
23025 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬；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
1：07．5
1：07．5

良
良

48 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 478＋ 81：09．2 3．5�
59 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 440－ 21：09．41� 1．7�
47 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 430－ 81：10．57 39．2�
35 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 466－ 41：10．6� 10．7�
36 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± 01：10．92 26．6�
611 テイエムサツマオー 牡2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 492－ 21：11．11� 153．8�
510 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 478＋ 2 〃 クビ 13．3	
815 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 386－ 41：11．31� 243．8

817 サ イ パ ー 牡2青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山口 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± 01：11．51 131．8�

23 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 444－ 81：11．6� 338．1�
713 カシノネメシス 牝2鹿 54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 490－ 61：11．7� 299．8
11 パ ン サ ン 牝2芦 54 松若 風馬是枝 浩平氏 浅野洋一郎 熊本 本田 土寿 392－ 21：11．8アタマ 164．2�
24 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± 01：12．11� 25．8�
12 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± 01：12．42 83．6�
816 キンカイレイア 牝2栗 54 太宰 啓介竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 竹原 孝昭 436－ 2 〃 クビ 68．3�
714 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 450－121：12．82� 216．8�
612 サンエバンスビル 牡2鹿 54 荻野 極 �加藤ステーブル 谷 潔 鹿児島 神野 生男 484－ 41：14．07 367．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 32，276，800円 複勝： 81，800，000円 枠連： 12，330，200円
馬連： 44，945，200円 馬単： 27，431，400円 ワイド： 43，967，200円
3連複： 77，588，100円 3連単： 105，656，600円 計： 425，995，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 110円 � 410円 枠 連（4－5） 220円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，010円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 322768 的中 � 76850（2番人気）
複勝票数 計 818000 的中 � 98000（2番人気）� 546963（1番人気）� 12876（7番人気）
枠連票数 計 123302 的中 （4－5） 43432（1番人気）
馬連票数 計 449452 的中 �� 130088（1番人気）
馬単票数 計 274314 的中 �� 30450（2番人気）
ワイド票数 計 439672 的中 �� 109480（1番人気）�� 8572（12番人気）�� 9511（10番人気）
3連複票数 計 775881 的中 ��� 29286（5番人気）
3連単票数 計1056566 的中 ��� 9799（20番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムサツマドン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2020．8．15 小倉3着

2018．3．2生 牡2鹿 母 テイエムオペレッタ 母母 プレジャーコネクション 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイチノユメ号・キンカイレイア号・ヤエノツバメ号・サンエバンスビル号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，令和2年9月22日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 カシノアイドル号（疾病〔感冒〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コウユーダンサー号・テイエムオペラッコ号

23026 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：46．9
1：44．5

良
良

611 サウンドウォリアー 牡2鹿 54 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 476＋ 21：47．6 151．0�
815� フランクエトワール 牡2鹿 54 森 一馬 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 愛 Dream Farm

Co. Ltd 440－ 21：48．23� 9．8�
36 レッドジェネシス 牡2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 41：48．41 2．1�
24 エナジーロッソ 牝2鹿 54 	島 良太 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 474－ 21：48．5
 21．9�
35 タイキドミニオン 牡2鹿 54 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490－ 61：48．71� 16．1	
816 リッケンバッカー 牡2鹿 54 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 448＋ 61：48．8� 7．8

47 ピ エ ス 牡2鹿 54 川須 栄彦�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 41：49．33 23．6�
12 ジョウショーペース 牡2芦 54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 464－ 61：49．4� 573．6�
713 トーホウエンジェル 牝2栗 54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 470± 01：49．61� 51．9
612 ブラックパンサー 牡2鹿 54 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 474－ 6 〃 クビ 67．7�
714 アスカノミライ 牡2黒鹿54 	島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 482－10 〃 アタマ 42．3�
11 ディーエスボンバー 牡2黒鹿54 秋山真一郎秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 472－ 41：49．92 406．9�
23 シルヴェスター 牡2栗 54 藤井勘一郎�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 486－121：50．0� 218．8�
48 ダノンバジリア 牝2栗 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 502－ 41：50．1� 4．2�
510 コ ン セ プ ト 牡2青鹿54 浜中 俊石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 460－ 61：50．52� 24．9�
59 レイワプリンセス 牝2栗 54

53 ☆富田 暁菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 480－ 21：51．45 173．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，512，200円 複勝： 61，813，400円 枠連： 11，548，900円
馬連： 51，656，500円 馬単： 24，849，300円 ワイド： 51，010，500円
3連複： 82，763，100円 3連単： 85，811，700円 計： 410，965，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，100円 複 勝 � 2，080円 � 290円 � 130円 枠 連（6－8） 6，390円

馬 連 �� 53，160円 馬 単 �� 149，090円

ワ イ ド �� 20，530円 �� 5，360円 �� 790円

3 連 複 ��� 61，030円 3 連 単 ��� 787，510円

票 数

単勝票数 計 415122 的中 � 2334（12番人気）
複勝票数 計 618134 的中 � 5064（13番人気）� 46257（4番人気）� 186678（1番人気）
枠連票数 計 115489 的中 （6－8） 1399（17番人気）
馬連票数 計 516565 的中 �� 753（70番人気）
馬単票数 計 248493 的中 �� 125（144番人気）
ワイド票数 計 510105 的中 �� 618（79番人気）�� 2392（45番人気）�� 17705（5番人気）
3連複票数 計 827631 的中 ��� 1017（134番人気）
3連単票数 計 858117 的中 ��� 79（1094番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．6―47．6―59．3―1：11．2―1：23．2―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドウォリアー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．6．14 阪神8着

2018．2．26生 牡2鹿 母 クインリーグレイス 母母 クイーンモード 2戦1勝 賞金 5，100，000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 カオリナイト号・トーホウスザク号

第２回 小倉競馬 第３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



23027 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第3競走 ��
��2，600�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
2：37．8
2：37．1

良
良

11 タイセイシリウス 牡3鹿 56 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 484＋ 22：39．8 6．7�
23 ア ル セ ス ト 牡3黒鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 42：40．22� 3．0�
36 アドマイヤメジャー 牡3鹿 56 和田 竜二近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：40．3� 2．8�
612 ノーウィック 牡3鹿 56 藤岡 康太�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464＋ 22：40．83 9．9�
47 レッドミダス 牡3鹿 56 酒井 学 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 アタマ 53．1	
24 キ ー パ ン チ 牡3鹿 56 川須 栄彦北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 458－162：40．9� 37．5

35 トリプルプレイ 牝3黒鹿54 川又 賢治藤田 好紀氏 寺島 良 浦河 福田牧場 430＋ 82：41．85 16．0�
48 ルシアンバレエ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 日高 豊洋牧場 440＋ 6 〃 ハナ 107．0�

510 ワ ー ウ ル フ 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 456－102：41．9� 11．1
713 ヤマニンブレーザー 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 512－ 42：42．0� 220．5�
816 フェリシアーノ 牡3鹿 56 武 豊飯塚 知一氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 62：42．42� 15．3�
714 キッズヒヤミカチ 牡3青鹿56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B476－ 62：43．67 73．0�
59 スターペストニー 牡3芦 56 岡田 祥嗣河野和香子氏 千田 輝彦 浦河 村中牧場 500＋ 42：45．6大差 262．9�
611 ヤマニンスープル 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 400－ 12：45．7� 282．3�
12 ニシノシロフネ 牡3芦 56 松山 弘平西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 田上 徹 482＋ 42：52．3大差 42．1�
815 ボヘミアンヒーロー 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真林 正道氏 森田 直行 日高 白井牧場 510＋ 4 （競走中止） 299．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，109，400円 複勝： 41，581，000円 枠連： 8，669，700円
馬連： 43，005，000円 馬単： 20，465，500円 ワイド： 39，545，900円
3連複： 68，012，700円 3連単： 74，854，200円 計： 326，243，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 130円 � 120円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 380円 �� 180円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 301094 的中 � 35892（3番人気）
複勝票数 計 415810 的中 � 42589（3番人気）� 89038（2番人気）� 108338（1番人気）
枠連票数 計 86697 的中 （1－2） 5419（5番人気）
馬連票数 計 430050 的中 �� 26771（4番人気）
馬単票数 計 204655 的中 �� 4910（12番人気）
ワイド票数 計 395459 的中 �� 20709（4番人気）�� 23704（2番人気）�� 67776（1番人気）
3連複票数 計 680127 的中 ��� 56701（1番人気）
3連単票数 計 748542 的中 ��� 7942（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．2―12．5―12．9―12．9―13．2―12．6―12．2―12．0―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．5―24．0―36．2―48．7―1：01．6―1：14．5―1：27．7―1：40．3―1：52．5―2：04．5―2：16．1―2：27．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイシリウス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．6 京都5着

2017．5．3生 牡3鹿 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 6戦1勝 賞金 8，020，000円
〔競走中止〕 ボヘミアンヒーロー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンスープル号・ニシノシロフネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

9月22日まで平地競走に出走できない。
スターペストニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月22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〕 ヤマニンスープル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月22日まで平地競走に出走
できない。

23028 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11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
1：41．8
1：40．9

不良
重

611 スワーヴシールズ �3鹿 56 幸 英明�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 478－ 41：45．4 2．7�
36 ヴェルテックス 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B522＋ 41：45．93 2．1�
59 オーバーリミット 牡3鹿 56 北村 友一 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 508＋141：46．21� 8．3�
47 ヒメノジャッカル 牡3鹿 56 福永 祐一橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454－ 41：46．73 20．5�
23 マルカブレーブ 牡3黒鹿56 国分 優作日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 474＋ 41：46．8� 42．6	
12 メイショウキンカク 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 上村 洋行 日高 豊郷牧場 450－ 61：47．01� 9．3

713 ネイプルスイエロー 牡3青 56 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 6 〃 アタマ 23．3�
714 ビービーファブル 牡3黒鹿56 小崎 綾也坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 奥山 博 B454－ 41：47．31� 178．1�
11 メイショウドンド 牡3鹿 56 �島 良太松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 近藤牧場 468＋161：48．15 167．1

815 ララペタンク 牡3黒鹿56 中井 裕二フジイ興産� 坂口 智康 日高 高山 博 B472± 01：48．41� 250．7�
（法942）

612 ア ズ マ オ ウ 牡3栗 56 高倉 稜東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 488－ 21：48．72 264．2�
510 マテラユウキ 牡3栗 56 藤岡 康太大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 440± 01：49．23 117．4�
24 メイショウミカサ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 �川フアーム 450－101：49．3クビ 271．3�
816 テイルウォーク 牡3黒鹿56 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B504± 01：49．51 28．3�
35 レッドロジンカ �3栗 56 和田 竜二 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 98．9�
48 ブルベアアンペア 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 別海 ハーモニース
トックファーム 498－141：50．13� 280．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，240，800円 複勝： 54，506，200円 枠連： 8，879，300円
馬連： 55，351，900円 馬単： 26，537，800円 ワイド： 48，425，500円
3連複： 84，875，400円 3連単： 112，577，200円 計： 430，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（3－6） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 150円 �� 330円 �� 290円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 392408 的中 � 115046（2番人気）
複勝票数 計 545062 的中 � 114599（2番人気）� 209021（1番人気）� 57313（3番人気）
枠連票数 計 88793 的中 （3－6） 26177（1番人気）
馬連票数 計 553519 的中 �� 164902（1番人気）
馬単票数 計 265378 的中 �� 35217（2番人気）
ワイド票数 計 484255 的中 �� 100491（1番人気）�� 31510（4番人気）�� 37738（3番人気）
3連複票数 計 848754 的中 ��� 131890（1番人気）
3連単票数 計1125772 的中 ��� 44429（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．6―43．5―55．8―1：07．8―1：20．1―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スワーヴシールズ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．11．24 東京15着

2017．5．4生 �3鹿 母 レッドシャンデル 母母 アイアンブリッジ 7戦1勝 賞金 9，870，000円
〔3走成績による出走制限〕 アズマオウ号・テイルウォーク号・レッドロジンカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月

22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） 1頭 ルシエンテ号
（非抽選馬） 5頭 タガノトランキーロ号・フリークボンバー号・ベッロコルサ号・ロードユリシス号・ワンダーアマルフィ号



23029 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3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
1：07．5
1：07．5

良
良

11 メイケイエール 牝2鹿 54 福永 祐一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 462 ―1：09．4 1．9�
713 ペガサスウイング 牝2青鹿54 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 448 ―1：10．25 8．8�
611 ライブリーキング 牡2栗 54 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 小野 秀治 442 ―1：10．3� 54．9�
59 シュルレアリスト 牡2鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430 ―1：10．4クビ 4．1�
816 アンドロイド 牝2鹿 54 川須 栄彦髙嶋 祐子氏 寺島 良 浦河 有限会社

吉田ファーム 406 ―1：10．72 29．7�
47 タイセイレガリア 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 アタマ 11．4	
12 ハルキジェイソウル 牝2鹿 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 430 ―1：10．8� 18．7

35 ラ ル フ 牡2栗 54 城戸 義政東海林貴大氏 荒川 義之 新冠 須崎牧場 492 ―1：11．01� 161．0�
23 スパークリングアイ 牡2鹿 54 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 496 ―1：11．1� 27．2�
714 ジョイフルラブ 牝2鹿 54 川又 賢治堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442 ―1：11．31� 171．1
24 クリノソワカ 牡2栗 54 松若 風馬栗本 博晴氏 森田 直行 様似 様似渡辺牧場 482 ―1：11．4� 73．9�
510 スターオブドーレ 牡2黒鹿54 原田 和真光安 了氏 田所 秀孝 日高 原田ファーム 444 ―1：11．72 218．5�
815 ライヴワッフル 牝2栗 54 和田 竜二澤田 孝之氏 浜田多実雄 浦河 杵臼牧場 406 ―1：12．23 71．7�
48 エスケイダンサー 牝2芦 54 藤岡 康太伊藤 輔則氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 434 ―1：12．83� 186．6�
36 エイユーグローバル 牡2栗 54 田中 健笹部 和子氏 川村 禎彦 浦河 近藤牧場 464 ―1：13．01� 59．1�
817 ハンマーモンスター 牡2黒鹿54 国分 恭介副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 418 ―1：13．1� 348．0�
612 ブーゲンビリア 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 420 ― 〃 ハナ 54．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 40，015，400円 複勝： 36，813，300円 枠連： 10，779，800円
馬連： 47，815，000円 馬単： 24，750，200円 ワイド： 41，887，700円
3連複： 68，495，000円 3連単： 86，784，700円 計： 357，341，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 190円 � 640円 枠 連（1－7） 790円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，680円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 21，840円

票 数

単勝票数 計 400154 的中 � 172465（1番人気）
複勝票数 計 368133 的中 � 108905（1番人気）� 46110（3番人気）� 9680（9番人気）
枠連票数 計 107798 的中 （1－7） 10505（2番人気）
馬連票数 計 478150 的中 �� 42735（2番人気）
馬単票数 計 247502 的中 �� 18753（3番人気）
ワイド票数 計 418877 的中 �� 28168（2番人気）�� 6133（14番人気）�� 2996（31番人気）
3連複票数 計 684950 的中 ��� 5707（23番人気）
3連単票数 計 867847 的中 ��� 2880（52番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．5―11．8―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．9―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（2，3）（1，4，14）9（5，10，15）（13，16）11－6，7－（17，8）12 4 ・（2，3）（1，4）（9，14）（5，10，15）（13，16）11－7＝（6，17）－8－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイケイエール �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2018．2．23生 牝2鹿 母 シロインジャー 母母 ユ キ チ ャ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メイケイエール号は，枠入り不良。
※スパークリングアイ号・ハンマーモンスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23030 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第6競走 ��
��1，700�2歳新馬

発走12時55分 （ダート・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
1：45．6
1：44．9

不良
稍重

11 ダノンハーロック 牡2白 54 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B526 ―1：47．3 6．2�
714 ゴールドジャーニー 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 448 ―1：48．15 2．6�
713 ビシャモンテン 牡2青 54 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 平取 坂東牧場 486 ― 〃 クビ 5．4�
36 ベリエドール 牡2栗 54 武 豊 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546 ―1：48．31 4．9�
612 タガノチュール 牡2栗 54 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 452 ―1：49．04 40．8	
815 サ ヴ ァ 牡2黒鹿54 福永 祐一藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 502 ―1：49．1� 11．1

816 メイショウデージー 牝2鹿 54 松若 風馬松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 490 ―1：49．31� 16．0�
24 バ イ ス 牡2鹿 54 	島 克駿ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 502 ―1：50．15 59．3�
510 サワヤカコーズサン 牡2栗 54 城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458 ―1：50．95 319．3
23 ツーエムタイガー 牡2栗 54 	島 良太水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 パカパカ

ファーム 430 ―1：51．11 56．7�
12 クリノハーベスト 牡2鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 478 ―1：51．41
 134．0�
35 クリノエトワール 牡2黒鹿54 荻野 極栗本 守氏 谷 潔 新冠 石郷岡 五月 436 ―1：52．46 133．1�
47 マ ン タ ナ 牡2鹿 54 和田 竜二田中 俊彰氏 新谷 功一 浦河 中村 雅明 476 ―1：53．14 56．4�
59 ブルーサンダー 牡2栗 54 藤岡 康太中辻 明氏 大久保龍志 新冠 ハクレイファーム 446 ―1：54．05 47．6�
48 サウンドウイッシュ 牡2黒鹿54 川又 賢治増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 494 ―1：55．9大差 227．1�
611 ヒロファイタ 牡2鹿 54 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 460 ―1：57．6大差 252．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，800，400円 複勝： 37，149，700円 枠連： 11，190，200円
馬連： 47，285，600円 馬単： 21，398，300円 ワイド： 40，312，200円
3連複： 68，834，000円 3連単： 74，877，600円 計： 340，848，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（1－7） 640円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 360円 �� 530円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 9，430円

票 数

単勝票数 計 398004 的中 � 53739（4番人気）
複勝票数 計 371497 的中 � 52629（4番人気）� 87969（1番人気）� 54339（3番人気）
枠連票数 計 111902 的中 （1－7） 13460（3番人気）
馬連票数 計 472856 的中 �� 42259（3番人気）
馬単票数 計 213983 的中 �� 7363（7番人気）
ワイド票数 計 403122 的中 �� 29043（3番人気）�� 18274（5番人気）�� 30715（2番人気）
3連複票数 計 688340 的中 ��� 31490（3番人気）
3連単票数 計 748776 的中 ��� 5753（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．4―55．4―1：07．6―1：20．3―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．7
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンハーロック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．3．4生 牡2白 母 ブラマンジェ 母母 シラユキヒメ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ビシャモンテン号の騎手幸英明は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番・6番）
〔その他〕 サウンドウイッシュ号は，発走後まもなく他の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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーサンダー号・ヒロファイタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月

22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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ガラティーン号・キタノインディ号・シーニッククルーズ号・スパークリングアイ号・トウリュウ号・

ハンマーモンスター号・ホールシバン号・マサノダイヤモンド号・メイショウオキビ号



23031 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第7競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

715 スノーテーラー 牝3芦 54 川田 将雅中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 424－101：08．3 2．1�
714 シゲルフォボス 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 クラウン日高牧場 478＋ 61：08．72� 5．5�
713 メイショウホルス 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 492± 01：08．91� 88．2�
611 ジャストポケット 牝3鹿 54 田中 健�ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 496－ 8 〃 ハナ 11．9�
35 ゼットグローリ 牝3青 54

53 ☆富田 暁�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 444－ 2 〃 ハナ 18．1�
47 マルガリーテース 牝3鹿 54 松山 弘平前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：09．21� 10．2	
510 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± 01：09．41 83．4�
818 メイショウバイラン 牝3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 432－ 4 〃 ハナ 43．5�
59 タイズオブハート 牝3鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 アタマ 17．9
817 アモーレバローズ 牝3黒鹿54 浜中 俊猪熊 広次氏 石坂 正 新ひだか 服部 牧場 504＋ 6 〃 アタマ 100．6�
24 バトルオブアルマダ 牡3黒鹿56 荻野 極吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500－101：09．5� 18．4�
612 ソ イ ル 牡3栗 56 川須 栄彦 
ローレルレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 486＋ 41：09．81� 306．0�
12 ダイアナマロン 牝3栗 54 国分 恭介
駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 458＋ 6 〃 クビ 192．9�
36 メイショウポピンズ 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 太陽牧場 440－ 61：09．9クビ 409．5�
23 メイショウコホク 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B510－10 〃 クビ 5．8�
48 メイショウモクレン 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗松本 和子氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 430－ 11：10．0クビ 255．8�
816 ヌーヴォーロジェ 牝3鹿 54 高倉 稜河村 祥史氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 470＋ 41：10．31� 287．9�
11 マ ッ シ リ ア 牡3栗 56 和田 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 452－201：12．0大差 78．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，134，500円 複勝： 49，464，800円 枠連： 12，077，200円
馬連： 60，651，400円 馬単： 24，811，600円 ワイド： 52，216，900円
3連複： 92，553，300円 3連単： 95，089，900円 計： 426，999，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 180円 � 980円 枠 連（7－7） 620円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，220円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 33，710円

票 数

単勝票数 計 401345 的中 � 150158（1番人気）
複勝票数 計 494648 的中 � 124962（1番人気）� 75725（2番人気）� 8422（10番人気）
枠連票数 計 120772 的中 （7－7） 14870（2番人気）
馬連票数 計 606514 的中 �� 65649（1番人気）
馬単票数 計 248116 的中 �� 18890（1番人気）
ワイド票数 計 522169 的中 �� 38918（1番人気）�� 5691（25番人気）�� 3722（34番人気）
3連複票数 計 925533 的中 ��� 6018（32番人気）
3連単票数 計 950899 的中 ��� 2045（98番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．8―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．9―44．3―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーテーラー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．10 京都4着

2017．3．16生 牝3芦 母 クラウンミストラル 母母 プロヴァンス 8戦1勝 賞金 11，310，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッシリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月22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〕 アモーレバローズ号・メイショウモクレン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月22日ま

で平地競走に出走できない。

23032 8月22日 曇 良 （2小倉2） 第3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）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

11 ジョウショーリード 牝3黒鹿52 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 474＋181：45．6 15．7�
510 シホノレジーナ 牝3栗 52 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 494＋ 2 〃 ハナ 3．7�
611 ラボンダンス 牝3栗 52 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 2 〃 クビ 26．4�
48 カ グ ラ ヒ メ 牝4青鹿55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 468＋ 6 〃 アタマ 3．1�
59 ラヴォアドゥース 牝3栃栗52 �島 克駿�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：46．66 12．4�
12 キララアモーレ 牝4栗 55 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 浦河 辻 牧場 488＋121：46．7� 92．5	
612	 メイショウミチノク 牝4芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 466－ 2 〃 ハナ 14．7

24 レッドモアナ 牝4栗 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 432－101：47．02 32．3�
47 エスキシータ 牝4黒鹿55 荻野 極吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋141：47．21 124．4�
36 	 テーオーパートナー 牝5栗 55 川須 栄彦小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 472＋ 81：47．3クビ 100．7
35 サルトアトランテ 牝4鹿 55 福永 祐一 �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 460± 0 〃 アタマ 14．2�
713 ホットミスト 牝3鹿 52 秋山真一郎ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 21：48．15 12．3�
815 アイスヴィスタ 牝3芦 52 �島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 470＋ 21：49．48 9．2�
816	 ワタシノワルツ 牝4芦 55 長岡 禎仁ライオンレースホース� 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 522＋101：49．61 24．0�
23 ブールバール 牝4鹿 55 幸 英明寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：50．02� 22．2�
714 ミヤラビランド 牝6鹿 55 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 470－ 2 〃 クビ 85．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，053，800円 複勝： 57，625，100円 枠連： 13，980，600円
馬連： 75，459，000円 馬単： 27，495，700円 ワイド： 65，160，300円
3連複： 119，045，100円 3連単： 123，048，400円 計： 519，868，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 380円 � 190円 � 570円 枠 連（1－5） 2，630円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，620円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 18，840円 3 連 単 ��� 119，260円

票 数

単勝票数 計 380538 的中 � 19383（8番人気）
複勝票数 計 576251 的中 � 36800（6番人気）� 94466（2番人気）� 22736（10番人気）
枠連票数 計 139806 的中 （1－5） 4114（14番人気）
馬連票数 計 754590 的中 �� 14933（15番人気）
馬単票数 計 274957 的中 �� 2184（34番人気）
ワイド票数 計 651603 的中 �� 13585（14番人気）�� 6296（32番人気）�� 9649（19番人気）
3連複票数 計1190451 的中 ��� 4737（66番人気）
3連単票数 計1230484 的中 ��� 748（377番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．9―12．9―12．9―12．3―12．4―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．8―42．7―55．6―1：07．9―1：20．3―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
2，3，10（1，7，14，13）8（11，9）16，15－（4，12）（5，6）・（2，3，10）（1，7，8，14，15）16（11，9，13）－12（4，5）－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジョウショーリード �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．11 小倉13着

2017．4．27生 牝3黒鹿 母 パ シ テ ィ ア 母母 ソルティーレディー 10戦2勝 賞金 17，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 イチザティアラ号・コハルビヨリ号・テイエムレビュー号・フラッグサルート号・ペイシャノリッジ号・

マーブルサニー号・メイショウオウギ号



23033 8月22日 曇 良 （2小倉2） 第3日 第9競走 ��2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右）

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

67 オールザワールド 牡3鹿 54 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 462－101：59．8 4．3�
33 ラヴィンフォール 牝3青鹿52 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 62：00．01� 38．8�
66 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 52 和田 竜二 �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 410＋ 6 〃 ハナ 7．4�
11 アステロイドベルト 牡3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－ 42：00．21 1．9�
79 シャイニングデイズ 牡4鹿 57 北村 友一杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B472－ 4 〃 ハナ 32．6	
810 クリノオウジャ 牡4鹿 57 武 豊栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B434－ 82：00．41� 10．2

55 マイレリーフ 牝3鹿 52 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋12 〃 クビ 49．0�
22 リ ノ キ ア ナ 牝3鹿 52 秋山真一郎松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 442＋142：00．5クビ 7．1�
78 エスピリトゥオーゾ 牡6栗 57 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 478－ 82：01．35 23．2
44 フ ェ ル カ ド 牡3青鹿54 富田 暁 �キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 466＋ 22：02．47 178．5�
811 トゥプエデス 牡4黒鹿57 酒井 学佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B450－ 62：03．99 236．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，624，300円 複勝： 80，699，900円 枠連： 11，954，600円
馬連： 69，360，700円 馬単： 38，053，300円 ワイド： 53，409，600円
3連複： 108，658，600円 3連単： 180，023，500円 計： 591，784，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 240円 � 1，180円 � 320円 枠 連（3－6） 4，780円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 16，060円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 430円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 11，820円 3 連 単 ��� 70，090円

票 数

単勝票数 計 496243 的中 � 91086（2番人気）
複勝票数 計 806999 的中 � 101026（2番人気）� 14984（8番人気）� 68354（5番人気）
枠連票数 計 119546 的中 （3－6） 1937（13番人気）
馬連票数 計 693607 的中 �� 5382（23番人気）
馬単票数 計 380533 的中 �� 1777（34番人気）
ワイド票数 計 534096 的中 �� 5376（24番人気）�� 34848（5番人気）�� 5608（23番人気）
3連複票数 計1086586 的中 ��� 6893（31番人気）
3連単票数 計1800235 的中 ��� 1862（169番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．3―12．4―12．1―12．2―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．1―47．4―59．8―1：11．9―1：24．1―1：36．0―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オールザワールド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Dansili デビュー 2019．10．5 京都2着

2017．2．5生 牡3鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 10戦2勝 賞金 27，101，000円
〔その他〕 シャイニングデイズ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

23034 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第10競走
ウインズ宮崎開設10周年記念

��
��1，800�

み や ざ き

宮 崎 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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

810 アドマイヤジョラス 牡6黒鹿57 川田 将雅近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488－ 21：46．5 2．5�
79 エイシンルカーノ 牡6栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 B484＋ 41：46．71� 5．9�
44 ナイトバナレット 牡6芦 57 松若 風馬 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 61：47．12	 12．8�
67 デクレアラー 牡5栗 57 松山 弘平�G1レーシング 
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 8 〃 ハナ 4．9�
811 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 458－ 61：47．2� 22．6	
78 � ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 57 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 464＋ 41：47．3クビ 17．0

22 ヤマカツパトリシア 牝3青 52 
島 克駿山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 442－ 21：47．72	 8．0�
66 ナ リ ス 牝4鹿 55 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 478＋ 21：47．91 6．6�
11 レイトブルーミング 牝4青鹿55 国分 優作�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 442± 0 〃 クビ 107．8
33 タイクーンバゴ 牡3青鹿54 国分 恭介�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 480－ 61：48．53	 128．0�
55 ヴ ィ ン ト 牡4鹿 57 酒井 学平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 526± 01：49．03 61．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，519，200円 複勝： 65，124，000円 枠連： 14，088，100円
馬連： 91，000，600円 馬単： 36，730，400円 ワイド： 62，134，000円
3連複： 119，962，700円 3連単： 157，065，900円 計： 594，624，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 270円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 330円 �� 660円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 485192 的中 � 151062（1番人気）
複勝票数 計 651240 的中 � 177144（1番人気）� 75591（4番人気）� 47229（6番人気）
枠連票数 計 140881 的中 （7－8） 18275（3番人気）
馬連票数 計 910006 的中 �� 82543（1番人気）
馬単票数 計 367304 的中 �� 19308（3番人気）
ワイド票数 計 621340 的中 �� 53368（1番人気）�� 23252（9番人気）�� 13472（18番人気）
3連複票数 計1199627 的中 ��� 30743（10番人気）
3連単票数 計1570659 的中 ��� 9638（30番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―11．5―11．5―11．9―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．8―47．3―58．8―1：10．7―1：22．6―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジョラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．4．16 阪神4着

2014．1．21生 牡6黒鹿 母 アドマイヤカンナ 母母 アドマイヤラピス 15戦4勝 賞金 58，775，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※タイクーンバゴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23035 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�

さ せ ぼ

佐世保ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

79 フェルトベルク 牝6鹿 55 藤懸 貴志加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 450－ 21：07．6 80．7�
810 カ レ ン モ エ 牝4芦 55 �島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 アタマ 1．8�
55 ジュランビル 牝4黒鹿55 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 456－121：07．7	 4．6�
811 ワールドフォーラブ 牝6黒鹿55 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 470＋ 21：07．91
 24．6�
67 ビ ア イ 牝3青鹿52 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B484± 01：08．0� 5．5�
78 コンパウンダー 牡5黒鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 2 〃 アタマ 11．8	
66 バーニングペスカ 牡5鹿 57 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：08．1クビ 32．9

44 アダムバローズ 牡6黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 520＋121：08．52� 21．3�
11 アテンフラワー 牝5青鹿55 川又 賢治�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 480＋ 41：08．71� 26．5�
33 ラフィングマッチ 牡5栗 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 502＋161：09．01	 29．6
22 コウエイダリア 牝6黒鹿55 富田 暁伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 500＋ 21：09．1� 29．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 89，042，000円 複勝： 101，583，500円 枠連： 26，902，800円
馬連： 190，072，100円 馬単： 86，262，700円 ワイド： 126，668，000円
3連複： 295，446，200円 3連単： 460，088，300円 計： 1，376，065，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，070円 複 勝 � 1，000円 � 120円 � 170円 枠 連（7－8） 820円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 25，580円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 3，150円 �� 270円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 107，700円

票 数

単勝票数 計 890420 的中 � 8826（11番人気）
複勝票数 計1015835 的中 � 14739（11番人気）� 340846（1番人気）� 147684（3番人気）
枠連票数 計 269028 的中 （7－8） 25370（3番人気）
馬連票数 計1900721 的中 �� 20242（23番人気）
馬単票数 計 862627 的中 �� 2529（60番人気）
ワイド票数 計1266680 的中 �� 13532（28番人気）�� 9254（33番人気）�� 142097（2番人気）
3連複票数 計2954462 的中 ��� 30807（23番人気）
3連単票数 計4600883 的中 ��� 3097（289番人気）

ハロンタイム 11．6―10．0―10．6―11．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．6―32．2―43．6―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェルトベルク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．11．5 京都1着

2014．5．1生 牝6鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 35戦5勝 賞金 72，488，000円

23036 8月22日 晴 良 （2小倉2） 第3日 第12競走 ��
��1，000�3歳以上2勝クラス

発走16時15分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

814 ファビュラスギフト 牝4鹿 55
54 ☆富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 476＋12 58．2 27．3�

58 � イ ッ シ ン 牡3鹿 54 	島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff
Farm 542－14 58．3
 1．9�

610 ラブリーハッチ 牝3栗 52 国分 恭介濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 472± 0 58．4� 28．6�
11 メイショウソウビ �6鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478＋ 4 58．61 4．8�
33 シルバークレイン 牝4芦 55 太宰 啓介山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 460＋ 4 〃 クビ 59．1�
711 ク ラ シ コ 牡8鹿 57 松若 風馬林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B512－ 6 58．7� 15．5	
69 モンテルース 牝5黒鹿55 藤懸 貴志
髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 480＋ 5 58．8クビ 37．1�
34 ノボリレーヴ 牝5鹿 55 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 456＋ 6 〃 アタマ 15．6�
57 アールロッソ 牝4栗 55 川須 栄彦前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 2 〃 アタマ 13．2
45 ロイヤルバローズ 牡5鹿 57 藤井勘一郎猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 462± 0 〃 アタマ 38．7�
22 スターペスマリア 牝6栗 55 長岡 禎仁河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 496＋ 4 58．9� 14．5�
46 サンライズフルメン 牡5栗 57

54 ▲泉谷 楓真松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 504＋14 59．0クビ 70．4�
712 アスカノダイチ 牡4栗 57 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 518－ 6 59．74 37．1�
813 モズベイビー 牡4青鹿57 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 514＋ 4 59．8
 15．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，983，100円 複勝： 90，969，200円 枠連： 22，809，500円
馬連： 120，977，100円 馬単： 56，081，000円 ワイド： 96，626，500円
3連複： 181，420，800円 3連単： 254，342，200円 計： 894，209，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 470円 � 120円 � 680円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 6，320円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 19，460円 3 連 単 ��� 148，110円

票 数

単勝票数 計 709831 的中 � 20743（8番人気）
複勝票数 計 909692 的中 � 35040（8番人気）� 338515（1番人気）� 22725（11番人気）
枠連票数 計 228095 的中 （5－8） 24423（2番人気）
馬連票数 計1209771 的中 �� 41779（7番人気）
馬単票数 計 560810 的中 �� 6611（19番人気）
ワイド票数 計 966265 的中 �� 25393（8番人気）�� 3804（62番人気）�� 17668（12番人気）
3連複票数 計1814208 的中 ��� 6992（60番人気）
3連単票数 計2543422 的中 ��� 1245（401番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．5―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．8―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファビュラスギフト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．6．2 阪神4着

2016．2．21生 牝4鹿 母 ファビュラスセンス 母母 ファビラスターン 18戦3勝 賞金 30，900，000円
※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。
（非抽選馬） 5頭 クインズカトレア号・コパノフィーリング号・スマートアテナ号・タフチョイス号・リフタスフェルト号



（2小倉2）第3日 8月22日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

193，940，000円
6，040，000円
26，720，000円
1，170，000円
21，450，000円
74，714，500円
4，922，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
559，311，900円
759，130，100円
165，210，900円
897，580，100円
414，867，200円
721，364，300円
1，367，655，000円
1，810，220，200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 6，695，339，700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3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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