
23013 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時00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
1：07．8
1：07．8

良
良

510� フ リ ー ド 牝2鹿 54 川田 将雅岡田 繁幸氏 西園 正都 愛 Lynch
Bages Ltd 476± 01：07．5レコード 16．7�

11 エイシンヒテン 牝2栗 54 幸 英明�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 448＋ 41：07．82 2．6�
59 テーオーブレイブ 牡2黒鹿54 �島 良太小笹 公也氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 488－ 61：07．9	 19．4�
12 リサコーハク 牝2栗 54 �島 克駿八木 光博氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 424－ 61：08．43 8．8�
714 エコロキング 牡2青鹿54 秋山真一郎原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 432± 01：08．71
 12．3�
35 � レベルタウン 牡2栗 54 酒井 学ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort

Stud Ltd 516－10 〃 クビ 18．2	
24 ショウナンアイビー 牡2鹿 54 和田 竜二国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 498± 0 〃 ハナ 12．1

47 イズジョードリーム 牡2鹿 54 藤岡 康太泉 一郎氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 500－101：08．8クビ 14．0�
816 サプライズギフト 牝2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 浦河 笹島 智則 398－ 8 〃 ハナ 62．5�
815 ミラコロヴェルデ 牝2黒鹿54 丸田 恭介 �グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 21：09．22	 24．5
611 トーカイキング 牡2栗 54 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 434－ 4 〃 ハナ 7．5�
713 ニシノレガシー 牡2青鹿54 浜中 俊西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 508－ 21：09．3クビ 23．3�
48 ビ ー ア ッ プ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁馬場 祥晃氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 458－ 41：09．4	 96．0�
612 タイセイロワイヤル 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 476－ 61：09．5
 41．7�
23 ビービーダルク 牝2鹿 54 武 豊�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 462＋101：10．13	 45．9�
36 テイエムグレイト 牡2芦 54 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 478－141：10．41
 232．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，868，900円 複勝： 61，181，100円 枠連： 16，246，200円
馬連： 74，215，300円 馬単： 28，516，800円 ワイド： 69，797，800円
3連複： 127，976，400円 3連単： 109，424，100円 計： 528，226，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 420円 � 150円 � 420円 枠 連（1－5） 830円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 830円 �� 3，990円 �� 960円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ��� 64，700円

票 数

単勝票数 計 408689 的中 � 20692（7番人気）
複勝票数 計 611811 的中 � 30949（8番人気）� 147128（1番人気）� 31249（7番人気）
枠連票数 計 162462 的中 （1－5） 15169（3番人気）
馬連票数 計 742153 的中 �� 27932（6番人気）
馬単票数 計 285168 的中 �� 4318（15番人気）
ワイド票数 計 697978 的中 �� 22205（6番人気）�� 4300（50番人気）�� 19077（7番人気）
3連複票数 計1279764 的中 ��� 8996（36番人気）
3連単票数 計1094241 的中 ��� 1226（207番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―10．9―11．2―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―32．9―44．1―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フ リ ー ド �
�
父 No Nay Never �

�
母父 War Chant デビュー 2020．7．18 阪神8着

2018．4．30生 牝2鹿 母 Arctic Freedom 母母 Polar Bird 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出走取消馬 アオイホープ号（事故のため）・ウェーブメジャー号（事故のため）
※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 ウキウキホリデー号

23014 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第2競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時35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
56．9
56．9

重
重

813 エスシーミホーク 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 486＋10 58．7 15．9�

57 アイティナリー 牡3黒鹿56 松山 弘平�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ B498－ 2 59．02 2．9�

58 テイエムサンドリア 牝3黒鹿54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 タニグチ牧場 466＋ 8 59．1� 8．5�
711 ジューンフォレスト 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456＋ 8 59．2クビ 8．3�
46 ブロックチェーン 牝3黒鹿54 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 436－16 59．3� 18．2�
22 パ サ ラ ン 牡3鹿 56 藤懸 貴志薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 438＋ 4 59．61� 12．0	
814 ラインエンジェル 牝3栗 54

53 ☆富田 暁大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 460＋ 4 〃 クビ 63．5

33 ニホンピロデュラン 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466－10 59．81� 76．2�
610 ハルハアケボノ 牝3黒鹿54 川又 賢治手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 440－181：00．0� 16．2�
11 マ タ ギ 牡3黒鹿56 和田 竜二ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 452－101：00．1� 2．9
69 レッドシンシア 牝3鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 浦河 谷川牧場 506± 01：00．2� 35．4�
34 キタノオトメ 牝3鹿 54 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 454＋161：00．51� 325．2�
45 パープルブルーメン 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希中野 銀十氏 新谷 功一 様似 山本 和彦 436＋221：00．71� 370．0�
712 ワンスウィートデイ 牡3鹿 56 高倉 稜 �グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 468－ 81：01．12� 73．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，659，600円 複勝： 45，982，900円 枠連： 10，033，000円
馬連： 56，354，500円 馬単： 27，143，700円 ワイド： 47，721，300円
3連複： 85，859，900円 3連単： 95，340，800円 計： 404，095，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 350円 � 170円 � 310円 枠 連（5－8） 1，850円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 9，230円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，470円 �� 600円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 95，860円

票 数

単勝票数 計 356596 的中 � 17836（6番人気）
複勝票数 計 459829 的中 � 29836（7番人気）� 89718（2番人気）� 35052（5番人気）
枠連票数 計 100330 的中 （5－8） 4201（9番人気）
馬連票数 計 563545 的中 �� 13100（13番人気）
馬単票数 計 271437 的中 �� 2204（28番人気）
ワイド票数 計 477213 的中 �� 10403（14番人気）�� 4744（28番人気）�� 21563（6番人気）
3連複票数 計 858599 的中 ��� 7523（31番人気）
3連単票数 計 953408 的中 ��� 721（270番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．4―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスシーミホーク �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．3 京都6着

2017．3．25生 牡3鹿 母 ファンキートット 母母 ガールインスタイル 6戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 パサラン号の騎手藤懸貴志は，後検量について注意義務を怠り戒告。
※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） 2頭 メイショウイコロ号・ワンダーカムラング号
（非抽選馬） 2頭 ヴェーラ号・ニホンピロブケーラ号

第２回 小倉競馬 第２日
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



23015 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第3競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時05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
1：44．1
1：43．9

良
良

814 ハーランズハーツ 牡3黒鹿56 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 426－ 61：46．7 31．8�
58 アロハヌイロア 牝3鹿 54 北村 友一 �ニッシンホール

ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444± 01：46．8� 11．7�
22 メモリーオブブルー 牝3鹿 54 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 438＋ 41：47．54 11．3�
713 フ レ ー ヴ ォ 牝3栗 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 61：47．82 7．4�
610 スリーシャトー 牡3鹿 56 長岡 禎仁永井商事� 西橋 豊治 平取 オークツリー

ファーム 434＋ 11：48．01 446．5�
34 パリスデージー 牝3黒鹿54 川田 将雅 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 ハナ 1．7

611 カルトレガーメ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真大迫 基弘氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 476－ 2 〃 クビ 6．9�
35 デ ア 牝3鹿 54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 422－ 21：48．1クビ 44．4�
815 スズカペンダント 牝3栗 54 高倉 稜永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 446＋ 21：48．84 41．3
23 キングリアリティー 牡3鹿 56 和田 翼伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新ひだか 村上牧場 456－ 61：49．01� 238．1�

（旧姓 岩崎）

47 プリンセスララア 牝3栗 54
53 ☆富田 暁 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 中川 哲也 408＋141：49．21	 143．2�

11 ルリアンヴェール 牝3鹿 54 �島 良太	大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 416＋121：49．52 55．5�

59 
 スマートキャンディ 牝3鹿 54 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 米 Calumet
Farm 468＋ 41：49．6� 143．4�

712 タツオウカケンラン 牝3青鹿54 藤岡 康太鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 444＋121：50．77 9．9�
46 サ ー コ 牡3鹿 56 国分 優作石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 徳本 幸雄 458＋ 21：51．33� 172．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，277，400円 複勝： 67，949，000円 枠連： 11，020，800円
馬連： 55，053，700円 馬単： 30，917，200円 ワイド： 50，776，200円
3連複： 85，930，500円 3連単： 114，226，900円 計： 451，151，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 1，000円 � 510円 � 420円 枠 連（5－8） 6，410円

馬 連 �� 17，100円 馬 単 �� 51，640円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 2，970円 �� 900円

3 連 複 ��� 36，240円 3 連 単 ��� 355，420円

票 数

単勝票数 計 352774 的中 � 8861（7番人気）
複勝票数 計 679490 的中 � 16835（7番人気）� 35980（6番人気）� 45043（5番人気）
枠連票数 計 110208 的中 （5－8） 1331（19番人気）
馬連票数 計 550537 的中 �� 2494（35番人気）
馬単票数 計 309172 的中 �� 449（76番人気）
ワイド票数 計 507762 的中 �� 3511（31番人気）�� 4327（27番人気）�� 15162（8番人気）
3連複票数 計 859305 的中 ��� 1778（79番人気）
3連単票数 計1142269 的中 ��� 233（559番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．2
1
3
・（1，12）11，13（2，6）（4，15）5，14，3（10，8）7－9
1（12，13）（11，2，15）（5，6，4）（14，8）3（7，10）9

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

勝馬の
紹 介

ハーランズハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2019．9．29 阪神7着

2017．3．23生 牡3黒鹿 母 ハーランズロマン 母母 Swinging 6戦1勝 賞金 6，905，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サーコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月16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〕 スマートキャンディ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月16日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 タムロシャイン号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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 サクセスバローズ号

23016 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・右）

牝；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

35 テイストオブハニー 牝3鹿 54 川田 将雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム 542－ 61：47．4 6．2�

714 リュヌドミエル 牝3栗 54 松山 弘平ライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 440－ 81：47．93 5．4�
612 ジ グ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 436－ 41：48．11� 121．5�
48 ワークアンドビート 牝3青鹿54 秋山真一郎小林 祥晃氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 B480－ 21：48．41� 2．8�
816 イ ダ 牝3鹿 54 浜中 俊中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 410－ 2 〃 アタマ 30．6�
611 ノルフェーン 牝3鹿 54 幸 英明	ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 笹地牧場 474－ 21：48．5� 100．0

510 エイシンマシーン 牝3鹿 54 川又 賢治平井 克彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 436－ 41：48．6� 8．9�
59 アドマイヤシリウス 牝3栃栗54 北村 友一近藤 旬子氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 438＋ 81：48．7� 19．4�
11 トウアトリア 牝3栗 54

53 ☆富田 暁原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 412－ 21：49．23 181．2
815 メイショウアサヒ 牝3鹿 54 西村 淳也松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 468± 01：49．3� 7．1�
713 キャラメルボイス 牝3栗 54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 514＋ 21：50．04 18．2�
36 デイジーフラッシュ 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 462＋121：50．32 14．5�
47 ピンクシップ 牝3鹿 54 酒井 学松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460＋ 61：50．4� 93．3�
23 ヒルノグバーナ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 440＋ 21：50．6� 183．4�
24 マサハヤアン 牝3鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 452＋101：51．23� 21．8�
12 アクターヒロイン 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：53．6大差 109．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，181，900円 複勝： 53，733，900円 枠連： 11，415，600円
馬連： 56，659，000円 馬単： 24，032，100円 ワイド： 48，365，000円
3連複： 83，329，500円 3連単： 83，555，700円 計： 395，272，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 190円 � 1，900円 枠 連（3－7） 1，050円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 720円 �� 13，710円 �� 6，800円

3 連 複 ��� 81，900円 3 連 単 ��� 304，410円

票 数

単勝票数 計 341819 的中 � 44000（3番人気）
複勝票数 計 537339 的中 � 65748（3番人気）� 86957（2番人気）� 5551（12番人気）
枠連票数 計 114156 的中 （3－7） 8366（4番人気）
馬連票数 計 566590 的中 �� 21806（7番人気）
馬単票数 計 240321 的中 �� 4811（10番人気）
ワイド票数 計 483650 的中 �� 18429（5番人気）�� 876（73番人気）�� 1775（51番人気）
3連複票数 計 833295 的中 ��� 763（163番人気）
3連単票数 計 835557 的中 ��� 199（713番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．4―12．9―12．9―12．5―12．8―13．2―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．2―42．1―55．0―1：07．5―1：20．3―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

テイストオブハニー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．8．31 札幌2着

2017．1．4生 牝3鹿 母 スウィートアンドフローレス 母母 Sweet and Ready 7戦1勝 賞金 10，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクターヒロイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月16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〕 ピンクシップ号・アクターヒロイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月16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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アマノエリザベート号・ホワイトブレス号
（非抽選馬） 1頭 プライムエルフ号



23017 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2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

58 カ シ ノ レ オ 牡2黒鹿54 松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 鹿児島 柏木 務 480 ―1：10．2 3．2�
59 カシノアイドル 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 神野 生男 436 ―1：10．83� 11．9�
22 テイエムサツマッコ 牡2栗 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 484 ―1：11．22� 27．0�
712 ダイヤモンドヘッド 牡2黒鹿54 小牧 太新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保 孝一 476 ― 〃 アタマ 5．1�
23 シーフードパイセン 牡2鹿 54 川又 賢治山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 438 ― 〃 アタマ 28．4�
611 キリシマムテキ 牡2黒鹿54 高倉 稜土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 438 ―1：11．3クビ 4．4�
35 ダイチノユメ 牝2鹿 54 城戸 義政折手 邦雄氏 森田 直行 熊本 本田 土寿 396 ― 〃 クビ 82．6	
46 テイエムベニサツマ 牝2栗 54 国分 恭介竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 404 ―1：11．93� 36．6

11 ヤエノツバメ 牝2鹿 54 酒井 学柳田 英子氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 462 ―1：12．22 101．1�
610 アローテソーロ 牡2黒鹿54 長岡 禎仁了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 熊本 本田 土寿 460 ―1：12．3� 40．3
814 ヒムカノロッキー 牡2黒鹿54 幸 英明杉浦 和也氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 468 ―1：12．51� 5．3�
47 テイエムサツマオー 牡2鹿 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 494 ― 〃 アタマ 60．9�
815 パ ン サ ン 牝2芦 54 国分 優作是枝 浩平氏 浅野洋一郎 熊本 本田 土寿 394 ―1：12．81� 57．0�
34 カシノネメシス 牝2鹿 54 丸田 恭介柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 496 ―1：13．33 93．3�
713 キリシマヒチフク 牡2黒鹿54 柴田 未崎土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 404 ―1：15．1大差 235．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，158，000円 複勝： 35，313，700円 枠連： 10，964，100円
馬連： 47，770，900円 馬単： 22，060，200円 ワイド： 39，191，600円
3連複： 68，758，500円 3連単： 76，532，900円 計： 334，749，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 320円 � 550円 枠 連（5－5） 2，280円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，460円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 37，010円

票 数

単勝票数 計 341580 的中 � 86776（1番人気）
複勝票数 計 353137 的中 � 83882（1番人気）� 25186（5番人気）� 13079（6番人気）
枠連票数 計 109641 的中 （5－5） 3726（9番人気）
馬連票数 計 477709 的中 �� 17783（7番人気）
馬単票数 計 220602 的中 �� 5507（13番人気）
ワイド票数 計 391916 的中 �� 15355（7番人気）�� 6827（13番人気）�� 3777（27番人気）
3連複票数 計 687585 的中 ��� 5190（30番人気）
3連単票数 計 765329 的中 ��� 1499（104番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ シ ノ レ オ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2018．3．16生 牡2黒鹿 母 カシノインカローズ 母母 ノーザンセレナード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリシマヒチフク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月16日まで平地競

走に出走できない。

23018 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時55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

35 ウインスーリール 牝2鹿 54 国分 優作�ウイン 西園 正都 新ひだか 山際牧場 476 ―1：09．2 6．6�
36 ポールスター 牡2鹿 54 武 豊林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512 ―1：09．51� 2．7�
817 パラマウント 牝2青鹿54 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 426 ―1：09．71 15．1�
12 カレンロマチェンコ 牡2鹿 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 456 ― 〃 ハナ 3．6�
11 ブラーブサージュ 牡2鹿 54 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 440 ―1：09．8� 39．1�
611 カフジヴィオレッタ 牝2鹿 54 酒井 学加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 450 ―1：09．9� 8．2	
24 エムティースマイル 牝2栗 54

53 ☆富田 暁丸山 輝城氏 木原 一良 新冠 守矢牧場 442 ―1：10．11	 46．4

48 ミ ラ ク ル 牝2鹿 54 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 452 ―1：10．31� 45．5�
23 トレンブラン 牝2青鹿54 太宰 啓介村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 412 ― 〃 アタマ 124．8�
715 ニシノサラマ 牡2鹿 54 原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450 ―1：10．4クビ 303．6
816 スウィープザボード 牡2芦 54 
島 克駿杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 452 ―1：10．82� 43．5�
713 シゲルカカリチョウ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 422 ―1：11．54 222．2�
818 スマートパルフェ 牝2黒鹿54 浜中 俊大川 徹氏 石坂 正 新ひだか グランド牧場 446 ―1：11．6� 58．4�
47 ナムラサスケ 牡2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 420 ―1：12．02� 136．5�
714 レジュレクシオン 牡2鹿 54 川又 賢治 �京都ホースレーシング 吉田 直弘 新ひだか 高橋フアーム 414 ―1：12．21	 176．6�
59 アスターセレステ 牡2栗 54 和田 竜二加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 478 ― 〃 クビ 16．5�
612 ケンジェネシス 牡2芦 54 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 472 ―1：12．41 73．8�
510 コジートゥインクル 牡2黒鹿54 秋山真一郎齊藤 直信氏 谷 潔 新冠 新冠橋本牧場 500 ―1：13．14 73．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，702，300円 複勝： 42，763，100円 枠連： 14，672，800円
馬連： 55，037，800円 馬単： 25，800，000円 ワイド： 43，950，300円
3連複： 81，079，800円 3連単： 86，894，300円 計： 390，900，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 140円 � 310円 枠 連（3－3） 1，000円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，280円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 19，440円

票 数

単勝票数 計 407023 的中 � 51041（3番人気）
複勝票数 計 427631 的中 � 54485（3番人気）� 99755（1番人気）� 27781（5番人気）
枠連票数 計 146728 的中 （3－3） 11303（4番人気）
馬連票数 計 550378 的中 �� 46849（2番人気）
馬単票数 計 258000 的中 �� 9277（6番人気）
ワイド票数 計 439503 的中 �� 28057（2番人気）�� 8295（11番人気）�� 14654（7番人気）
3連複票数 計 810798 的中 ��� 16695（7番人気）
3連単票数 計 868943 的中 ��� 3239（44番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインスーリール �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Cozzene 初出走

2018．2．16生 牝2鹿 母 ノーモアクライ 母母 Rain Symphony 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※エムティースマイル号・トレンブラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23019 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2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 7，600，000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
1：56．9
1：56．1

良
良

66 ダンディズム �4黒鹿57 小崎 綾也 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 468－121：59．1 23．5�

33 セツメンノトビウオ 牡3芦 54 国分 恭介三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 446＋101：59．31� 28．9�
22 レッドルーヴル 牝4黒鹿55 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 470＋ 61：59．4� 2．7�
44 グレートベースン 牡4青鹿 57

54 ▲泉谷 楓真桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 514± 01：59．5� 7．2�
79 ベストクィーン 牝4栗 55 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420± 0 〃 クビ 19．1	
11 ブラックハーデス 牡4青 57 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 460＋121：59．71� 14．7


55 テ ン ピ ン 牡3黒鹿54 北村 友一ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 502－ 2 〃 クビ 9．6�
67 キングサーガ �3黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448－ 21：59．91� 2．6
810 レッドブロンクス 牡3黒鹿54 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 472－ 82：01．7大差 28．6�
811 エ ピ ロ ー グ 牝4鹿 55 和田 竜二藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 470＋142：02．02 24．8�
78 	 アイファーキャノン 牝4鹿 55 田中 健中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 B412－ 22：02．1� 273．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，851，300円 複勝： 45，340，800円 枠連： 8，712，800円
馬連： 63，370，900円 馬単： 28，688，300円 ワイド： 48，225，700円
3連複： 91，565，300円 3連単： 125，502，300円 計： 446，257，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 480円 � 490円 � 150円 枠 連（3－6） 3，250円

馬 連 �� 21，490円 馬 単 �� 38，420円

ワ イ ド �� 4，330円 �� 1，070円 �� 920円

3 連 複 ��� 13，250円 3 連 単 ��� 152，920円

票 数

単勝票数 計 348513 的中 � 11857（7番人気）
複勝票数 計 453408 的中 � 19823（7番人気）� 19390（8番人気）� 113073（2番人気）
枠連票数 計 87128 的中 （3－6） 2077（14番人気）
馬連票数 計 633709 的中 �� 2285（38番人気）
馬単票数 計 286883 的中 �� 560（73番人気）
ワイド票数 計 482257 的中 �� 2751（36番人気）�� 11809（13番人気）�� 13809（11番人気）
3連複票数 計 915653 的中 ��� 5180（44番人気）
3連単票数 計1255023 的中 ��� 595（348番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．2―12．4―11．9―11．7―11．9―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．5―46．7―59．1―1：11．0―1：22．7―1：34．6―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ダンディズム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．5．5 京都2着

2016．4．23生 �4黒鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 6戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 ベストクィーン号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

23020 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第8競走 ��
��1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

711 マ ッ ク ス �3栗 54 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 478± 01：45．9 2．3�
610 キ ス ラ ー 牡4青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478＋ 61：46．32	 11．2�
712
 ポンペイワーム 牡4栗 57 浜中 俊吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift

Farm LLC 530＋161：46．51� 56．8�
34 トゥルブレンシア 牡3栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 456－ 4 〃 クビ 2．5�
45 � メイショウカンキ 牡6鹿 57 酒井 学松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 480＋ 21：47．03 36．4�
57 � メイショウユウシン 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 池添 学 浦河 高昭牧場 442－ 71：47．21	 134．3	
813 ティートラップ 牡3鹿 54 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 444－ 41：47．41� 7．0

22 セルファース 牡3黒鹿54 島 克駿水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 514－ 21：47．61� 61．0�
11 ルクスムンディー 牡5鹿 57 川又 賢治前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 B522＋ 6 〃 ハナ 31．2�
33 ソニックビースト 牝3黒鹿52 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 490± 01：47．7クビ 35．2
814 ナ ム ラ ボ ス 牡3鹿 54 松若 風馬奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 458＋ 2 〃 クビ 29．0�
69 ピ ッ パ 牝5栗 55 長岡 禎仁飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B472－ 61：47．8クビ 62．6�
46 ワンダーダイカネン 牡3鹿 54 松山 弘平山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 480＋ 41：48．01	 39．8�
58 ハギノアグレッシブ �5栗 57 島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B486＋161：48．53 102．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，277，600円 複勝： 53，613，500円 枠連： 15，937，000円
馬連： 77，975，800円 馬単： 35，375，200円 ワイド： 63，554，500円
3連複： 122，407，600円 3連単： 150，327，600円 計： 566，468，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 170円 � 330円 � 770円 枠 連（6－7） 1，160円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，240円 �� 6，480円

3 連 複 ��� 19，050円 3 連 単 ��� 48，010円

票 数

単勝票数 計 472776 的中 � 158173（1番人気）
複勝票数 計 536135 的中 � 108711（2番人気）� 39574（4番人気）� 14322（11番人気）
枠連票数 計 159370 的中 （6－7） 10599（4番人気）
馬連票数 計 779758 的中 �� 36718（5番人気）
馬単票数 計 353752 的中 �� 11820（8番人気）
ワイド票数 計 635545 的中 �� 22719（4番人気）�� 7187（22番人気）�� 2431（52番人気）
3連複票数 計1224076 的中 ��� 4817（50番人気）
3連単票数 計1503276 的中 ��� 2270（139番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．3―13．3―12．5―12．4―12．4―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―30．1―43．4―55．9―1：08．3―1：20．7―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

マ ッ ク ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．1．25 中山2着

2017．4．15生 �3栗 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 4戦2勝 賞金 17，100，000円
※出走取消馬 ケイアイドリー号（事故のため）・ミラクルユニバンス号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノイコライザー号
（非抽選馬） 2頭 イグナーツ号・イーベンホルツ号



23021 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第9競走 ��
��1，200�

ち く し

筑 紫 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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

715� クーファウェヌス 牝5栗 55 武 豊大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-
agement Inc 494＋ 21：07．6 3．5�

713 エレヴァート 牝3黒鹿52 	島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 438± 01：07．92 6．9�
47 カゼノタニノアヤカ 牝3鹿 52 北村 友一増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 456－ 21：08．11
 2．8�
12 シシリエンヌ 牝4青鹿55 高倉 稜手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B492＋161：08．2� 49．4�
59 � タニノミッション 牝4鹿 55 幸 英明谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 492－ 2 〃 ハナ 10．2�
11 � ワンダーヘイルネス 4鹿 57 藤岡 康太山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 478＋14 〃 クビ 36．9	
714 バトルカグヤ 牝3鹿 52 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 450＋ 61：08．3クビ 29．2

510 ミ ア グ ア 牝5青鹿55 秋山真一郎五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 458－101：08．4� 18．1�
36 � スズカクローカス 牝4黒鹿55 和田 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 470＋321：08．5� 171．6�

（旧姓 岩崎）

612 ダイシンカレラ 牡8黒鹿57 中井 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 494＋101：08．6� 161．2
24 ヒ メ サ マ 牝3鹿 52 酒井 学廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 418＋ 41：08．81� 81．6�
817� サイモンハロルド 牡3鹿 54 小牧 太澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 444＋101：09．12 85．7�
23 � コウエイバクシン 牡3鹿 54 和田 竜二伊東 政清氏 森 秀行 米 Don Mattox &

Pam Mattox 442＋ 4 〃 ハナ 28．6�
35 ストラトスフィア 牝4鹿 55 西村 淳也�フクキタル 	島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 480＋141：09．2クビ 19．6�
48 ウインカムトゥルー 牡3栗 54 松若 風馬�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム B470－ 41：09．3� 53．4�
611 ジューンアクア 牝3芦 52 浜中 俊吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472＋161：09．51� 10．4�
816 トウケイココノエ 牝4芦 55 服部 寿希木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 532－ 21：09．81� 158．4�

（17頭）
818 メメントモリ 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，972，400円 複勝： 71，100，600円 枠連： 22，103，400円
馬連： 109，990，500円 馬単： 40，632，700円 ワイド： 84，246，200円
3連複： 168，199，500円 3連単： 175，596，100円 計： 727，841，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 190円 � 150円 枠 連（7－7） 750円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 400円 �� 320円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 差引計 559724（返還計 1261） 的中 � 125412（2番人気）
複勝票数 差引計 711006（返還計 1174） 的中 � 163509（1番人気）� 78811（3番人気）� 126428（2番人気）
枠連票数 計 221034 的中 （7－7） 22607（3番人気）
馬連票数 差引計1099905（返還計 5979） 的中 �� 98398（2番人気）
馬単票数 差引計 406327（返還計 1921） 的中 �� 18953（3番人気）
ワイド票数 差引計 842462（返還計 4216） 的中 �� 53996（2番人気）�� 72087（1番人気）�� 28988（7番人気）
3連複票数 差引計1681995（返還計 15077） 的中 ��� 64661（1番人気）
3連単票数 差引計1755961（返還計 17863） 的中 ��� 14213（8番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．9―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．0―44．3―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クーファウェヌス �
�
父 Frankel �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．7．14 中京16着

2015．4．3生 牝5栗 母 Eden’s Causeway 母母 North Of Eden 13戦2勝 賞金 31，586，000円
〔出走取消〕 メメントモリ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 テイエムイダテン号・ミナトノヨーコ号・ラボエーム号

23022 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第10競走 ��
��2，000�

は か た

博多ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．8．10以降2．8．9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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

89 カセドラルベル 牝4鹿 53 松山 弘平吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 552＋141：57．9 1．7�
88 マルシュロレーヌ 牝4鹿 52 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474＋14 〃 クビ 6．0�
55 レオコックブルー 牝5黒鹿52 松若 風馬親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 21：58．0� 17．5�
11 イノセントミューズ 牝4鹿 52 西村 淳也 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480－ 81：58．1� 21．1�
66 サウンドバーニング 牡8鹿 53 川又 賢治増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B424－ 41：58．2クビ 182．3�
77 ラクローチェ 牡4鹿 54 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 474－ 4 〃 ハナ 19．3	
44 ジ ャ コ マ ル 牡6鹿 54 	島 克駿晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 41：58．62� 23．1

22 マイネルウィルトス 牡4黒鹿56 国分 優作 �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 474＋ 61：58．7クビ 3．4�
33 オスカールビー 牝5鹿 51 原田 和真森 保彦氏 小桧山 悟 日高 チャンピオン

ズファーム 502－ 22：03．8大差 35．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 57，361，800円 複勝： 80，562，000円 枠連： 17，269，800円
馬連： 95，356，800円 馬単： 53，634，200円 ワイド： 61，626，300円
3連複： 134，432，400円 3連単： 277，197，900円 計： 777，441，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 240円 枠 連（8－8） 510円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 260円 �� 470円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 573618 的中 � 257808（1番人気）
複勝票数 計 805620 的中 � 375854（1番人気）� 81196（3番人気）� 49042（4番人気）
枠連票数 計 172698 的中 （8－8） 25917（2番人気）
馬連票数 計 953568 的中 �� 170516（2番人気）
馬単票数 計 536342 的中 �� 68543（2番人気）
ワイド票数 計 616263 的中 �� 70337（2番人気）�� 32748（4番人気）�� 15238（14番人気）
3連複票数 計1344324 的中 ��� 59486（6番人気）
3連単票数 計2771979 的中 ��� 44072（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．1―11．9―11．8―11．8―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．4―46．5―58．4―1：10．2―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―3F35．9
1
3
2，3（1，9）4（6，8）－7－5
2，3（1，9）（8，4）（6，7）5

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

勝馬の
紹 介

カセドラルベル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．8．25 小倉2着

2016．2．13生 牝4鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 8戦4勝 賞金 61，148，000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〕 オスカールビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月16日まで平地競

走に出走できない。

１レース目



23023 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第56回農林水産省賞典 小倉記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1．8．10以降2．8．9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

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

33 アールスター 牡5鹿 53 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 518± 01：57．5 26．3�
45 サトノガーネット 牝5黒鹿55 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋101：57．71 16．5�
34 アウトライアーズ 牡6鹿 54 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B494－ 21：57．91� 65．9�
57 アメリカズカップ 牡6黒鹿55 和田 竜二谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 クビ 91．4�
11 ノーブルマーズ 牡7栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 496＋ 41：58．0� 12．8�
814 ランブリングアレー 牝4黒鹿53 武 豊 	社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 458－ 81：58．2� 2．7

712 ショウナンバルディ 牡4黒鹿53 	島 克駿国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 440－ 2 〃 ハナ 21．9�
813 ロードクエスト 牡7鹿 57 西村 淳也 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 462± 01：58．3� 38．8�
610
 レイホーロマンス 牝7鹿 51 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424＋ 81：58．4� 20．7
46 サ ラ ス 牝5鹿 53 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 536＋ 21：58．5� 40．3�
711 サトノルークス 牡4鹿 56 川田 将雅 �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 478－ 2 〃 ハナ 4．3�
69 � タニノフランケル 牡5青鹿55 幸 英明谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 528＋ 61：58．71� 24．2�
58 サマーセント 牝4黒鹿52 酒井 学ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 81：59．55 6．1�
22 ミスディレクション 6黒鹿54 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 22：02．8大差 9．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 189，849，500円 複勝： 228，179，400円 枠連： 76，849，500円
馬連： 581，235，900円 馬単： 200，013，600円 ワイド： 361，078，100円
3連複： 1，093，481，700円 3連単： 1，296，486，200円 計： 4，027，173，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 710円 � 480円 � 970円 枠 連（3－4） 8，240円

馬 連 �� 15，060円 馬 単 �� 29，910円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 10，160円 �� 9，750円

3 連 複 ��� 253，190円 3 連 単 ��� 1，374，190円

票 数

単勝票数 計1898495 的中 � 57660（10番人気）
複勝票数 計2281794 的中 � 83969（10番人気）� 133076（6番人気）� 59437（12番人気）
枠連票数 計 768495 的中 （3－4） 7223（29番人気）
馬連票数 計5812359 的中 �� 29903（45番人気）
馬単票数 計2000136 的中 �� 5014（86番人気）
ワイド票数 計3610781 的中 �� 21347（50番人気）�� 9147（76番人気）�� 9532（73番人気）
3連複票数 計10934817 的中 ��� 3239（305番人気）
3連単票数 計12964862 的中 ��� 684（1665番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．8―34．1―45．9―58．1―1：10．3―1：22．3―1：33．8―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アールスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2018．2．18 小倉8着

2015．4．22生 牡5鹿 母 ウェーブクイーン 母母 マウンテンクイーン 18戦4勝 賞金 100，342，000円

23024 8月16日 晴 良 （2小倉2） 第2日 第12競走 ��
��1，700�R K B 賞

発走16時15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

RKB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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

47 サ ン キ ュ ー 牡7栗 57 北村 友一市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 520＋ 21：45．2 17．4�

611 モズレジーナ 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 442＋ 61：45．41� 5．3�
34 アドマイヤビーナス 牝4栗 55 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 482＋10 〃 ハナ 17．7�
59 テイエムクロムシャ 牡4青鹿57 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 472± 0 〃 クビ 7．9�
713 スズカスマート 牝6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 494＋ 21：45．61 51．7�
11 	 エイシンアメンラー 牡3栗 54 武 豊�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 500＋101：45．92 2．4	
46 マースゴールド 牡5栗 57 和田 竜二キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 476＋10 〃 ハナ 9．4

814 キタサンヴィクター 牡5鹿 57 藤岡 康太�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 514－ 6 〃 クビ 33．7�
22 タガノエルフ 牝5黒鹿55 
島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 01：46．11� 36．5
610 アシャカリブラ 牡6黒鹿57 荻野 極吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B532－ 21：46．42 23．9�
23 セヴィルロアー 牡6鹿 57 松若 風馬北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 492－ 8 〃 アタマ 148．5�
815 カリーニョミノル 牝6鹿 55 富田 暁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 498－ 61：46．5クビ 86．1�
35 アスクハードスパン 牡5鹿 57 幸 英明廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 532－ 21：47．13� 7．5�
58 アナザーラブソング 牡4栗 57 川又 賢治市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 61：47．2� 32．0�
712 タガノハツコイ 牝4栗 55 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 01：48．810 177．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 88，116，600円 複勝： 122，073，700円 枠連： 33，781，800円
馬連： 178，253，800円 馬単： 68，142，200円 ワイド： 145，032，800円
3連複： 295，876，300円 3連単： 337，904，700円 計： 1，269，181，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 450円 � 230円 � 450円 枠 連（4－6） 1，400円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 3，820円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 22，940円 3 連 単 ��� 143，010円

票 数

単勝票数 計 881166 的中 � 40305（6番人気）
複勝票数 計1220737 的中 � 65305（6番人気）� 164435（2番人気）� 65297（7番人気）
枠連票数 計 337818 的中 （4－6） 18576（7番人気）
馬連票数 計1782538 的中 �� 28008（16番人気）
馬単票数 計 681422 的中 �� 4267（37番人気）
ワイド票数 計1450328 的中 �� 27584（16番人気）�� 9592（46番人気）�� 20406（23番人気）
3連複票数 計2958763 的中 ��� 9672（73番人気）
3連単票数 計3379047 的中 ��� 1713（448番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．3―41．8―54．3―1：06．8―1：19．3―1：32．3

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

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

勝馬の
紹 介

サ ン キ ュ ー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．8．23 札幌11着

2013．3．30生 牡7栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 32戦3勝 賞金 61，485，000円
※出走取消馬 ナムラヘラクレス号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アルコレーヌ号・ヴィント号・エピキュール号・カフジストーム号・キタサンチャンドラ号・ヒロイックテイル号・

マイネルブロッケン号・モサ号・レッドゼノン号・レディマドンナ号

４レース目



（2小倉2）第2日 8月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

254，920，000円
5，570，000円
27，260，000円
2，150，000円
30，320，000円
75，518，500円
5，023，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
694，277，300円
907，793，700円
249，006，800円
1，451，274，900円
584，956，200円
1，063，565，800円
2，438，897，400円
2，928，989，500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 10，318，761，600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2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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