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23001 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1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 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：07．6良

812 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 496＋ 83：10．1 17．2�
56 ミッキーブラック 牡4鹿 60 平沢 健治野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 43：10．2� 6．0�
22 ケンホファヴァルト 牡7鹿 60 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 470－ 83：10．3� 3．7�
79 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B510＋ 23：10．51� 9．3�
710 モ ザ イ ク 牡6黒鹿60 高田 潤吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 470± 03：10．81� 3．3�
55 ブライトエンパイア 牡5鹿 60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444＋ 23：11．01� 7．7�
68 ダイシンクローバー �4黒鹿60 佐久間寛志大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 484＋103：11．53 17．0	
33 メメニシコリ 牡7鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B470－ 23：11．71� 13．0

67 ヴ ァ ル ナ �3黒鹿58 白浜 雄造野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 468－163：14．3大差 26．4�
811 デジタルプレイヤー 牡3鹿 58 田村 太雅寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 448± 03：16．5大差 76．7�
11 � メイショウハチク �6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 464－223：21．1大差 56．7
44 モッズストーン �4栗 60 上野 翔吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 490＋ 83：22．37 49．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，854，800円 複勝： 25，209，900円 枠連： 8，033，600円
馬連： 33，509，800円 馬単： 16，591，100円 ワイド： 27，827，800円
3連複： 61，087，100円 3連単： 66，625，700円 計： 256，739，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 340円 � 240円 � 160円 枠 連（5－8） 2，370円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 15，320円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 840円 �� 580円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 68，900円

票 数

単勝票数 計 178548 的中 � 8279（8番人気）
複勝票数 計 252099 的中 � 15799（7番人気）� 25990（3番人気）� 50893（2番人気）
枠連票数 計 80336 的中 （5－8） 2624（12番人気）
馬連票数 計 335098 的中 �� 4084（26番人気）
馬単票数 計 165911 的中 �� 812（54番人気）
ワイド票数 計 278278 的中 �� 3721（27番人気）�� 8533（11番人気）�� 12882（4番人気）
3連複票数 計 610871 的中 ��� 7507（23番人気）
3連単票数 計 666257 的中 ��� 701（238番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 50．9－3F 37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
7，2（4，9）5，6（8，12）3，10＝11－1
2，12，9（7，5，8）（3，6）10＝4＝11＝1

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

勝馬の
紹 介

ニシノベイオウルフ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．4 東京11着

2015．4．17生 牡5黒鹿 母 ニシノマザーアース 母母 ディフェンススペンディング 障害：16戦1勝 賞金 23，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノファジョーロ号
（非抽選馬） 4頭 シゲルアミメキリン号・トキメキジュピター号・ヒッチコック号・メイショウワンモア号

23002 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時35分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 タマモティータイム 牝3鹿 54 �島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B466－ 41：07．1 17．0�
12 サンライズルーカス 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 544＋161：07．63 13．9�
36 オウケンラブキセキ 牝3鹿 54 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478± 01：07．7� 2．5�
612 ナオミエキスプレス 牝3青鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞	湖 レイクヴィラファーム 426＋ 81：07．8
 43．9�
510 ワンダースアダーオ 牝3黒鹿54 松山 弘平山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 444－ 41：07．9クビ 16．8�
818 フ レ ッ ク ル 牝3青 54 �島 克駿今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 川越ファーム 418＋18 〃 クビ 28．4	
11 ラストブラッサム 牡3鹿 56 藤井勘一郎中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 21：08．11� 70．9

59 ネクストエピソード 牝3鹿 54 荻野 極ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 388＋ 21：08．2クビ 58．3�
714 エ ル ス ネ ル 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B436－ 4 〃 クビ 22．4
48 タガノヴィアトゥル 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434± 01：08．3クビ 35．1�
24 ヒルノパルマ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 424－ 4 〃 クビ 64．0�
713 ア ラ ビ カ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真馬場 幸夫氏 石坂 正 平取 雅 牧場 438＋ 81：08．4� 17．3�
817 ハートフルオブラブ 牡3黒鹿56 秋山真一郎江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 456－ 61：08．5
 23．2�
23 ツクバゴールド 牡3栗 56 西村 淳也荻原 昭二氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 24．1�
715 ブラックアモーレ 牝3鹿 54 幸 英明�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 472± 01：08．6
 3．5�
35 ブライティアルアー 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 416－ 2 〃 クビ 21．2�
611 メイショウホエール 牝3青 54 小崎 綾也松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 418＋ 41：09．02
 61．3�
816 メイショウヴンダー 牡3青鹿56 長岡 禎仁松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 426－ 21：09．21
 325．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，358，100円 複勝： 53，142，000円 枠連： 14，988，300円
馬連： 64，117，200円 馬単： 26，905，500円 ワイド： 63，159，800円
3連複： 109，156，700円 3連単： 98，864，000円 計： 466，691，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 440円 � 390円 � 150円 枠 連（1－4） 6，140円

馬 連 �� 9，260円 馬 単 �� 20，230円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 970円 �� 950円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 91，770円

票 数

単勝票数 計 363581 的中 � 17065（5番人気）
複勝票数 計 531420 的中 � 25496（6番人気）� 29440（4番人気）� 129632（1番人気）
枠連票数 計 149883 的中 （1－4） 1891（23番人気）
馬連票数 計 641172 的中 �� 5364（26番人気）
馬単票数 計 269055 的中 �� 997（55番人気）
ワイド票数 計 631598 的中 �� 5642（25番人気）�� 16977（5番人気）�� 17387（3番人気）
3連複票数 計1091567 的中 ��� 8791（14番人気）
3連単票数 計 988640 的中 ��� 781（243番人気）

ハロンタイム 11．6―10．1―10．7―11．0―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．7―32．4―43．4―54．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモティータイム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．22 阪神7着

2017．4．12生 牝3鹿 母 チャームポット 母母 ホットプレイ 7戦1勝 賞金 7，610，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルフォボス号・ゼットグローリ号・マルガリーテース号

第２回 小倉競馬 第１日



23003 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第3競走 ��
��1，700�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

12 スプリットロック 牡3栗 56 松山 弘平水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 476－ 41：47．2 6．7�
23 ファンキーゴールド 牡3黒鹿56 川田 将雅増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 460＋ 61：47．3� 1．6�
612 ナムラダヴィンチ 牡3青 56 幸 英明奈村 信重氏 大根田裕之 日高 若林 順一 440＋ 21：47．72� 14．9�
713 サンライズアルコン 牡3芦 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 B466－ 41：47．8� 10．3�
11 メイショウケンロク 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 プログレスファーム 504－ 61：48．01	 28．7�
24 パンディーロ 
3青鹿56 川又 賢治吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：48．42� 21．8�
816 サンライズヘルメス 牡3鹿 56 酒井 学松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 474＋ 41：48．5� 58．5	
36 メイショウウラコイ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 坂口 智康 浦河 林 孝輝 B442－ 8 〃 クビ 273．4

714 ユニコーンバンブー 牡3鹿 56 西村 淳也竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480＋ 81：48．92� 10．9�
47 テーオーバフェット 牡3栗 56 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B512＋161：49．96 18．4�
510 クリノビックスター 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 472－ 21：50．21� 97．4
35 タンバヴェルド 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣荻野 憲夫氏 千田 輝彦 新冠 秋田牧場 512－ 41：50．51� 80．2�
59 モズグレース 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 前野牧場 472－ 21：50．71	 216．4�
48 ワンダーコンパス 牡3芦 56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 498－ 21：54．0大差 28．4�
815� クリノハイジ 牝3鹿 54 難波 剛健栗本 博晴氏 高橋 義忠 愛 Castle-

farm Stud 488 ―1：56．7大差 78．4�
（15頭）

611 ハコダテメジャー 牡3栗 56 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 広大 520－14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，440，600円 複勝： 127，835，800円 枠連： 10，458，000円
馬連： 48，127，900円 馬単： 28，666，400円 ワイド： 44，216，400円
3連複： 74，237，400円 3連単： 112，764，300円 計： 481，746，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 150円 � 110円 � 220円 枠 連（1－2） 390円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 230円 �� 980円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 10，840円

票 数

単勝票数 差引計 354406（返還計 3169） 的中 � 41960（2番人気）
複勝票数 差引計1278358（返還計 5387） 的中 � 71106（2番人気）� 966248（1番人気）� 38394（4番人気）
枠連票数 差引計 104580（返還計 187） 的中 （1－2） 20420（2番人気）
馬連票数 差引計 481279（返還計 10571） 的中 �� 72843（1番人気）
馬単票数 差引計 286664（返還計 5686） 的中 �� 14153（5番人気）
ワイド票数 差引計 442164（返還計 13103） 的中 �� 57878（1番人気）�� 9857（11番人気）�� 30051（3番人気）
3連複票数 差引計 742374（返還計 33172） 的中 ��� 32431（4番人気）
3連単票数 差引計1127643（返還計 43723） 的中 ��� 7535（35番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．1―13．2―12．8―12．5―12．7―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―43．5―56．3―1：08．8―1：21．5―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3
・（2，4）13，3，6（5，8）16（1，7，15）14，10，12－9・（2，4）13，3，6，16（5，1）8（14，12）10－15（7，9）

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

勝馬の
紹 介

スプリットロック �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．2．1 小倉2着

2017．3．18生 牡3栗 母 ミントシャイン 母母 ナオミシャイン 6戦1勝 賞金 9，500，000円
〔競走除外〕 ハコダテメジャー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーコンパス号・クリノハイジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月

15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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アヴグラン号・アズマオウ号・テイルウォーク号・メイショウドンド号・ララペタンク号
（非抽選馬） 1頭 ビービーファブル号

23004 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第4競走 ��2，860�障害3歳以上オープン
発走11時35分 （ 芝 ）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：07．6良

55 サトノエメラルド 牡5鹿 60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486＋ 23：06．6レコード 3．3�
33 マサハヤドリーム �8鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－183：07．02� 4．9�
56 ガッツィーソート 牡5栗 60 中村 将之小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 508－ 43：08．8大差 22．4�
11 マ ー ニ 牡4黒鹿60 三津谷隼人岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 464＋103：09．22 5．4�
68 ビッグスモーキー �5鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 540＋ 2 〃 アタマ 4．1	
710	 クリノライジン 牡4栗 60 熊沢 重文栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 482－ 43：09．3� 12．5

44 タイセイアプローズ 牡8鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 480－ 6 〃 クビ 10．4�
67 ベストサポーター 牡7青鹿60 伊藤 工真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 B516± 03：09．4クビ 25．1�
22 	 メイショウオトコギ �11栗 62 北沢 伸也松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 494－243：09．61
 33．6
79 トップアスリート �4鹿 60 西谷 誠寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム 472－ 23：11．19 95．9�
811	 リボンナイト 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 448＋ 23：12．710 54．6�
812 ユキノエルドール 牡6栗 60 上野 翔井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 486＋103：13．76 179．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，597，500円 複勝： 29，895，300円 枠連： 7，346，100円
馬連： 41，713，100円 馬単： 18，663，700円 ワイド： 30，059，800円
3連複： 66，400，000円 3連単： 79，496，100円 計： 297，171，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 180円 � 390円 枠 連（3－5） 870円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，550円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，930円 3 連 単 ��� 21，840円

票 数

単勝票数 計 235975 的中 � 56637（1番人気）
複勝票数 計 298953 的中 � 57905（1番人気）� 46236（4番人気）� 15030（7番人気）
枠連票数 計 73461 的中 （3－5） 6483（3番人気）
馬連票数 計 417131 的中 �� 30296（3番人気）
馬単票数 計 186637 的中 �� 6805（6番人気）
ワイド票数 計 300598 的中 �� 18064（5番人気）�� 4775（19番人気）�� 5317（17番人気）
3連複票数 計 664000 的中 ��� 8386（20番人気）
3連単票数 計 794961 的中 ��� 2638（66番人気）
上り 1マイル 1：42．5 4F 49．8－3F 37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�
5－8，3，7，2，10－（6，11）－4，12，1＝9
5－3－7，8（10，6）2，1－4－11＝9，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノエメラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2018．2．18 小倉10着

2015．5．12生 牡5鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス 障害：5戦2勝 賞金 31，760，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シゲルサツマイモ号・シゲルロウニンアジ号・プレシャスタイム号・メイショウゴウリキ号



23005 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25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

45 ル ク シ オ ン 牝2黒鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 熊本 ストームファーム

コーポレーション 426 ―1：09．8 2．3�
44 アイアンムスメ 牝2鹿 54 福永 祐一西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 442 ―1：10．33 2．7�
11 テイエムサツマドン 牡2鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 鹿児島 テイエム牧場 470 ―1：10．83 7．7�
69 イロエンピツ 牝2黒鹿54 幸 英明内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 470 ―1：10．9� 15．0�
57 キンカイレイア 牝2栗 54 高倉 稜竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 竹原 孝昭 438 ―1：11．22 28．4�
710 カ シ ノ バ ド 牡2鹿 54 小崎 綾也柏木 務氏 牧田 和弥 鹿児島 柏木 務 390 ―1：11．52 87．1	
56 サ イ パ ー 牡2青鹿 54

53 ☆富田 暁山口 裕介氏 武 英智 熊本 ストームファーム
コーポレーション 436 ―1：11．6クビ 75．6


813 コウユーダンサー 牡2栗 54 藤懸 貴志加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム
コーポレーション 460 ―1：12．34 24．3�

711 ケ ン シ ゲ ツ 牡2鹿 54
53 ☆森 裕太朗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 羽月 友彦 宮崎 吉野 政敏 478 ―1：12．4� 14．4�
33 テイエムオペラッコ 牝2黒鹿54 国分 優作竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 鹿児島 テイエム牧場 412 ―1：12．82� 55．5
68 キリシマオードリー 牝2栗 54 柴田 未崎土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 452 ―1：12．9� 200．4�
22 サンエバンスビル 牡2鹿 54 酒井 学 �加藤ステーブル 谷 潔 鹿児島 神野 生男 488 ―1：13．0クビ 106．1�
812 カシノエール 牝2黒鹿54 原田 和真柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 472 ―1：14．17 87．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，770，200円 複勝： 36，882，000円 枠連： 10，246，800円
馬連： 44，007，900円 馬単： 25，663，300円 ワイド： 36，303，100円
3連複： 68，175，900円 3連単： 93，134，900円 計： 350，184，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－4） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 270円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 357702 的中 � 127204（1番人気）
複勝票数 計 368820 的中 � 146099（1番人気）� 75272（2番人気）� 39526（3番人気）
枠連票数 計 102468 的中 （4－4） 28952（1番人気）
馬連票数 計 440079 的中 �� 119767（1番人気）
馬単票数 計 256633 的中 �� 38993（1番人気）
ワイド票数 計 363031 的中 �� 85959（1番人気）�� 25237（3番人気）�� 28537（2番人気）
3連複票数 計 681759 的中 ��� 92218（1番人気）
3連単票数 計 931349 的中 ��� 39056（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．8―46．4―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 ・（5，9）（8，10）（4，7）＝（6，11）－1－（13，12）－2，3 4 ・（5，9）（4，7）10，8－6，1，11－13－2（3，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ル ク シ オ ン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2018．3．1生 牝2黒鹿 母 ヘヴンリーヴォイス 母母 ヘヴンリーソング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月15日まで平地競走

に出走できない。

23006 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55分 （芝・右）

牝；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

715 テンハッピーローズ 牝2栗 54 福永 祐一天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 420 ―1：08．4 16．5�
48 アンジュソレイユ 牝2栗 54 西村 淳也犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 452 ―1：08．61� 41．5�
510 ミニーアイル 牝2芦 54 秋山真一郎大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 500 ―1：08．7� 15．7�
24 バールベック 牝2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 420 ― 〃 クビ 9．4�
816 クァンタムレルム 牝2栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―1：08．91 4．7�
612 エイシンチドリ 牝2芦 54 太宰 啓介�栄進堂 上村 洋行 浦河 栄進牧場 406 ―1：09．22 95．5	
713 スクウェアセイル 牝2鹿 54 川田 将雅 
キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 クビ 4．0�
611 アピールデザイン 牝2黒鹿54 小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新冠 大林ファーム 436 ―1：09．41 172．8�
817 タイセイエクセル 牝2栗 54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 456 ― 〃 アタマ 29．3
35 カレンプリマドーナ 牝2青鹿54 松山 弘平鈴木 隆司氏 橋口 慎介 新ひだか 平野牧場 414 ―1：09．61� 8．1�
714 ボラーレヴィーア 牝2黒鹿 54

51 ▲服部 寿希中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 344 ―1：09．91� 267．2�
818 ア レ ッ サ 牝2黒鹿54 北村 友一 
シルクレーシング 宮本 博 平取 坂東牧場 408 ― 〃 クビ 35．8�
12 マーチャンフェイス 牝2鹿 54 浜中 俊 STレーシング 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 434 ―1：10．11� 18．4�
23 アイファーパンサー 牝2鹿 54 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 402 ―1：10．31� 252．6�
36 ホッコーカリュウ 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460 ―1：10．51� 198．4�
11 エイシンリベルタス 牝2鹿 54 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 450 ―1：10．6� 44．6�
59 ス ン リ 牝2鹿 54 武 豊白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 466 ―1：10．81� 5．8�
47 タツリュウオー 牝2黒鹿54 酒井 学庄司光太朗氏 加用 正 新ひだか 城地牧場 436 ―1：10．9� 68．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，740，200円 複勝： 45，659，800円 枠連： 12，594，300円
馬連： 54，934，700円 馬単： 21，868，300円 ワイド： 45，921，400円
3連複： 79，920，600円 3連単： 74，825，600円 計： 374，464，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 580円 � 1，340円 � 500円 枠 連（4－7） 4，580円

馬 連 �� 37，020円 馬 単 �� 63，810円

ワ イ ド �� 9，500円 �� 3，060円 �� 6，700円

3 連 複 ��� 117，070円 3 連 単 ��� 786，210円

票 数

単勝票数 計 387402 的中 � 19820（7番人気）
複勝票数 計 456598 的中 � 21271（8番人気）� 8436（12番人気）� 25309（7番人気）
枠連票数 計 125943 的中 （4－7） 2127（20番人気）
馬連票数 計 549347 的中 �� 1150（72番人気）
馬単票数 計 218683 的中 �� 257（138番人気）
ワイド票数 計 459214 的中 �� 1240（73番人気）�� 3906（33番人気）�� 1762（62番人気）
3連複票数 計 799206 的中 ��� 512（248番人気）
3連単票数 計 748256 的中 ��� 69（1472番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．3―11．4―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンハッピーローズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2018．2．26生 牝2栗 母 フェータルローズ 母母 プリムローズイヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エムティースマイル号・トレンブラン号



23007 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

612 チ ャ イ カ 牝3鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋142：00．3 3．1�

24 ステラアルバ 牝3芦 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B454＋ 42：00．51� 37．0�
59 ショウナンラクエン 牝3黒鹿54 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム 456－ 4 〃 クビ 20．5�
11 リーガルバローズ 牡3鹿 56 藤井勘一郎猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 408± 02：00．6クビ 10．6�
817 ロ ナ ウ ド 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 406－ 62：00．81� 94．3�
713 シ ェ ノ ン 牡3鹿 56 吉村 智洋	フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 22：00．9� 45．8

（兵庫）

818 タイクーンバゴ 牡3青鹿56 田中 健�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 486＋10 〃 クビ 95．1�
12 サトノレガシー 牡3鹿 56 幸 英明 	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 B478＋ 2 〃 ハナ 6．4�
35 シセイイワイ 牝3青鹿54 和田 竜二猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 428－ 22：01．0クビ 77．9
510 テーオーニーチェ 牡3芦 56 城戸 義政小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 470－ 62：01．1� 338．2�
816 ゴールデンアーク 牡3栗 56 酒井 学	G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 アタマ 121．4�
23 デルマラッキーガイ 牡3黒鹿56 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464－102：01．31� 4．7�
715 ノーウィック 牡3鹿 56 北村 友一�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 462± 02：01．51� 3．7�
48 テ レ ー ザ 牝3青鹿54 原田 和真門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 450－ 42：01．6� 48．4�
714 リュクスレジェンド 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム B428－142：01．7クビ 193．8�
36 ショウナンラオウ 	3黒鹿56 �島 克駿国本 哲秀氏 高橋 義忠 新ひだか 上村 清志 446＋ 22：01．91� 37．3�
47 サンライトジュンコ 牝3黒鹿54 小坂 忠士北川 勉氏 奥村 豊 新冠 ラツキー牧場 484－ 62：02．64 191．7�
611 ナ ム ラ ル イ 牡3青鹿56 国分 恭介奈村 信重氏 湯窪 幸雄 新ひだか 野坂牧場 464－ 62：02．7� 147．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，103，600円 複勝： 51，075，200円 枠連： 12，402，900円
馬連： 59，973，300円 馬単： 25，241，500円 ワイド： 48，206，800円
3連複： 84，025，600円 3連単： 87，982，100円 計： 405，011，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 830円 � 470円 枠 連（2－6） 940円

馬 連 �� 8，330円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 1，260円 �� 6，040円

3 連 複 ��� 32，300円 3 連 単 ��� 124，820円

票 数

単勝票数 計 361036 的中 � 92142（1番人気）
複勝票数 計 510752 的中 � 97687（2番人気）� 13295（7番人気）� 25036（6番人気）
枠連票数 計 124029 的中 （2－6） 10223（6番人気）
馬連票数 計 599733 的中 �� 5574（19番人気）
馬単票数 計 252415 的中 �� 1689（30番人気）
ワイド票数 計 482068 的中 �� 4290（26番人気）�� 10135（12番人気）�� 2016（47番人気）
3連複票数 計 840256 的中 ��� 1951（81番人気）
3連単票数 計 879821 的中 ��� 511（309番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．7―12．6―11．9―11．8―11．6―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．4―48．1―1：00．7―1：12．6―1：24．4―1：36．0―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9
1
3
6，12（5，8）（7，16）4（11，14，15）10（1，13，17）－（2，3，18）9・（6，12）（17，3）（5，15，16，9）8（4，7，14）（11，18）（10，1，13）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チ ャ イ カ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．12 京都9着

2017．1．22生 牝3鹿 母 ノブレスオブリッジ 母母 スイートダイアナ 7戦1勝 賞金 9，870，000円
〔制裁〕 リーガルバローズ号の騎手藤井勘一郎は，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。
〔3走成績による出走制限〕 テーオーニーチェ号・ゴールデンアーク号・サンライトジュンコ号・ナムラルイ号は，「3走成績による出走

制限」のため，令和2年10月15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） 2頭 エリーズタイフーン号・エンスロール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23008 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第8競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

46 コパノマーキュリー 牡3鹿 54 小牧 太小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 486－12 58．3 4．3�
45 プ ラ イ ム �4鹿 57 吉村 智洋 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 浦河 酒井牧場 476－ 8 58．4	 64．7�
（兵庫）

813 サーストンネイジュ 牝4芦 55 幸 英明玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 480＋16 58．93 15．5�
11 レ ジ ェ モ ー 牝3鹿 52

49 ▲泉谷 楓真吉田 照哉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 4．5�
711 メイショウモルサ 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490－ 2 59．0	 12．2�
712 イチバンヤリ 牡4黒鹿57 西村 淳也岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 500－ 8 〃 アタマ 60．7	
58 
 クリノクノイチ 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 466＋ 8 59．21� 19．5

69 ヴィグラスカイザー 牡3黒鹿54 松若 風馬犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新冠 ハクツ牧場 500＋ 4 59．51� 2．2�
34 クロンヌデトワール 牝5栗 55 和田 竜二 �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 462＋18 59．6	 57．1�
57 モズハチキン 牝4鹿 55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 460＋ 21：00．55 18．7
22 
 メルヘンステージ 牝4栗 55 藤懸 貴志�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 498＋261：00．71� 240．8�
610 グッドステージ 牡3鹿 54 熊沢 重文杉立健次郎氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 514－ 41：01．12	 31．1�
33 マ ゼ 牡4栗 57 北村 友一吉井 理人氏 安田 翔伍 浦河 林 孝輝 478－101：01．42 108．8�
814
 リッカウィンドウ 牝4芦 55 国分 恭介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 酒井 亨 416－ 51：02．35 180．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，758，000円 複勝： 54，768，000円 枠連： 11，699，800円
馬連： 74，002，000円 馬単： 34，289，200円 ワイド： 58，281，400円
3連複： 104，649，600円 3連単： 133，990，000円 計： 517，438，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 1，350円 � 350円 枠 連（4－4） 17，140円

馬 連 �� 15，520円 馬 単 �� 24，280円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 1，210円 �� 9，630円

3 連 複 ��� 64，170円 3 連 単 ��� 346，930円

票 数

単勝票数 計 457580 的中 � 84870（2番人気）
複勝票数 計 547680 的中 � 82135（3番人気）� 8699（11番人気）� 39998（5番人気）
枠連票数 計 116998 的中 （4－4） 529（25番人気）
馬連票数 計 740020 的中 �� 3693（34番人気）
馬単票数 計 342892 的中 �� 1059（57番人気）
ワイド票数 計 582814 的中 �� 3696（32番人気）�� 12840（14番人気）�� 1527（52番人気）
3連複票数 計1046496 的中 ��� 1223（115番人気）
3連単票数 計1339900 的中 ��� 280（598番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．2―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノマーキュリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．8．10 小倉1着

2017．5．30生 牡3鹿 母 レッドマーキュリー 母母 ソロシンガー 11戦2勝 賞金 18，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 フルールドネージュ号・メイショウゼッケイ号・メイショウロサン号
（非抽選馬） 5頭 アタミ号・アメリカンベイビー号・グラウクス号・タイガーサイレンス号・ホウロクダマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



23009 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第9競走 ��
��1，200�フェニックス賞

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：07．8
1：07．8

良
良

11 ヨ カ ヨ カ 牝2黒鹿54 福永 祐一岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 448－ 41：07．9 1．4�
89 セレッソフレイム 牝2栗 54 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 434＋ 61：08．11	 10．8�
55 ゴールドチャリス 牝2鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 412＋ 6 〃 ハナ 3．5�
77 
 ビゾンテノブファロ 牡2鹿 54 原田 和真ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 466－ 21：08．73	 42．3�
810 ウキウキホリデー 牝2芦 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 458－ 41：09．02 31．2	
44 � エイシンミラクル 牝2鹿 54 吉村 智洋平井 克彦氏 坂本 和也 浦河 栄進牧場 440± 0 〃 ハナ 75．8


（兵庫） （兵庫）

33 コパノフランクリン 牡2黒鹿54 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 488－181：09．1クビ 80．4�
66 � キ ン グ サ リ 牝2鹿 54 石川 慎将原 久美子氏 渡辺 博文 新ひだか 中橋 正 430－ 61：09．63 174．1�

（佐賀） （佐賀）

78 ピュアエール 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ヒカル牧場 452＋121：09．81� 14．1
22 � シュリーデービー 牝2鹿 54 島 克也原 久美子氏 真島 元徳 新冠 新冠伊藤牧場 390－131：10．86 194．0�

（佐賀） （佐賀）

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，627，900円 複勝： 138，371，700円 枠連： 11，822，500円
馬連： 64，079，700円 馬単： 48，834，300円 ワイド： 42，149，700円
3連複： 87，093，300円 3連単： 233，911，900円 計： 680，891，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 100円 枠 連（1－8） 380円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 200円 �� 120円 �� 280円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，390円

票 数

単勝票数 計 546279 的中 � 298537（1番人気）
複勝票数 計1383717 的中 � 1086308（1番人気）� 59608（3番人気）� 115528（2番人気）
枠連票数 計 118225 的中 （1－8） 23603（2番人気）
馬連票数 計 640797 的中 �� 81436（2番人気）
馬単票数 計 488343 的中 �� 50097（3番人気）
ワイド票数 計 421497 的中 �� 45999（2番人気）�� 125866（1番人気）�� 27444（4番人気）
3連複票数 計 870933 的中 ��� 178695（1番人気）
3連単票数 計2339119 的中 ��� 121800（3番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．9―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．9―44．5―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（1，2）（5，8）－9，7，10，4，6，3 4 1（5，2，8）7（9，10）－（4，6）－3
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ヨ カ ヨ カ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．6．13 阪神1着

2018．5．13生 牝2黒鹿 母 ハニーダンサー 母母 ハ ニ ー バ ン 2戦2勝 賞金 23，217，000円
〔制裁〕 ビゾンテノブファロ号の騎手原田和真は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

ビゾンテノブファロ号の騎手原田和真は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
キングサリ号の騎手石川慎将は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※ウキウキホリデー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23010 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第10競走 ��
��2，000�西部日刊スポーツ杯

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

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

77 ポ タ ジ ェ 牡3鹿 54 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：57．8 1．9�

89 ブルーミングスカイ 牡3鹿 54 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468＋ 21：58．01� 2．8�
78 ベ レ ヌ ス 牡3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 520－ 41：58．42	 22．7�
22 スパイクナード 牝6黒鹿55 和田 竜二前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－101：58．82	 38．8	
33 レターオンザサンド 牡4芦 57 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 490＋ 21：58．9
 4．4

66 ブリーズスズカ 牡7青鹿57 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468－ 41：59．0	 266．9�
44 ペプチドフシチョウ 牝4鹿 55 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 450－101：59．1クビ 79．2�
11 メイショウテンモン 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B516＋10 〃 ハナ 19．2
810 レッドエンヴィー 牡4鹿 57 酒井 学 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B482± 0 〃 ハナ 38．9�
55 キタサンチャンドラ 牡4鹿 57 浜中 俊�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466± 0 〃 ハナ 63．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 60，289，200円 複勝： 105，268，800円 枠連： 11，967，600円
馬連： 90，841，000円 馬単： 55，773，900円 ワイド： 62，789，600円
3連複： 136，976，000円 3連単： 275，892，100円 計： 799，798，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 270円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 140円 �� 540円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 602892 的中 � 241552（1番人気）
複勝票数 計1052688 的中 � 630610（1番人気）� 164768（2番人気）� 30296（5番人気）
枠連票数 計 119676 的中 （7－8） 42157（1番人気）
馬連票数 計 908410 的中 �� 276332（1番人気）
馬単票数 計 557739 的中 �� 97560（1番人気）
ワイド票数 計 627896 的中 �� 159872（1番人気）�� 23469（5番人気）�� 17344（9番人気）
3連複票数 計1369760 的中 ��� 94424（2番人気）
3連単票数 計2758921 的中 ��� 74805（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．6―12．5―12．1―11．7―11．9―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―34．3―46．8―58．9―1：10．6―1：22．5―1：34．3―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ タ ジ ェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．29 中山1着

2017．2．4生 牡3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 6戦3勝 賞金 48，195，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※キタサンチャンドラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23011 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第11競走 ��
��1，700�

あ そ

阿蘇ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

58 ア ル ド ー レ 牡5栗 56 浜中 俊安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 494－ 81：43．7 6．3�
22 メイショウワザシ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 536－ 61：43．8	 4．7�
610 メイプルブラザー 牡6栗 56 森 裕太朗節 英司氏 清水 久詞 新ひだか 本桐牧場 490± 0 〃 アタマ 21．2�
713 オーヴェルニュ 牡4鹿 56 松山 弘平杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 468－ 61：43．9
 10．5�
815 ビックリシタナモー 牡6黒鹿56 和田 竜二小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506－ 41：44．0	 42．8�
11 マグナレガーロ 牡5青鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－101：44．85 2．0	
23 サンデーウィザード 牡8鹿 58 秋山真一郎巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466－ 61：44．9クビ 51．2

46 エ イ コ ー ン 牡5鹿 56 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 476－ 81：45．21	 27．3�
47 クリノフウジン 牡6栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 510± 0 〃 アタマ 25．8�
814 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 57 松若 風馬 吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476± 01：45．41
 21．6�
34 ブレスジャーニー 牡6鹿 56 中井 裕二島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 474－ 41：45．61 21．5�
59 サトノファンタシー 牡7鹿 58 �島 良太 サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 498－ 21：47．3大差 152．4�
712 ドライヴナイト �7黒鹿57 太宰 啓介桂土地 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 510－101：47．51
 241．2�
611 タガノディグオ 牡6黒鹿56 幸 英明八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 544＋181：48．45 73．4�
35 ハッピーアワー 牡4鹿 57 藤岡 康太髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 21：48．61 73．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 101，117，600円 複勝： 141，336，300円 枠連： 38，273，000円
馬連： 240，803，300円 馬単： 92，003，700円 ワイド： 165，570，900円
3連複： 419，804，800円 3連単： 473，303，100円 計： 1，672，212，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 200円 � 340円 枠 連（2－5） 1，640円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，390円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 43，860円

票 数

単勝票数 計1011176 的中 � 127602（3番人気）
複勝票数 計1413363 的中 � 166636（3番人気）� 205584（2番人気）� 96808（5番人気）
枠連票数 計 382730 的中 （2－5） 18003（7番人気）
馬連票数 計2408033 的中 �� 93910（6番人気）
馬単票数 計 920037 的中 �� 14483（13番人気）
ワイド票数 計1655709 的中 �� 51029（8番人気）�� 30158（13番人気）�� 40642（11番人気）
3連複票数 計4198048 的中 ��� 42639（20番人気）
3連単票数 計4733031 的中 ��� 7822（126番人気）

ハロンタイム 7．0―10．5―11．6―12．6―12．1―12．2―12．5―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．5―29．1―41．7―53．8―1：06．0―1：18．5―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル ド ー レ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 札幌7着

2015．4．30生 牡5栗 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 13戦5勝 賞金 85，993，000円

23012 8月15日 晴 良 （2小倉2） 第1日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

69 フ ア ナ 牝3鹿 52 福永 祐一近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋281：44．9 1．5�
11 カレンシュトラウス 牡3鹿 54 川田 将雅鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 504－10 〃 クビ 3．3�
610 グレースオブナイル 牝3鹿 52 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＋ 21：45．43 32．9�
711 サンディレクション 牡4鹿 57 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 474＋141：45．61� 182．3�
814 ブルームスベリー 牝3鹿 52 松山 弘平 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 450－101：45．7	 14．7	
46 アンクルテイオウ 牡4鹿 57 北村 友一塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：45．91
 42．4

712 アルマフォルト 牡3黒鹿54 和田 竜二名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム 494± 01：46．43 49．1�
45 ドラウプニル �4鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480± 01：47．14 39．1�
34 � スーパーアロイ 牡4鹿 57 秋山真一郎藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 494－ 61：47．52
 197．3
33 アドマイヤレオ 牡4鹿 57 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 ハナ 34．9�
813 ゴルトファルベン 牡3鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 19．5�
22  マートルフィールド 牡3栗 54 幸 英明ゴドルフィン 矢作 芳人 愛

Tinnakill
Bloodstock &
Jack Cantillon

460－ 41：47．6
 19．0�
57 エリーズタイフーン 牝3芦 52 高倉 稜二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 イワミ牧場 442＋ 21：48．55 441．8�
58 � スターオブグリーン 牡3黒鹿54 山口 勲光安 了氏 池田 忠好 浦河 栄進牧場 448－161：50．4大差 294．3�

（佐賀） （佐賀）

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，506，600円 複勝： 116，336，300円 枠連： 26，153，100円
馬連： 132，315，200円 馬単： 71，616，500円 ワイド： 103，383，400円
3連複： 218，942，000円 3連単： 358，434，900円 計： 1，101，688，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 310円 枠 連（1－6） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 150円 �� 730円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 3，680円

票 数

単勝票数 計 745066 的中 � 377062（1番人気）
複勝票数 計1163363 的中 � 596416（1番人気）� 209708（2番人気）� 36855（7番人気）
枠連票数 計 261531 的中 （1－6） 90919（1番人気）
馬連票数 計1323152 的中 �� 451704（1番人気）
馬単票数 計 716165 的中 �� 175040（1番人気）
ワイド票数 計1033834 的中 �� 248128（1番人気）�� 29050（11番人気）�� 21190（15番人気）
3連複票数 計2189420 的中 ��� 108501（5番人気）
3連単票数 計3584349 的中 ��� 70493（7番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―11．7―11．4―11．8―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．1―46．8―58．2―1：10．0―1：21．5―1：33．1

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

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

勝馬の
紹 介

フ ア ナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．19 京都2着

2017．1．27生 牝3鹿 母 イ サ ベ ル 母母 スカーレット 4戦2勝 賞金 28，278，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターオブグリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月15日まで平地

競走に出走できない。
※エリーズタイフーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（2小倉2）第1日 8月15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 169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

226，100，000円
5，620，000円
25，390，000円
1，100，000円
26，900，000円
72，304，750円
6，063，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
560，164，300円
925，781，100円
175，986，000円
948，425，100円
466，117，400円
727，870，100円
1，510，469，000円
2，089，224，700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 7，404，037，700円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回小倉競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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