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23037 8月23日 曇 良 （2小倉2） 第4日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走9時50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3：06．6良

710 スマートアペックス 牡3青鹿58 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート 476＋ 23：12．4 2．2�

68 アドマイヤアゼリ 牡6鹿 60 森 一馬近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋ 43：12．71� 4．3�
79 テイエムチェロキー 牡6鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 492－ 83：12．8� 21．1�
67 � シゲルタケノコ 	5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 日高 森永牧場 494＋203：13．22� 10．2�
33 テイエムグッドマン 牡6鹿 60 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 494＋ 43：13．41
 10．3�
812 シゲルアミメキリン 牡6芦 60 草野 太郎森中 蕃氏 浅野洋一郎 小清水 千島北斗牧場 482＋ 23：13．61� 32．0�
22 ジョーカーワイルド 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 506－ 8 〃 アタマ 47．0	
56 プリカジュール 牝4鹿 58 白浜 雄造
ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 23：14．02� 23．5�
11 テイエムギフテッド 牡5黒鹿60 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 470＋ 43：14．1� 39．8�
44 タガノファジョーロ 牡4鹿 60 北沢 伸也八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 43：14．31
 26．9
811� トキメキジュピター 牡5黒鹿60 小野寺祐太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 518± 03：14．72� 17．9�
55 ヒッチコック 牡4芦 60 平沢 健治薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 500＋ 4 （競走中止） 8．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，618，800円 複勝： 19，704，100円 枠連： 7，408，000円
馬連： 30，554，900円 馬単： 14，680，700円 ワイド： 26，421，100円
3連複： 56，969，900円 3連単： 62，745，100円 計： 235，102，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 150円 � 390円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 290円 �� 700円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 166188 的中 � 58822（1番人気）
複勝票数 計 197041 的中 � 66739（1番人気）� 30757（2番人気）� 7822（8番人気）
枠連票数 計 74080 的中 （6－7） 15612（1番人気）
馬連票数 計 305549 的中 �� 35318（1番人気）
馬単票数 計 146807 的中 �� 10928（1番人気）
ワイド票数 計 264211 的中 �� 26472（1番人気）�� 9158（7番人気）�� 4534（18番人気）
3連複票数 計 569699 的中 ��� 10949（11番人気）
3連単票数 計 627451 的中 ��� 3574（22番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 51．0－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

�
�
・（9，10）（7，8）（2，6）（3，1，11）12，4
9，10（7，8）3，6（1，2）（12，11）4

勝馬の
紹 介

スマートアペックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．7．14 中京2着

2017．2．24生 牡3青鹿 母 スマートムービー 母母 ラグジャリー 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 ヒッチコック号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため1周目4コーナーで競走中止。
※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。
（非当選馬） 1頭 カシノウィング号

23038 8月23日 曇 良 （2小倉2） 第4日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10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
1：07．5
1：07．5

良
良

22 アンジュマリッシュ 牝2青 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：10．3 4．3�
57 シューラヴァラ 牡2黒鹿54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 438－10 〃 クビ 5．6�
68 ウェーブメジャー 牡2鹿 54 北村 友一万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460± 01：10．4� 9．3�
711 トーアアネラ 牝2鹿 54 小崎 綾也高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 458－12 〃 ハナ 11．5�
45 ココクラッシュ 牝2鹿 54 川田 将雅大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 416－ 8 〃 ハナ 5．4	
813 ジョウショーキウン 牡2黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 400－ 61：10．5クビ 52．2

812 ヴォスペランツァ 牡2鹿 54 松若 風馬ディアレストクラブ� 加用 正 日高 戸川牧場 460＋ 41：10．81� 94．3�
710 ク ム リ ポ 牡2鹿 54 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 454－ 61：10．9クビ 23．6�
33 タイセイエクセル 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 464＋ 81：11．22 5．6
11 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± 01：11．83� 155．1�
44 シゲルジョウム 牝2栗 54 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 454± 01：12．11� 8．6�
69 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 438－121：12．42 90．2�
56 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 B478＋ 61：13．46 68．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，209，100円 複勝： 46，955，100円 枠連： 8，629，300円
馬連： 51，757，400円 馬単： 22，512，300円 ワイド： 44，073，500円
3連複： 74，900，200円 3連単： 80，390，200円 計： 361，427，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 260円 枠 連（2－5） 860円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 410円 �� 820円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 14，490円

票 数

単勝票数 計 322091 的中 � 62788（1番人気）
複勝票数 計 469551 的中 � 78457（2番人気）� 82652（1番人気）� 39294（6番人気）
枠連票数 計 86293 的中 （2－5） 7697（3番人気）
馬連票数 計 517574 的中 �� 41700（1番人気）
馬単票数 計 225123 的中 �� 9146（1番人気）
ワイド票数 計 440735 的中 �� 29737（1番人気）�� 13270（12番人気）�� 14624（10番人気）
3連複票数 計 749002 的中 ��� 16687（7番人気）
3連単票数 計 803902 的中 ��� 4021（29番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．6―12．0―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジュマリッシュ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．6．27 阪神5着

2018．3．14生 牝2青 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 シューラヴァラ号の調教師川村禎彦は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンジェネシス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月23日まで平地競走

に出走できない。
※コウユーダンサー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 小倉競馬 第４日



23039 8月23日 雨 稍重 （2小倉2） 第4日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55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

47 アマノエリザベート 牝3栗 54 藤岡 康太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 478± 01：45．7 17．1�

36 ウォーターラーテル 牝3栗 54 武 豊山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 494± 0 〃 クビ 3．0�
611 ルナソルガール 牝3黒鹿54 和田 竜二合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 498－ 41：45．8クビ 3．6�
510 レインボーメイプル 牝3鹿 54 �島 克駿大島 豊彦氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 480＋101：45．9� 54．2�
48 マ ヌ イ ー ア 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 422＋ 21：46．21� 37．0�
714 ヒ ロ イ ン 牝3鹿 54 松山 弘平寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 522＋111：46．3� 5．1�
11 シンフェイス 牝3青鹿54 秋山真一郎 STレーシング 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 446－ 21：46．4� 13．6	
612 ブルーアズール 牝3黒鹿54 浜中 俊飯田 正剛氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 422－ 61：46．5� 59．2

816 ホワイトブレス 牝3芦 54 小牧 太浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 452± 01：46．6� 10．9�
12 テ ゴ ナ 牝3鹿 54 幸 英明 �Gリビエール・

レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B522＋121：46．92 10．2
35 シャンテリー 牝3鹿 54 松若 風馬中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 418－ 41：47．53� 177．6�
713 トレボウソレイユ 牝3黒鹿54 �島 良太松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 438－ 61：47．6クビ 162．8�
815 モレキュール 牝3栗 54 北村 友一杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 442± 01：47．81� 27．6�
23 キーコーズウェイ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 橋田 満 新ひだか グランド牧場 468 ―1：47．9� 80．2�

59 クリノユースフル 牝3鹿 54
53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 422－14 〃 クビ 187．1�

24 メイショウカムナビ 牝3黒鹿54 太宰 啓介松本 和子氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 460－ 8 （競走中止） 182．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，776，100円 複勝： 44，283，900円 枠連： 9，914，800円
馬連： 51，312，200円 馬単： 22，270，400円 ワイド： 45，093，500円
3連複： 82，136，100円 3連単： 81，810，000円 計： 368，597，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 310円 � 130円 � 160円 枠 連（3－4） 1，880円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，360円 �� 340円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 41，440円

票 数

単勝票数 計 317761 的中 � 14853（7番人気）
複勝票数 計 442839 的中 � 26367（7番人気）� 105550（1番人気）� 76340（2番人気）
枠連票数 計 99148 的中 （3－4） 4075（11番人気）
馬連票数 計 513122 的中 �� 15238（10番人気）
馬単票数 計 222704 的中 �� 2562（24番人気）
ワイド票数 計 450935 的中 �� 15569（7番人気）�� 7853（17番人気）�� 37435（2番人気）
3連複票数 計 821361 的中 ��� 13666（14番人気）
3連単票数 計 818100 的中 ��� 1431（141番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．1―42．2―55．5―1：08．0―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アマノエリザベート �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 デザートキング デビュー 2019．8．4 小倉6着

2017．3．4生 牝3栗 母 アマノチェリーラン 母母 ニ キ ト ー ト 15戦1勝 賞金 8，710，000円
〔競走中止〕 メイショウカムナビ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウカムナビ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 メイショウススキノ号
（非抽選馬） 4頭 サムシングフォー号・スズカスペクトル号・タガノアマルフィ号・レッドエーデル号

23040 8月23日 小雨 稍重 （2小倉2） 第4日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

818 ピンクレガシー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 432＋ 22：03．2 77．8�
817 アドマイヤパンドラ 牝3芦 54 川田 将雅近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 クビ 4．1�
510 ワイワイキング 牡3鹿 56 幸 英明廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 466－ 42：03．3� 2．4�
35 マグニフィクス 牡3栗 56 菱田 裕二 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 アタマ 24．6�
11 タガノグランサム 牡3栗 56 藤井勘一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B486－ 42：03．51� 15．8	
713 ショウナンワンガン 牡3鹿 56 国分 優作国本 哲秀氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：03．6� 30．6

24 メイショウヒトハル 牝3黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 466＋ 62：03．81� 18．4�
715 ノーブルプリンセス 牝3鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 折手牧場 446± 02：03．9� 51．4�
59 ルーラーザクイーン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 468－ 42：04．0クビ 75．1

36 サンライズデヴォン 	3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 440－222：04．1� 294．9�

12 マロニエコマン 牝3鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 28．6�
714 ヤッホーペペ 	3鹿 56

55 ☆富田 暁廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 株式会社
ASK STUD 446＋ 62：04．2クビ 152．5�

612 ビーオールアイズ 	3黒鹿56 太宰 啓介吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 452－ 42：04．41 12．5�
48 アバンダンスシチー 牡3鹿 56 酒井 学 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 オリオンファーム 518＋ 62：04．5� 6．1�
611 ル ド ヴ ィ コ 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 432＋ 22：04．6クビ 30．4�
47 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56 �島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 506－102：04．7� 32．0�
816 バッファローボム 牡3栗 56 国分 恭介 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 534＋ 22：05．33� 221．3�
23 エンスロール 牡3栗 56 藤懸 貴志 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484－ 82：06．47 67．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，625，500円 複勝： 43，143，500円 枠連： 10，499，700円
馬連： 48，882，600円 馬単： 21，342，800円 ワイド： 46，377，300円
3連複： 74，603，200円 3連単： 76，776，000円 計： 354，250，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，780円 複 勝 � 1，430円 � 150円 � 140円 枠 連（8－8） 6，660円

馬 連 �� 17，110円 馬 単 �� 42，790円

ワ イ ド �� 3，750円 �� 2，980円 �� 250円

3 連 複 ��� 9，120円 3 連 単 ��� 125，080円

票 数

単勝票数 計 326255 的中 � 3351（15番人気）
複勝票数 計 431435 的中 � 4878（15番人気）� 83133（2番人気）� 96022（1番人気）
枠連票数 計 104997 的中 （8－8） 1221（23番人気）
馬連票数 計 488826 的中 �� 2214（44番人気）
馬単票数 計 213428 的中 �� 374（104番人気）
ワイド票数 計 463773 的中 �� 2812（42番人気）�� 3551（35番人気）�� 57075（1番人気）
3連複票数 計 746032 的中 ��� 6130（26番人気）
3連単票数 計 767760 的中 ��� 445（352番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―13．0―12．6―12．3―12．0―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．8―48．8―1：01．4―1：13．7―1：25．7―1：37．9―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ピンクレガシー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー 2020．3．1 阪神4着

2017．1．22生 牝3鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 5戦1勝 賞金 6，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 サンライズデヴォン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月23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 タイクーンバゴ号



23041 8月23日 小雨 稍重 （2小倉2） 第4日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時15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
1：46．9
1：44．5

良
良

24 グラティトゥー 牡2黒鹿54 松山 弘平ライオンレースホース� 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 454 ―1：51．0 2．3�
12 ロードラスター 牡2青鹿54 菱田 裕二 �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 484 ―1：51．85 14．1�
815 メイショウユウスイ 牡2鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462 ― 〃 クビ 25．7�
510 ア シ ナ ダ カ 牝2黒鹿54 藤井勘一郎�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470 ―1：51．9クビ 8．3�
35 エスジーリカチャン 牝2黒鹿54 和田 竜二後藤 貞夫氏 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 454 ― 〃 クビ 20．8	
23 ダズリンビジュー 牝2鹿 54 国分 優作 �コスモヴューファーム 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 446 ―1：52．0クビ 15．6

816 ゴールデンプルーフ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 462 ―1：52．32 5．9�
612 フォーコーゼズ 牡2鹿 54 �島 克駿�G1レーシング 杉山 晴紀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512 ―1：52．93� 25．2�
48 ハギノロマネスク 牝2鹿 54 小崎 綾也日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ―1：53．0	 58．0
47 ウォーバディ 牡2黒鹿54 浜中 俊飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：53．1� 13．8�
714 ウインアミティエ 牡2鹿 54 松若 風馬�ウイン 宮 徹 浦河 阿波屋ファーム 470 ― 〃 クビ 28．0�
713 ウェルドーン 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 516 ― 〃 アタマ 32．3�
59 ラッキーパラダイス 牡2青鹿 54

53 ☆富田 暁孫 頌欣氏 平田 修 千歳 社台ファーム 484 ―1：53．2� 91．8�
11 ゴールドケリー 牝2鹿 54 酒井 学水谷 美穂氏 上村 洋行 日高 本間牧場 500 ―1：53．94 77．4�
611 アランフェス 牡2黒鹿54 幸 英明大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 468 ―1：56．3大差 25．6�

（15頭）
36 ディープモンスター 牡2青鹿54 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 462 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，964，500円 複勝： 31，521，100円 枠連： 10，574，900円
馬連： 19，315，200円 馬単： 9，967，100円 ワイド： 22，964，400円
3連複： 21，110，400円 3連単： 24，152，600円 計： 166，570，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 360円 � 590円 枠 連（1－2） 3，350円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，190円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 9，580円 3 連 単 ��� 29，520円

票 数

単勝票数 差引計 269645（返還計249445） 的中 � 94592（1番人気）
複勝票数 差引計 315211（返還計280378） 的中 � 91861（1番人気）� 18034（6番人気）� 10127（10番人気）
枠連票数 差引計 105749（返還計 2499） 的中 （1－2） 2443（12番人気）
馬連票数 差引計 193152（返還計298270） 的中 �� 8214（5番人気）
馬単票数 差引計 99671（返還計209663） 的中 �� 3092（5番人気）
ワイド票数 差引計 229644（返還計230525） 的中 �� 7761（5番人気）�� 4974（10番人気）�� 2100（35番人気）
3連複票数 差引計 211104（返還計527365） 的中 ��� 1651（28番人気）
3連単票数 差引計 241526（返還計802335） 的中 ��� 593（60番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．8―13．1―13．0―12．4―12．1―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．3―49．4―1：02．4―1：14．8―1：26．9―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2
1
3
3，13，16（4，10）14，7－1，11，2，5，15（8，12）－9・（3，13）16（4，10）14（7，15）（12，11）（1，2）5（9，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グラティトゥー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．3．14生 牡2黒鹿 母 ペブルガーデン 母母 ワシントンシティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ディープモンスター号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アランフェス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月23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） 6頭 クールヴィンソン号・コートダルジャン号・タガノコハクゾラ号・プライドマイセルフ号・ブラックラテ号・

レヴィーアクイーン号

23042 8月23日 曇 重 （2小倉2） 第4日 第6競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走12時45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

45 ラ イ ト マ ン 牡3鹿 56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 宮本 博 日高 新井 昭二 B498＋ 4 58．1 14．4�
711 メイショウワダマ 牝3栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 454± 0 〃 ハナ 3．1�
33 ヴ ェ ー ラ 牡3芦 56 城戸 義政山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 496－ 4 58．52� 3．7�
58 フチサンメルチャン 牡3栗 56 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 464－ 5 58．6� 109．8�
22 チェルビックヒム 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗�ターフ・スポート羽月 友彦 日高 奥山 博 438＋ 2 〃 アタマ 93．4	
69 ジューンフォレスト 牝3鹿 54 藤岡 康太吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456± 0 〃 クビ 7．2

712 ワンダーカムラング 牡3黒鹿56 藤井勘一郎山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 B470＋ 2 58．7クビ 10．1�
11 ニューリリース 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 小島牧場 B480－ 4 〃 クビ 7．5�
813 ラヴアンドヨウコ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 416＋ 2 58．91	 23．4
34 ダッシュウイング 牝3栗 54 国分 優作�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 466－ 4 59．0� 12．4�
57 リ タ 牝3鹿 54 川又 賢治 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 洞
湖 レイクヴィラファーム 436－ 8 59．21� 22．8�
46 メイショウイコロ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 430＋ 8 59．3� 136．7�
610 ニホンピロブケーラ 牡3青 56 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484＋10 59．4� 124．7�
814 ヤマニンプルニエ 牝3芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 442＋ 6 〃 ハナ 39．0�
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売 得 金
単勝： 32，351，900円 複勝： 43，958，900円 枠連： 9，129，900円
馬連： 47，047，800円 馬単： 21，039，300円 ワイド： 41，908，200円
3連複： 70，286，800円 3連単： 77，582，100円 計： 343，304，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 260円 � 140円 � 150円 枠 連（4－7） 1，370円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 700円 �� 740円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 20，380円

票 数

単勝票数 計 323519 的中 � 17924（7番人気）
複勝票数 計 439589 的中 � 32503（6番人気）� 95868（1番人気）� 85556（2番人気）
枠連票数 計 91299 的中 （4－7） 5138（7番人気）
馬連票数 計 470478 的中 �� 15028（9番人気）
馬単票数 計 210393 的中 �� 3330（20番人気）
ワイド票数 計 419082 的中 �� 14484（9番人気）�� 13639（10番人気）�� 38661（1番人気）
3連複票数 計 702868 的中 ��� 21930（4番人気）
3連単票数 計 775821 的中 ��� 2759（53番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．3―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．2
3 4（11，13）（3，5）10（2，12）（1，7，9）8，14－6 4 ・（4，11）（3，5，13）（2，10）12（1，7，9）（8，14）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ イ ト マ ン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．6 京都14着

2017．4．8生 牡3鹿 母 ハイレイヤー 母母 セシルカット 10戦1勝 賞金 7，150，000円
〔制裁〕 チェルビックヒム号の騎手森裕太朗は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔3走成績による出走制限〕 ヤマニンプルニエ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月23日まで平地競走に出走

できない。



23043 8月23日 晴 稍重 （2小倉2） 第4日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13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
1：06．5
1：06．5

良
良

818 エレヴァート 牝3黒鹿52 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 440＋ 21：08．4 3．1�
816� ゼ ツ エ イ 牡3鹿 52 福永 祐一吉田 和美氏 音無 秀孝 豪 Raffles Dancers

（N Z）Pty Ltd 496＋161：08．61	 2．6�
612 メイショウラバンド 牝9鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 480＋121：09．02
 21．6�
714 テイエムイダテン 牡3鹿 54 �島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 470－12 〃 アタマ 9．0�
817 ア ビ エ ル ト 牡3鹿 54 浜中 俊野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 478＋ 61：09．1
 21．3�
48 ラ ボ エ ー ム 牝3黒鹿52 藤懸 貴志ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 454＋ 61：09．52
 156．0	
715 ビオグラフィー 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子 
シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B480＋16 〃 ハナ 57．6�
35 ブルベアオーロ 牡4黒鹿57 国分 恭介 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 458＋ 21：09．6
 41．4�
36 ロードクラージュ �3鹿 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B464－ 2 〃 クビ 14．1
12 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿55 幸 英明 
シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 432＋12 〃 クビ 65．6�
59  ランランウイング 牝4黒鹿55 和田 竜二
髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B470＋101：09．7クビ 36．0�
510 ボルサリーノ 牡3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 456＋ 21：09．8� 18．3�
611 ミナトノヨーコ 牝3栗 52 小崎 綾也�MMC 小崎 憲 浦河 大道牧場 418＋ 41：09．9
 135．5�
47  アイファーブレーヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 474＋101：10．21
 266．9�
713� コンバットマーチ 牝3芦 52 藤岡 康太岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 448± 0 〃 ハナ 15．2�
23 アトレヴィード 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：10．41	 52．1�
24 ア タ ミ 牡6黒鹿57 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 486－ 2 〃 クビ 111．3�
11 � エ ル ズ リ ー 牝4栗 55 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan
d Farm 516± 0 〃 アタマ 36．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，343，700円 複勝： 56，935，800円 枠連： 16，119，600円
馬連： 67，521，800円 馬単： 27，404，000円 ワイド： 58，276，500円
3連複： 108，844，000円 3連単： 107，730，200円 計： 488，175，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 390円 枠 連（8－8） 320円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，230円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 453437 的中 � 114715（2番人気）
複勝票数 計 569358 的中 � 115851（2番人気）� 136706（1番人気）� 24827（7番人気）
枠連票数 計 161196 的中 （8－8） 38092（1番人気）
馬連票数 計 675218 的中 �� 126438（1番人気）
馬単票数 計 274040 的中 �� 23729（2番人気）
ワイド票数 計 582765 的中 �� 77316（1番人気）�� 10736（14番人気）�� 15140（10番人気）
3連複票数 計1088440 的中 ��� 35987（5番人気）
3連単票数 計1077302 的中 ��� 10088（12番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．0―11．6―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．1―44．7―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレヴァート �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．10．14 京都11着

2017．4．12生 牝3黒鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 8戦2勝 賞金 20，314，000円

23044 8月23日 晴 重 （2小倉2） 第4日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時45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

11 リリーミニスター �3芦 54 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 466± 01：43．6 26．1�
47 オーヴァーネクサス 牡3鹿 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 498＋121：43．81	 5．9�
36 メイショウハリオ 牡3栗 54 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 496－ 4 〃 アタマ 19．2�
12 タガノウィリアム 牡3黒鹿54 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486± 01：44．01	 2．0�
59 ポ デ ィ ウ ム 牡4鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 8 〃 アタマ 61．2�
35 シュテルクスト 牡3青鹿54 松山 弘平 	サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 480＋ 21：44．21 50．1

23 クリノイコライザー 牡3栗 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 466＋ 61：44．83
 12．2�
611� トレーンベアラー 牝3鹿 52 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

448± 01：45．33 11．4�
816 アーサードライブ 牡3栗 54 松若 風馬林 千枝子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 472－ 8 〃 ハナ 17．7
612 マリオマッハー 牡3芦 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 442＋ 2 〃 アタマ 11．8�
713 ロゼキルシュ 牝3栗 52

49 ▲泉谷 楓真�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 488＋141：45．51 33．3�
48 ドンマニフィコ 牡3芦 54 藤岡 康太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 442± 01：46．03 22．9�
24 � キタカラキタムスメ 牝3栗 52 竹吉 徹阪田 英裕氏 川田 孝好 日高 新生ファーム 420－ 51：46．85 132．4�

（佐賀） （佐賀）

815 メイショウロサン 牡4黒鹿57 島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 484－ 61：46．9� 70．6�
714 イ グ ナ ー ツ 牡4鹿 57 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 6 〃 ハナ 40．9�
510� アブルハウル 牡3鹿 54 武 豊 	社台レースホース池江 泰寿 米 Teruya

Yoshida 490＋ 41：48．8大差 25．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，087，000円 複勝： 59，531，800円 枠連： 14，247，200円
馬連： 75，409，600円 馬単： 33，381，800円 ワイド： 62，250，800円
3連複： 113，946，400円 3連単： 123，071，200円 計： 528，925，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 560円 � 270円 � 540円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 19，270円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 3，370円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 31，640円 3 連 単 ��� 273，700円

票 数

単勝票数 計 470870 的中 � 14424（10番人気）
複勝票数 計 595318 的中 � 25920（8番人気）� 66379（2番人気）� 27335（7番人気）
枠連票数 計 142472 的中 （1－4） 23309（1番人気）
馬連票数 計 754096 的中 �� 8601（19番人気）
馬単票数 計 333818 的中 �� 1299（55番人気）
ワイド票数 計 622508 的中 �� 7665（20番人気）�� 4712（39番人気）�� 8294（18番人気）
3連複票数 計1139464 的中 ��� 2701（96番人気）
3連単票数 計1230712 的中 ��� 326（697番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．3―12．5―12．4―12．2―12．2―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．1―41．6―54．0―1：06．2―1：18．4―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リリーミニスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．6 中京14着

2017．3．6生 �3芦 母 シーヴァージア 母母 フラワータテヤマ 10戦2勝 賞金 15，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アブルハウル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月23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 キャノンバローズ号
※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。



23045 8月23日 晴 稍重 （2小倉2） 第4日 第9競走 ��
��1，200�西部スポニチ賞

発走14時15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

スポーツニッポン新聞社賞（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 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

36 � ファストフォース 牡4黒鹿57 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 518＋ 41：08．3 2．4�
23 グランマリアージュ 牝3鹿 52 福永 祐一 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 458＋ 4 〃 クビ 8．2�
47 ハッシュゴーゴー 牝4鹿 55 浜中 俊吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 454± 01：08．62 7．4�
11 ラ ミ エ ル 牝4鹿 55 	島 克駿桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 466＋121：08．7
 15．8�
12 ブラックダンサー 牝4黒鹿55 幸 英明前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476－ 41：08．91� 49．3�
612 グリンデルヴァルト 牝3鹿 52 秋山真一郎藤田 好紀氏 坂口 智康 新ひだか 前田ファーム 456－ 4 〃 ハナ 11．6	
713 パッションチカ 牝6鹿 55 小牧 太冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 450＋ 8 〃 アタマ 213．9

611� プリヒストリー �5黒鹿57 武 豊ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：09．11� 24．0�
510� モ ハ ー 牝6栗 55 古川 吉洋北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 506＋ 21：09．2クビ 140．3
59 ナンゴクアイネット 牝5鹿 55 川田 将雅渡 義光氏 	島 一歩 新冠 つつみ牧場 486＋24 〃 アタマ 25．6�
24 メ ラ ナ イ ト �5青鹿57 藤岡 康太�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 474＋101：09．3
 59．9�
715 ジョニーズララバイ 牡4鹿 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞湖 レイクヴィラファーム 466＋161：09．4クビ 16．6�
48 レジーナファースト 牝5鹿 55 和田 竜二ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 464－ 21：09．5
 6．1�
35 ア ル モ ニ カ 牝5黒鹿55 菱田 裕二 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：09．6� 66．9�
818 メイショウシャチ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 478－16 〃 クビ 99．5�
816� ルールダーマ 牡5栗 57 酒井 学儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 482－ 61：09．7クビ 66．8�
817 ディモールト 牡3黒鹿54 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 506＋181：10．02 26．9�
714 カシノウィング 牡4鹿 57 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 492＋ 21：10．1
 379．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，195，900円 複勝： 71，146，700円 枠連： 19，447，800円
馬連： 98，721，500円 馬単： 39，075，700円 ワイド： 77，744，100円
3連複： 155，305，000円 3連単： 157，384，600円 計： 670，021，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 240円 � 220円 枠 連（2－3） 1，130円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 540円 �� 400円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 8，130円

票 数

単勝票数 計 511959 的中 � 168814（1番人気）
複勝票数 計 711467 的中 � 165184（1番人気）� 66245（4番人気）� 72813（3番人気）
枠連票数 計 194478 的中 （2－3） 13284（4番人気）
馬連票数 計 987215 的中 �� 64532（3番人気）
馬単票数 計 390757 的中 �� 18487（3番人気）
ワイド票数 計 777441 的中 �� 36925（4番人気）�� 52268（2番人気）�� 15700（13番人気）
3連複票数 計1553050 的中 ��� 49314（2番人気）
3連単票数 計1573846 的中 ��� 14029（4番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―45．0―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 3，6（1，2，7）（11，14）（4，17）（8，12，18）（5，15，16）10，13，9 4 3（6，7）（1，2）（4，11，14）（8，12，17，18）（5，16）15（10，13）－9

勝馬の
紹 介

�ファストフォース �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー

2016．5．9生 牡4黒鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 8戦2勝 賞金 28，499，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 プリヒストリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 プリヒストリー号は，発走調教再審査。
※カシノウィング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23046 8月23日 晴 重 （2小倉2） 第4日 第10競走 ��
��1，700�

さ つ ま

薩摩ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．8．17以降2．8．16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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

510 スマートセラヴィー 牡4栗 54 藤岡 康太大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 500－141：42．4 15．5�
612 グ ア ン 牝5栗 54 秋山真一郎�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 482－ 61：42．5� 9．3�
47 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡6栗 54 中井 裕二ライオンレースホース� 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 514＋ 61：42．6	 44．1�
48 キタサンタイドー 牡5黒鹿54 松山 弘平�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 516＋ 61：42．92 26．4�
59 � レンブランサ 牝5栗 52 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 452－ 21：43．21	 40．3	
12 マ リ オ 牡5鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 496－10 〃 ハナ 26．8

815 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿54 酒井 学中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 12．1�
36 エクスパートラン 牡5青鹿55 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 462－ 6 〃 ハナ 13．5�
11 オンザロックス 牡7鹿 56 川田 将雅稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 480－ 61：43．3	 5．7
714 サンライズセナ 牡5栗 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 484－ 6 〃 ハナ 5．8�
816 クリノフラッシュ 牝5青鹿51 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B458± 01：43．4クビ 28．4�
24 
 ア ニ エ ー ゼ 牝5鹿 52 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 476± 01：44．03	 11．8�
713� アイアムレジェンド 牡4鹿 55 菱田 裕二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496＋101：44．1	 35．3�
23 スズカフェスタ 牡5栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 510＋ 41：44．2クビ 39．8�
35 � ブルーメンクローネ 牝5鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 504＋20 〃 クビ 3．9�
611 オーパスメーカー 牝4鹿 52 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 494＋201：44．62	 31．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，388，400円 複勝： 84，458，900円 枠連： 23，465，300円
馬連： 129，076，100円 馬単： 42，220，300円 ワイド： 95，854，900円
3連複： 196，742，500円 3連単： 194，695，200円 計： 817，901，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 510円 � 360円 � 1，400円 枠 連（5－6） 3，970円

馬 連 �� 7，140円 馬 単 �� 15，170円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 9，540円 �� 7，010円

3 連 複 ��� 108，410円 3 連 単 ��� 562，360円

票 数

単勝票数 計 513884 的中 � 26423（8番人気）
複勝票数 計 844589 的中 � 44318（8番人気）� 67911（5番人気）� 14452（16番人気）
枠連票数 計 234653 的中 （5－6） 4580（21番人気）
馬連票数 計1290761 的中 �� 14003（25番人気）
馬単票数 計 422203 的中 �� 2086（53番人気）
ワイド票数 計 958549 的中 �� 9723（29番人気）�� 2572（97番人気）�� 3512（85番人気）
3連複票数 計1967425 的中 ��� 1361（333番人気）
3連単票数 計1946952 的中 ��� 251（1778番人気）

ハロンタイム 6．9―10．5―11．3―12．7―12．3―12．1―11．8―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．4―28．7―41．4―53．7―1：05．8―1：17．6―1：29．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6
1
3
3，10，16－5，11（8，15）－12－（1，14，13）2（7，9）6，4・（3，10，16）5（8，12，15，11）（14，13）－6（1，9，7）2，4

2
4

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

スマートセラヴィー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．3．3生 牡4栗 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 18戦4勝 賞金 58，440，000円
〔制裁〕 クリノフラッシュ号の騎手和田翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。
（非当選馬） 4頭 グランデストラーダ号・グレースゼット号・サンライズナイト号・スペクター号



23047 8月23日 晴 稍重 （2小倉2） 第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第55回テレビ西日本賞北九州記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1．8．17以降2．8．16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

テレビ西日本賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 4，900，000
4，900，000

円
円

付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード
中央レコード

1：06．5
1：06．5

良
良

24 レッドアンシェル 牡6青鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B478＋ 81：07．8 14．9�
510� モズスーパーフレア 牝5栗 56．5 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 508＋141：08．11� 3．9�
611 アウィルアウェイ 牝4鹿 55．5 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋14 〃 アタマ 15．5�
36 クライムメジャー 牡6栗 54 	島 克駿 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞
湖 レイクヴィラファーム 528± 01：08．2� 50．8�
715 ア ン ヴ ァ ル 牝5鹿 54 北村 友一 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 6 〃 同着 12．5	
35 トゥラヴェスーラ 牡5鹿 55 武 豊吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 478－ 21：08．3� 7．3

818 ジョーカナチャン 牝5鹿 55 菱田 裕二上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 464＋ 4 〃 クビ 11．9�
11 � プリディカメント 牝5黒鹿52 浜中 俊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 2 〃 ハナ 14．5�
817 タイセイアベニール 牡5鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 490－ 81：08．4クビ 6．5
713� メイショウキョウジ 牡5鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 480＋ 8 〃 アタマ 29．8�
23 ブライティアレディ 牝7青鹿52 幸 英明小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 436－ 41：08．5� 55．8�
612 マイネルグリット 牡3栗 53 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 484－ 21：08．6� 41．9�
59 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿56 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 502＋ 4 〃 クビ 11．4�
714 メジェールスー 牝5鹿 52 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 470－ 4 〃 同着 69．3�
816 ジ ョ イ フ ル 牡6鹿 56 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512± 01：08．7� 31．9�
48 ラブカンプー 牝5黒鹿54 藤田菜七子増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 B440－ 21：09．33� 30．1�
12 ゴールドクイーン 牝5栗 55．5 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 浦河土肥牧場 B462－ 21：09．4� 73．6�
47 カリオストロ 牝3鹿 51 酒井 学 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 454－ 41：09．82� 15．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 199，887，800円 複勝： 269，347，000円 枠連： 109，437，900円
馬連： 614，352，700円 馬単： 192，967，600円 ワイド： 435，611，300円
3連複： 1，385，663，600円 3連単： 1，316，063，400円 計： 4，523，331，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 420円 � 200円 � 430円 枠 連（2－5） 1，690円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 6，910円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 2，920円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 16，570円 3 連 単 ��� 93，990円

票 数

単勝票数 計1998878 的中 � 107218（8番人気）
複勝票数 計2693470 的中 � 153099（7番人気）� 425959（1番人気）� 147115（8番人気）
枠連票数 計1094379 的中 （2－5） 50127（6番人気）
馬連票数 計6143527 的中 �� 159802（4番人気）
馬単票数 計1929676 的中 �� 20920（16番人気）
ワイド票数 計4356113 的中 �� 78585（9番人気）�� 37841（41番人気）�� 64998（18番人気）
3連複票数 計13856636 的中 ��� 62682（44番人気）
3連単票数 計13160634 的中 ��� 10151（266番人気）

ハロンタイム 11．5―10．3―10．6―11．2―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．8―32．4―43．6―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．4
3 10－18，2－8（7，14）5（4，9，13）（3，17）（1，11，15）（6，12）16 4 10，18－2－（5，8，7，14）（4，9，13）3（1，17）11（6，15）（16，12）

勝馬の
紹 介

レッドアンシェル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．20 札幌1着

2014．4．9生 牡6青鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 19戦6勝 賞金 220，675，000円
〔制裁〕 クライムメジャー号の騎手	島克駿は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

50，000円。（被害馬：18番）
※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 メイショウカズヒメ号
（非抽選馬） 2頭 イエローマリンバ号・エイシンデネブ号

23048 8月23日 晴 稍重 （2小倉2） 第4日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000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

510 シルバースミス 牝4芦 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 506＋ 41：48．1 9．2�
816 ム ジ カ 牝3鹿 52 秋山真一郎ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 444＋ 4 〃 クビ 5．6�
59 ノブフランクリン 牝3鹿 52

49 ▲泉谷 楓真前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 426＋161：48．41� 50．5�
714 レッドエステーラ 牝4鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 408＋ 41：48．61 41．4�
611 フルートフルデイズ 牝3黒鹿52 川又 賢治飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456± 0 〃 クビ 97．4	
815� イルーシヴゴールド 牝5芦 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 494＋101：48．7クビ 6．4

35 メイショウベッピン 牝3鹿 52 和田 竜二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 476＋ 21：48．8	 6．3�
11 リ ノ 牝3鹿 52 小崎 綾也�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 81：48．9	 39．5�
612 エールヴィオレ 牝3栗 52

51 ☆富田 暁佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 440＋10 〃 クビ 169．6
23 キングスタイル 牝3黒鹿52 藤岡 康太廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 416＋121：49．0	 28．5�
47 アークフリゲート 牝3黒鹿52 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 430＋12 〃 ハナ 46．3�
36 エリンズロマーネ 牝5栗 55 福永 祐一吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 504＋ 61：49．21	 12．5�
713 マルモネオフォース 牝4鹿 55 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 494－101：49．3クビ 8．1�
48 ヴィルトゥオシタ 牝3鹿 52 酒井 学�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B426－ 21：49．72	 97．2�
24 ラフダイヤモンド 牝3栗 52 松若 風馬�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 460＋ 61：49．91
 25．1�
12 アメリカンウェイク 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 512＋201：51．28 3．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，503，000円 複勝： 104，539，000円 枠連： 33，201，700円
馬連： 145，506，500円 馬単： 50，036，400円 ワイド： 113，587，000円
3連複： 225，961，800円 3連単： 243，656，000円 計： 989，991，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 220円 � 930円 枠 連（5－8） 1，440円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 6，990円

ワ イ ド �� 940円 �� 4，750円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 44，920円 3 連 単 ��� 222，480円

票 数

単勝票数 計 735030 的中 � 63503（6番人気）
複勝票数 計1045390 的中 � 105537（6番人気）� 140413（2番人気）� 24095（10番人気）
枠連票数 計 332017 的中 （5－8） 17828（7番人気）
馬連票数 計1455065 的中 �� 36495（14番人気）
馬単票数 計 500364 的中 �� 5368（30番人気）
ワイド票数 計1135870 的中 �� 32316（12番人気）�� 6032（49番人気）�� 6293（45番人気）
3連複票数 計2259618 的中 ��� 3772（136番人気）
3連単票数 計2436560 的中 ��� 794（670番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．0―47．2―59．2―1：11．4―1：23．6―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．7
1
3
8，13，2，4，15－（1，10）5（6，11）7，9（3，12，16，14）・（8，13）4（2，10，15）（1，5）6（3，11）（12，16，7，9）14

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

勝馬の
紹 介

シルバースミス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．2．9 京都7着

2016．2．26生 牝4芦 母 リングジアラーム 母母 ターンバックジアラーム 9戦2勝 賞金 18，348，000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。
（非抽選馬） 2頭 ウインドラブリーナ号・エイシンバイエルン号

３レース目



（2小倉2）第4日 8月23日（日曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 190頭 本 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

248，110，000円
23，460，000円
2，000，000円
29，350，000円
81，768，000円
6，239，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
640，951，700円
875，525，800円
272，076，100円
1，379，458，300円
496，898，400円
1，070，162，600円
2，566，469，900円
2，546，056，600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 9，847，599，400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4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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