 （6－7） 13488（6番人気）
馬連票数 計1140639 的中 �� 50107（5番人気）
馬単票数 計 448186 的中 �� 11206（8番人気）
ワイド票数 計 649158 的中 �� 24123（5番人気）�� 50713（1番人気）�� 17914（8番人気）
3連複票数 計1600353 的中 ��� 51945（4番人気）
3連単票数 計1910867 的中 ��� 11249（18番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―13．0―13．4―12．4―11．8―12．1―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―31．4―44．8―57．2―1：09．0―1：21．1―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キーフラッシュ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2017．8．20 小倉4着

2015．4．16生 牡4栗 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 19戦3勝 賞金 48，707，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



22071 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6日 第11競走 ��
��2，000�

は か た

博多ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．8．11以降1．8．4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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

22 アロハリリー 牝4青鹿52 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－ 21：59．4 3．9�
88 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 53 松山 弘平 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418± 0 〃 ハナ 2．3�
11 カフジバンガード 牡4鹿 55 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 486＋ 61：59．71� 9．3�
55 アルメリアブルーム 牝5鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 444＋222：00．02 7．3�
44 ドリームソルジャー 牡5栗 55 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 486＋ 62：00．42 5．9	

66 ウインクルサルーテ 牝6鹿 52 高倉 稜�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 432± 02：00．5� 30．3

77 チカノワール 牝5鹿 52 竹之下智昭�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 480＋10 〃 クビ 10．2�
33 エンヴァール 牡6栗 55 岩田 望来寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：00．81� 35．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 55，960，600円 複勝： 43，963，200円 枠連： 発売なし
馬連： 152，011，000円 馬単： 70，202，200円 ワイド： 62，157，600円
3連複： 176，020，900円 3連単： 408，633，100円 計： 968，948，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 120円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 220円 �� 500円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 計 559606 的中 � 112109（2番人気）
複勝票数 計 439632 的中 � 86157（2番人気）� 122434（1番人気）� 38993（6番人気）
馬連票数 計1520110 的中 �� 239336（1番人気）
馬単票数 計 702022 的中 �� 45708（3番人気）
ワイド票数 計 621576 的中 �� 82698（1番人気）�� 28722（8番人気）�� 37227（5番人気）
3連複票数 計1760209 的中 ��� 130939（3番人気）
3連単票数 計4086331 的中 ��� 58641（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．4―48．2―1：00．2―1：12．0―1：23．6―1：35．3―1：47．2

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
1，2（3，8）－5－6，7－4
1－2－8（3，5，7）（6，4）

2
4
1，2（3，8）－5－6－7，4
1－2，8，7，5（3，4）6

勝馬の
紹 介

アロハリリー 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．21 京都2着

2015．2．2生 牝4青鹿 母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド 10戦4勝 賞金 56，734，000円
〔制裁〕 ラテュロス号の騎手松山弘平は，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。

22072 8月11日 晴 良 （1小倉2） 第6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 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 レッドベレーザ 牝3鹿 52
51 ☆西村 淳也 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：08．4 4．5�

36 メイショウラバンド 牝8鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 470＋ 41：08．61� 71．3�
510 ラッシュハート 牝5鹿 55 川須 栄彦小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 436－ 21：08．7� 21．0�
612 プリズマティコ 牝4鹿 55 幸 英明 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476－ 21：08．8� 30．7�
818� シーアフェアリー 牝4栗 55 松山 弘平�G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 458＋16 〃 ハナ 75．2	
715 ル ー ア ン 牝3芦 52 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 490＋10 〃 ハナ 26．5

23 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 446＋ 2 〃 クビ 33．8�
35 エイカイキャロル 牝3鹿 52 松若 風馬二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 460＋ 21：08．9� 11．2�
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 476－ 41：09．0� 5．5
12 ナ リ ス 牝3鹿 52 北村 友一萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 478＋101：09．1クビ 1．9�
714 メイショウハバネラ 牝5栗 55

52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋301：09．31� 79．1�
11 ブレイズガール 牝6鹿 55 藤井勘一郎岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B502－14 〃 クビ 57．0�
816 テイエムストーン 牝3鹿 52 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 41：09．4クビ 47．9�
48 ミヤラビランド 牝5鹿 55 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 458－121：09．61� 295．4�
713� レッドオリアナ 牝5栗 55 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 石坂 公一 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 クビ 152．7�
24 � メイショウイライザ 牝4黒鹿55 	島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 436－101：09．81� 114．1�
59 ベルアーシュ 牝4芦 55 高倉 稜矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B478＋ 81：10．22� 86．8�
817� ナオアンドユリ 牝5青鹿55 小崎 綾也松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 480＋131：10．41� 321．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 60，388，100円 複勝： 65，987，100円 枠連： 32，818，700円
馬連： 138，402，000円 馬単： 61，492，900円 ワイド： 87，410，800円
3連複： 217，553，500円 3連単： 292，389，900円 計： 956，443，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 920円 � 390円 枠 連（3－4） 2，800円

馬 連 �� 14，670円 馬 単 �� 21，840円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 1，450円 �� 6，030円

3 連 複 ��� 49，200円 3 連 単 ��� 275，660円

票 数

単勝票数 計 603881 的中 � 105274（2番人気）
複勝票数 計 659871 的中 � 95906（3番人気）� 15971（9番人気）� 42332（5番人気）
枠連票数 計 328187 的中 （3－4） 9055（12番人気）
馬連票数 計1384020 的中 �� 7307（35番人気）
馬単票数 計 614929 的中 �� 2111（55番人気）
ワイド票数 計 874108 的中 �� 6056（34番人気）�� 15914（12番人気）�� 3678（47番人気）
3連複票数 計2175535 的中 ��� 3316（116番人気）
3連単票数 計2923899 的中 ��� 769（588番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．1―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―33．0―44．5―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドベレーザ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．10．8 京都1着

2016．4．14生 牝3鹿 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 6戦2勝 賞金 21，486，000円

４レース目



（1小倉2）第6日 8月11日 （祝日） 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

192，400，000円
5，060，000円
15，290，000円
1，210，000円
21，230，000円
65，192，500円
4，599，600円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
404，715，700円
512，849，000円
156，034，100円
860，193，500円
398，117，200円
542，670，300円
1，203，505，300円
1，771，946，300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 5，850，031，400円

総入場人員 12，964名 （有料入場人員 11，571名）
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