
18013 7月4日 小雨 良 （3福島1） 第2日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時10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
1：46．2
1：44．5

良
良

22 グランドライン 牡2青鹿54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 514± 01：51．7 1．9�
77 キョウコウトッパ 牝2黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 466＋ 61：52．33� 13．0�
44 ヴァプンアート 牡2鹿 54 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 438－ 41：52．51� 3．1�
11 ビレッジライナー 牡2鹿 54 石川裕紀人村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 21：52．71� 4．9�
88 シンボリックレルム 牝2黒鹿54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 476＋ 41：52．9� 27．3�
66 ビ ー イ ン グ 牡2鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 中橋 正 462＋ 61：53．11� 101．5

55 ダンディチョウサン 牡2栗 54 江田 照男�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 442－ 21：53．2� 32．5�
33 トーセンレガーロ 牡2栗 54 木幡 巧也島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 21：53．62� 114．6
89 ジーガーデン 牡2鹿 54 内田 博幸佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 槇本牧場 492－ 61：54．87 109．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，278，400円 複勝： 39，498，600円 枠連： 6，841，100円
馬連： 45，955，900円 馬単： 29，126，500円 ワイド： 32，364，800円
3連複： 64，216，200円 3連単： 130，205，800円 計： 385，487，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（2－7） 980円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 300円 �� 150円 �� 430円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 372784 的中 � 158655（1番人気）
複勝票数 計 394986 的中 � 205405（1番人気）� 25604（4番人気）� 67566（2番人気）
枠連票数 計 68411 的中 （2－7） 5403（4番人気）
馬連票数 計 459559 的中 �� 38256（4番人気）
馬単票数 計 291265 的中 �� 16970（6番人気）
ワイド票数 計 323648 的中 �� 24899（4番人気）�� 68825（1番人気）�� 15297（6番人気）
3連複票数 計 642162 的中 ��� 62305（2番人気）
3連単票数 計1302058 的中 ��� 22396（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．8―51．0―1：03．7―1：15．8―1：27．8―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
2，9，7，8（6，4）1，5，3・（2，9）8，7，4，6－5，1－3

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

勝馬の
紹 介

グランドライン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2021．6．19 東京5着

2019．3．4生 牡2青鹿 母 グランシャルム 母母 ロイヤルファンタジー 2戦1勝 賞金 5，800，000円

18014 7月4日 小雨 良 （3福島1） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時45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
1：07．0
1：06．4

良
良

815 ホウオウジュレップ 牝3芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 61：09．8 6．9�
23 リュウノクララ 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 442－12 〃 クビ 2．8�
12 リネンデザイン 牝3栗 54 丸田 恭介戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 B476－ 21：10．01 15．5�
59 デストゥリエーレ 牡3青鹿 56

55 ☆菅原 明良ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 秋場牧場 458＋101：10．1� 18．4�
11 ホノノルーカ 牝3黒鹿54 丸山 元気鈴木 誠氏 林 徹 千歳 社台ファーム 398＋121：10．52� 11．0�
713 アイルキング 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心中西 功氏 深山 雅史 平取 北島牧場 420＋ 81：10．71� 32．4	
36 マナフォルトゥーナ 牝3鹿 54 野中悠太郎ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 428＋14 〃 クビ 81．3

47 マントゥノン 牝3黒鹿54 嶋田 純次志村 鑑彦氏 尾形 和幸 浦河 大北牧場 B446－ 61：10．91 4．5�
816 チャーチャンテン 牝3黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 394± 01：11．22 8．2�
48 ニシノラフィカ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 416＋ 41：11．3� 238．7
714 メジャーアゲン 牝3栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 444－ 41：11．4クビ 24．7�
611 クラックステソーロ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか タガミファーム 478± 01：11．82� 22．8�

612 アタカヒール 牝3栗 54 岩田 望来�高瀬牧場 鈴木 伸尋 新冠 高瀬牧場 B426＋ 41：12．22� 35．3�
35 セ イ ー サ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 城地牧場 390＋ 61：12．3� 292．7�
24 スイートデイズ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 幌村牧場 410 ―1：15．1大差 29．6�
510 テイエムボルドー 牝3黒鹿54 武藤 雅竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 434 ― （競走中止） 101．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，907，400円 複勝： 51，410，900円 枠連： 16，906，100円
馬連： 63，927，800円 馬単： 27，722，500円 ワイド： 57，580，100円
3連複： 102，177，500円 3連単： 100，767，600円 計： 458，399，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 150円 � 390円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，320円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 23，580円

票 数

単勝票数 計 379074 的中 � 43889（3番人気）
複勝票数 計 514109 的中 � 63131（3番人気）� 114133（1番人気）� 26283（6番人気）
枠連票数 計 169061 的中 （2－8） 24533（1番人気）
馬連票数 計 639278 的中 �� 44710（2番人気）
馬単票数 計 277225 的中 �� 7746（6番人気）
ワイド票数 計 575801 的中 �� 36393（2番人気）�� 10644（16番人気）�� 14694（10番人気）
3連複票数 計1021775 的中 ��� 16612（11番人気）
3連単票数 計1007676 的中 ��� 3098（50番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．6―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウジュレップ �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．12．5 中山6着

2018．5．20生 牝3芦 母 タニノジュレップ 母母 タニノディオーネ 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 テイエムボルドー号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートデイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月4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〕 セイーサ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月4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。
（非抽選馬） 3頭 カンジンカナメ号・サクセスビリーブ号・ライングローリー号

第１回 福島競馬 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



18015 7月4日 小雨 稍重 （3福島1） 第2日 第3競走 1，150�3歳未勝利
発走11時15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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

46 ウインラザンツ 牡3鹿 56 M．デムーロ�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B508＋ 81：08．8 2．6�
610 キ ラ メ キ 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 498＋14 〃 アタマ 7．6�

814 エ コ ロ ワ カ 牝3黒鹿 54
53 ☆菅原 明良原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 438－ 61：10．07 7．3�

11 レオスパンキー 牡3黒鹿56 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン 516＋ 2 〃 アタマ 52．1�
59 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿54 岩田 康誠市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 438＋ 21：10．21� 18．7�
34 キタノエンディング 牡3鹿 56 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 谷岡牧場 434－ 41：10．3アタマ 125．1	
47 パクスジャポニカ 牡3鹿 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 谷岡スタット 498＋ 41：10．51� 169．4

713 イールドブラック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行松田 幸生氏 奥平 雅士 新ひだか ヒサイファーム 448＋ 41：10．6� 34．1�
22 セイントフォース 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 410＋ 41：10．7クビ 144．1�
58 ゲッレールト 牝3鹿 54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450－ 8 〃 クビ 5．8
23 リュヌダムール 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452＋ 21：10．91 3．4�
712 エリーゴールド 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗谷川 正純氏 南田美知雄 浦河 木戸口牧場 410± 0 〃 クビ 336．3�
611 マ リ ー チ 牝3鹿 54 江田 照男�磯波勇F 深山 雅史 日高 天羽 禮治 434＋ 21：11．32� 239．8�
35 ア ー マ ー 牝3黒鹿54 野中悠太郎平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 460－ 41：12．15 90．7�
815 ニ ン フ ェ ア 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �コスモヴューファーム 松山 将樹 日高 門別 敏朗 492 ―1：12．63 250．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，361，100円 複勝： 50，879，400円 枠連： 11，752，300円
馬連： 64，918，300円 馬単： 31，474，400円 ワイド： 56，036，100円
3連複： 99，624，700円 3連単： 118，062，600円 計： 473，108，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 190円 � 160円 枠 連（4－6） 860円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 410円 �� 420円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 計 403611 的中 � 122694（1番人気）
複勝票数 計 508794 的中 � 113450（1番人気）� 57993（5番人気）� 81568（3番人気）
枠連票数 計 117523 的中 （4－6） 10516（4番人気）
馬連票数 計 649183 的中 �� 61411（3番人気）
馬単票数 計 314744 的中 �� 16167（4番人気）
ワイド票数 計 560361 的中 �� 36078（5番人気）�� 35041（6番人気）�� 23348（10番人気）
3連複票数 計 996247 的中 ��� 38647（6番人気）
3連単票数 計1180626 的中 ��� 11604（17番人気）

ハロンタイム 9．7―10．7―11．4―12．2―12．2―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．4―31．8―44．0―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（6，10，9）（5，8）（3，14）（1，13）7，4（2，11）（12，15） 4 6（10，9）－（8，14）5（3，1，13）（4，7）－（2，11）12－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインラザンツ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2020．12．20 中山5着

2018．5．24生 牡3鹿 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 6戦1勝 賞金 7，870，000円
〔制裁〕 ウインラザンツ号の騎手M．デムーロは，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〕 エリーゴールド号・アーマー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月4日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 スリーコーズウェイ号（疾病〔右前肢跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ナムラトキオ号・ニンジャゴー号・マザーフェイヴァー号・モーニングアップ号

18016 7月4日 小雨 良 （3福島1） 第2日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・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
1：57．3
1：56．1

良
良

816 シャインユニバンス 牝3鹿 54
53 ☆菅原 明良亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 418± 02：01．0 5．1�

612 スフリエール 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464＋202：01．21� 8．4�
714 エンプレスソウル 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 480＋162：01．51� 20．1�
47 エ ル ピ ー ダ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 408－ 42：02．45 91．1�
12 コパノセイバー 牝3鹿 54 木幡 巧也小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 504＋282：02．5� 209．6�
48 ダリアテソーロ 牝3芦 54 岩田 望来了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 新ひだか 幌村牧場 444＋ 8 〃 アタマ 11．9

510 ク オ ン タ ム 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 440－ 2 〃 クビ 4．9�
35 フォクシーレディ 牝3黒鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：02．71� 4．8�
611 シャイニングパール 牝3鹿 54 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 420± 02：02．8クビ 96．9
815 オーケーパッション 牝3鹿 54 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 470＋ 62：03．11� 13．2�
11 コーヒーソフト 牝3青鹿54 吉田 隼人保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B418± 02：03．52� 4．2�
713 バジェナート 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 406＋ 42：03．6� 121．1�
36 レジーナピアノ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 B464－ 22：03．7� 170．4�
59 ボ ラ ヘ 牝3芦 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 新開 幸一 浦河 ミルファーム 426＋ 22：03．91� 40．3�
23 ヤマニンカンノーリ 牝3鹿 54 江田 照男土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B428± 02：04．43 90．3�
24 タ ン タ イ ド 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 414＋20 〃 ハナ 137．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，993，700円 複勝： 62，100，300円 枠連： 13，038，400円
馬連： 69，181，900円 馬単： 28，619，000円 ワイド： 62，945，500円
3連複： 108，217，900円 3連単： 109，904，600円 計： 493，001，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 250円 � 430円 枠 連（6－8） 1，430円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，590円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ��� 43，420円

票 数

単勝票数 計 389937 的中 � 60952（4番人気）
複勝票数 計 621003 的中 � 91055（3番人気）� 65867（5番人気）� 32269（8番人気）
枠連票数 計 130384 的中 （6－8） 7060（7番人気）
馬連票数 計 691819 的中 �� 29055（8番人気）
馬単票数 計 286190 的中 �� 5837（16番人気）
ワイド票数 計 629455 的中 �� 25001（8番人気）�� 9978（19番人気）�� 8243（23番人気）
3連複票数 計1082179 的中 ��� 8187（37番人気）
3連単票数 計1099046 的中 ��� 1835（156番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―10．9―12．1―12．3―12．5―12．6―13．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．3―46．4―58．7―1：11．2―1：23．8―1：36．8―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャインユニバンス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．28 東京5着

2018．3．19生 牝3鹿 母 メテオーリカ 母母 アルヴァーダ 4戦1勝 賞金 7，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サトノミューズ号



18017 7月4日 小雨 良 （3福島1） 第2日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時35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
1：46．2
1：44．5

良
良

713 ウインピクシス 牝2芦 54 丸山 元気�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 424 ―1：52．1 3．6�
510 ボーンディスウェイ 牡2黒鹿54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 474 ―1：52．73� 10．7�
11 ナ ザ レ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 444 ―1：52．8� 6．4�
23 ワープスピード 牡2鹿 54 武藤 雅山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 クビ 12．6�
47 ジェットグリッター 牝2黒鹿 54

53 ☆菅原 明良吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 428 ―1：52．9クビ 10．8�
59 プレンドクエスト 牝2黒鹿54 吉田 隼人 	社台レースホース池上 昌和 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 ハナ 6．8

48 ジョブックフィオリ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 436 ― 〃 クビ 68．5�
35 ナックメジャー 牡2鹿 54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 486 ―1：53．11 93．2�
12 ヴァランシエンヌ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 	シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：53．31� 4．5
815 ア ム ル ム 牝2黒鹿54 M．デムーロ�G1レーシング 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 444 ―1：53．4クビ 20．0�
612 テイエムクロマル 牡2黒鹿54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 478 ―1：53．5� 225．8�
24 エコロドラゴン 牡2鹿 54 津村 明秀原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 544 ―1：53．82 110．6�
611 ヨウヘンテンモク 牡2鹿 54 大野 拓弥 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 446 ―1：54．12 112．2�
36 グリーンチョウサン 牝2栗 54 石川裕紀人�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 414 ―1：55．69 139．6�
816 エレウテリア 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心	和田牧場 松永 康利 新ひだか 福岡 駿弥 446 ―1：56．45 63．3�
714 ギンチヨヒメ 牝2黒鹿54 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 田中 春美 482 ―1：59．3大差 232．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，735，900円 複勝： 55，922，900円 枠連： 17，489，300円
馬連： 66，170，000円 馬単： 28，611，700円 ワイド： 54，181，900円
3連複： 97，946，500円 3連単： 103，720，600円 計： 473，778，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 240円 � 180円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 680円 �� 420円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 497359 的中 � 116045（1番人気）
複勝票数 計 559229 的中 � 109371（1番人気）� 52490（5番人気）� 78061（3番人気）
枠連票数 計 174893 的中 （5－7） 20609（3番人気）
馬連票数 計 661700 的中 �� 29914（5番人気）
馬単票数 計 286117 的中 �� 7830（7番人気）
ワイド票数 計 541819 的中 �� 20257（6番人気）�� 34908（1番人気）�� 13620（15番人気）
3連複票数 計 979465 的中 ��� 23055（6番人気）
3連単票数 計1037206 的中 ��� 5824（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―37．9―51．3―1：04．1―1：16．1―1：28．2―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
4，13，1（2，15）7，5，10，12（11，14）（3，9）－16－6，8・（4，13）（15，7）（1，2，10）9（5，11）－（12，3）8，6－（16，14）

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

勝馬の
紹 介

ウインピクシス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ 初出走

2019．4．28生 牝2芦 母 コスモアクセス 母母 コスモスカイライン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エレウテリア号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンチヨヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月4日まで平地競走に

出走できない。

18018 7月4日 小雨 良 （3福島1） 第2日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05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
1：08．5
1：07．5

良
良

610 ニシノレバンテ 牡2鹿 54 江田 照男西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 488 ―1：10．5 2．8�
34 シゲルファンノユメ 牡2鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 466 ―1：10．6� 5．3�
11 ミッキーハーモニー 牝2鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438 ―1：10．91� 7．7�
712 ルーチェディルーナ 牝2栗 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 406 ―1：11．21� 8．3�
33 ス ピ ン オ フ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：11．3� 5．4�
711 クラウンセト 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�クラウン 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 448 ― 〃 アタマ 136．4	
57 ベストリーガード 牡2黒鹿54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 454 ― 〃 アタマ 16．0

22 レディビートル 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 388 ―1：11．83 30．9�
813 ネッスンドルマ 牡2鹿 54 田辺 裕信藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 446 ―1：12．22� 14．0
46 ウインドアベニュー 牡2鹿 54 津村 明秀福原 正博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：12．62� 121．3�
814 オーブリオン 牝2青鹿54 武士沢友治稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484 ―1：12．7� 165．8�
58 ヨツバノクローバー 牝2黒鹿54 内田 博幸八巻 弘一氏 中野 栄治 浦河 中島牧場 432 ―1：13．01� 80．8�
45 ジュンオーズ 牡2鹿 54 吉田 隼人河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 424 ―1：14．610 71．5�
69 シャイニードラゴン 牡2鹿 54 丸田 恭介小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 410 ―1：18．0大差 166．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，005，600円 複勝： 48，386，100円 枠連： 13，584，500円
馬連： 62，899，200円 馬単： 28，843，600円 ワイド： 48，402，100円
3連複： 88，707，100円 3連単： 106，610，500円 計： 446，438，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 200円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 310円 �� 470円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 490056 的中 � 141367（1番人気）
複勝票数 計 483861 的中 � 113281（1番人気）� 76587（2番人気）� 52786（4番人気）
枠連票数 計 135845 的中 （3－6） 30563（1番人気）
馬連票数 計 628992 的中 �� 72586（1番人気）
馬単票数 計 288436 的中 �� 21662（1番人気）
ワイド票数 計 484021 的中 �� 43484（1番人気）�� 25580（4番人気）�� 16970（8番人気）
3連複票数 計 887071 的中 ��� 38300（2番人気）
3連単票数 計1066105 的中 ��� 15573（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．4―12．0―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．0―47．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノレバンテ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2019．2．23生 牡2鹿 母 ワイキキブリーズ 母母 エターナルシャイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ジュンオーズ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンオーズ号・シャイニードラゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月

4日まで平地競走に出走できない。



18019 7月4日 小雨 稍重 （3福島1） 第2日 第7競走 1，700�3歳未勝利
発走13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
1：43．1
1：40．9

不良
重

35 マイネルタイムリー 牡3青鹿56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B480＋ 21：47．4 4．2�
11 サムライスピアー 牡3栗 56 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 B440± 0 〃 クビ 37．9�
713 ロードレイライン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 468＋ 41：47．61� 3．3�
814 ア シ ュ ラ ム 牡3鹿 56 津村 明秀�フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム 524－ 61：47．8� 17．3�
59 セイウンオードリー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 502＋ 2 〃 アタマ 7．5�
22 モンサンレックス 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B490＋ 41：48．22� 23．5	
815 マ ミ リ ア ス 牡3青鹿56 野中悠太郎広尾レース� 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 476－ 11：48．62 62．1

611 アルドゥマン 牡3栗 56 丸田 恭介上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 424－ 8 〃 アタマ 137．7�
47 キ ュ ン 牝3黒鹿54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 458－ 21：49．02� 4．7�
610 トドロキゲキジョウ 牡3黒鹿56 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム B474－ 91：49．21� 28．3
712 ネ オ ア ビ ー 牝3青鹿54 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新冠 岩見牧場 450± 01：49．51� 180．0�
58 クリオシタース �3栗 56 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 浦河 中村 雅明 472－ 4 〃 ハナ 47．2�
34 キャットウォーク 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 478 ―1：50．03 112．6�
46 デュークアックス 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 470－121：50．21� 6．9�
23 ロ ー ゼ オ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム 464± 01：51．15 145．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，286，800円 複勝： 65，733，000円 枠連： 16，828，100円
馬連： 107，248，800円 馬単： 40，513，800円 ワイド： 70，911，100円
3連複： 150，617，300円 3連単： 182，174，100円 計： 680，313，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 530円 � 150円 枠 連（1－3） 3，250円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 410円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 21，720円

票 数

単勝票数 計 462868 的中 � 86974（2番人気）
複勝票数 計 657330 的中 � 93475（3番人気）� 23252（7番人気）� 148222（1番人気）
枠連票数 計 168281 的中 （1－3） 4011（13番人気）
馬連票数 計1072488 的中 �� 34543（10番人気）
馬単票数 計 405138 的中 �� 5024（20番人気）
ワイド票数 計 709111 的中 �� 12552（12番人気）�� 49133（2番人気）�� 9988（18番人気）
3連複票数 計1506173 的中 ��� 21737（12番人気）
3連単票数 計1821741 的中 ��� 6080（60番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．9―12．2―12．8―12．7―13．0―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―42．5―55．3―1：08．0―1：21．0―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．4
1
3
5（6，7，13）2，10－（3，15）－9，11－12－（1，14）8－4
13（5，6）（2，7）（15，9，10，14）－（11，1）（3，12，8）－4

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

勝馬の
紹 介

マイネルタイムリー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．4 福島12着

2018．4．21生 牡3青鹿 母 マイネグラティア 母母 キーチェスターバーン 13戦1勝 賞金 15，460，000円
※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 ピースアンドリンゴ号

18020 7月4日 小雨 良 （3福島1） 第2日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （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
1：07．0
1：06．4

良
良

24 ビューティフルデイ 牝3鹿 52
49 ▲小林 脩斗�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 454＋181：08．5 1．9�

11 スイートクラウン 牝3鹿 52
51 ☆菅原 明良シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 466＋ 4 〃 クビ 21．6�

12 スイーツマジック 牝3鹿 52
49 ▲原 優介 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 478＋ 61：08．6� 7．0�

35 ファイアダンサー 牝3青鹿52 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－ 4 〃 クビ 9．2�

510 アセンダント 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 456＋ 41：09．13 23．1	

36 オリアメンディ 牝3鹿 52 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 454＋ 21：09．3� 26．8

48 イ ザ ラ 牝4鹿 55

52 ▲永野 猛蔵栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 446＋ 61：09．61� 5．4�
714 タマノジュメイラ 牝5鹿 55 大野 拓弥玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B482－10 〃 ハナ 42．6�
815 ラ ン グ ロ ワ 牝3青鹿 52

50 ◇藤田菜七子ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 416－ 21：09．81� 15．6
816	 ヤマニンガラッシア 牡4青鹿57 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 448＋ 8 〃 クビ 43．6�
23 キングドンドルマ 牡6青鹿57 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 464－ 8 〃 クビ 141．7�
47 ディープエコロジー 牝3鹿 52 野中悠太郎飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 440＋ 81：10．01� 92．3�
612 シ コ ウ 牡4青鹿57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B470－ 61：10．1クビ 132．0�
713 マ ル ス 牡3青鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 石郷岡 五月 446＋ 8 〃 アタマ 177．9�
611 ヒガシヴァルキリー 牝4青鹿 55

54 ☆亀田 温心�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B428＋ 61：10．74 29．6�
59 	 ア リ エ ー ル 牝4芦 55 木幡 初也島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 398－201：11．55 193．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，040，500円 複勝： 60，187，700円 枠連： 18，083，000円
馬連： 80，192，300円 馬単： 37，019，800円 ワイド： 69，187，800円
3連複： 135，538，200円 3連単： 150，260，400円 計： 597，509，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 540円 � 200円 枠 連（1－2） 510円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 990円 �� 380円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 19，100円

票 数

単勝票数 計 470405 的中 � 191539（1番人気）
複勝票数 計 601877 的中 � 151033（1番人気）� 20182（8番人気）� 75736（3番人気）
枠連票数 計 180830 的中 （1－2） 27239（1番人気）
馬連票数 計 801923 的中 �� 23926（9番人気）
馬単票数 計 370198 的中 �� 7495（10番人気）
ワイド票数 計 691878 的中 �� 17259（9番人気）�� 51638（2番人気）�� 8795（24番人気）
3連複票数 計1355382 的中 ��� 21194（12番人気）
3連単票数 計1502604 的中 ��� 5703（43番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．0―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．6―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビューティフルデイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．11．21 東京2着

2018．3．17生 牝3鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 5戦2勝 賞金 19，500，000円
※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 シアープレジャー号



18021 7月4日 小雨 稍重 （3福島1） 第2日 第9競走 ��1，700�
つ る が じ ょ う

鶴 ヶ 城 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

59 カウンターエア �5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 572－ 41：46．0 6．9�
610 ガルヴィハーラ 牡5栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496± 01：46．1クビ 19．5�
713 マイネルイリャルギ 牡4鹿 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 510＋ 21：46．41� 16．5�
814 サンキーウエスト 牝4青鹿55 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 450－ 41：46．5� 21．4�
611 ショウナンマリオ 牡4黒鹿57 吉田 隼人�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 486－ 61：46．6� 3．3	
35 ミツカネプリンス 牡4芦 57 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 454＋ 61：46．7クビ 22．8

815 グレンマクナス 牡7鹿 57 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム B522± 01：46．91	 17．2�
58 コモレビキラリ 牝3青鹿52 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 452－ 21：47．11	 3．9�
22 ポップフランセ 牡5栗 57 幸 英明吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B470＋10 〃 ハナ 34．3
46 コ ス モ オ リ 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B462＋ 41：47．2� 13．0�
47 イワネコゴシキ 牡5青鹿57 武藤 雅丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 506－ 81：47．3� 110．4�
34 
 インペリアルエア �6黒鹿57 菅原 明良岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 482－ 3 〃 アタマ 92．7�
11 ペイシャリルキス �5鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 498＋ 61：47．51� 63．9�
23 タイセイビルダー 牡5栗 57 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム B526－ 81：47．6クビ 11．2�
712 フラッグアドミラル 牡7黒鹿57 吉田 豊岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 476＋ 41：48．13 15．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，807，100円 複勝： 79，978，200円 枠連： 25，731，800円
馬連： 116，077，100円 馬単： 42，679，900円 ワイド： 96，717，300円
3連複： 202，367，500円 3連単： 210，199，200円 計： 821，558，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 670円 � 470円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 8，130円 馬 単 �� 13，240円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，710円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 42，320円 3 連 単 ��� 199，460円

票 数

単勝票数 計 478071 的中 � 55141（3番人気）
複勝票数 計 799782 的中 � 96499（3番人気）� 28307（10番人気）� 42738（8番人気）
枠連票数 計 257318 的中 （5－6） 47857（1番人気）
馬連票数 計1160771 的中 �� 11055（29番人気）
馬単票数 計 426799 的中 �� 2417（50番人気）
ワイド票数 計 967173 的中 �� 8929（35番人気）�� 14809（21番人気）�� 4962（58番人気）
3連複票数 計2023675 的中 ��� 3586（131番人気）
3連単票数 計2101992 的中 ��� 764（626番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．6―12．6―12．4―12．2―12．7―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．8―42．4―54．8―1：07．0―1：19．7―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
8（12，15）－（3，11）10，2，13，5，4（14，9）（1，6）7・（8，12）（3，15，11）－10（2，13）4（5，14，9）－7（1，6）

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

勝馬の
紹 介

カウンターエア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．1．5 京都14着

2016．4．22生 �5鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 14戦3勝 賞金 36，195，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔制裁〕 ポップフランセ号の騎手幸英明は，競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り過怠金30，000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。
（非当選馬） 1頭 マーキュリーセブン号
（非抽選馬） 2頭 ノーザンヴィグラス号・ファイナルマズル号

18022 7月4日 小雨 良 （3福島1） 第2日 第10競走 ��
��1，200�さくらんぼ特別

発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

福島市長賞（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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．4

良
良

22 � ライバーバード 牡7芦 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B518± 01：08．9 4．5�

710� ジャスパージャック 牡5鹿 57 岩田 望来加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas
Park Stud B540＋ 91：09．11	 18．6�

812 ゲンパチアイアン 牡4鹿 57 津村 明秀平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 474－121：09．31
 10．5�
55 セイドアモール 牝5鹿 55 菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム B508－10 〃 アタマ 10．5�

44 オジョーノキセキ 牝6鹿 55 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 508－101：09．4クビ 4．5�
33 � ドリームジャンボ 牝6鹿 55 杉原 誠人	ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 484－ 41：09．82	 49．2

79 バカラクイーン 牝5栗 55 藤田菜七子	三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 476－ 61：10．11� 8．2�
811 バスクベレー 5鹿 57 丸山 元気吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 468± 01：10．41	 4．9�
67 カンタベリーマッハ 牡3鹿 54 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 502－ 41：10．72 9．2
11 ウインオルビット 牡6鹿 57 武藤 雅�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B494＋ 2 〃 アタマ 98．4�
56 ストラトスフィア 牝5鹿 55 吉田 隼人�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 480＋ 61：10．8� 11．2�
68 � ケイティディライト 牝4鹿 55 江田 照男瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 454± 01：10．9	 77．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，698，300円 複勝： 72，325，300円 枠連： 26，241，300円
馬連： 135，951，700円 馬単： 50，801，800円 ワイド： 88，558，000円
3連複： 194，642，000円 3連単： 227，447，500円 計： 846，665，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 470円 � 310円 枠 連（2－7） 1，430円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 7，430円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 900円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 82，490円

票 数

単勝票数 計 506983 的中 � 90092（1番人気）
複勝票数 計 723253 的中 � 134168（1番人気）� 33797（9番人気）� 56092（6番人気）
枠連票数 計 262413 的中 （2－7） 14176（8番人気）
馬連票数 計1359517 的中 �� 25835（22番人気）
馬単票数 計 508018 的中 �� 5128（41番人気）
ワイド票数 計 885580 的中 �� 15363（23番人気）�� 26184（11番人気）�� 8962（35番人気）
3連複票数 計1946420 的中 ��� 9877（65番人気）
3連単票数 計2274475 的中 ��� 1999（366番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―11．4―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．0―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライバーバード �
�
父 The Factor �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2016．11．26 東京7着

2014．4．13生 牡7芦 母 Broadway Lullaby 母母 Rich Find 33戦4勝 賞金 72，256，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。

２レース目



18023 7月4日 小雨 稍重 （3福島1） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第70回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，2．7．4以降3．6．27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

ラジオNIKKEI賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

12 ヴァイスメテオール 牡3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：48．0 7．8�
510 ワールドリバイバル 牡3鹿 53 津村 明秀鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 502－ 41：48．42� 25．0�
714 ノースブリッジ 牡3鹿 54 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 494＋141：48．61 11．0�
611 タ イ ソ ウ 牡3栗 53 三浦 皇成中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 山野牧場 510＋ 2 〃 アタマ 15．4�
47 シュヴァリエローズ 牡3鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：48．91� 7．6�
35 ボ ー デ ン 牡3鹿 55 武藤 雅吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 ハナ 4．8	
24 プレイイットサム 牡3芦 54 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 506－101：49．0� 10．4

612 アイコンテーラー 牝3栗 51 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 458＋ 2 〃 アタマ 38．7�
36 リッケンバッカー 牡3鹿 56 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 470＋ 4 〃 アタマ 6．6�
816 ヴェイルネビュラ 牡3鹿 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 ハナ 35．4
713 ワ ザ モ ノ 牡3鹿 53 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 486－ 41：49．1クビ 77．5�
23 アサマノイタズラ 牡3黒鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 502＋ 8 〃 クビ 9．5�
59 スペシャルドラマ 牡3鹿 53 戸崎 圭太大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 514＋ 6 〃 ハナ 18．9�
815 グランオフィシエ 牡3鹿 53 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 458－ 21：49．2� 13．1�
11 デルマセイシ 牝3青鹿51 菅原 明良浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋ 81：49．52 54．2�
48 ロードトゥフェイム 牡3鹿 53 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 486＋161：49．81� 42．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 289，658，500円 複勝： 370，111，400円 枠連： 170，711，700円 馬連： 828，416，300円 馬単： 270，100，000円
ワイド： 587，393，600円 3連複： 1，673，791，800円 3連単： 1，777，605，700円 5重勝： 822，202，800円 計： 6，789，991，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 820円 � 410円 枠 連（1－5） 5，330円

馬 連 �� 11，530円 馬 単 �� 20，830円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 1，700円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 41，850円 3 連 単 ��� 316，180円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／福島10R／函館11R／小倉11R／福島11R

キャリーオーバー なし����� 597，030円

票 数

単勝票数 計2896585 的中 � 295784（4番人気）
複勝票数 計3701114 的中 � 392345（3番人気）� 106679（12番人気）� 235451（8番人気）
枠連票数 計1707117 的中 （1－5） 24784（28番人気）
馬連票数 計8284163 的中 �� 55676（45番人気）
馬単票数 計2701000 的中 �� 9721（90番人気）
ワイド票数 計5873936 的中 �� 50675（42番人気）�� 90559（20番人気）�� 34605（57番人気）
3連複票数 計16737918 的中 ��� 29991（153番人気）
3連単票数 計17776057 的中 ��� 4076（1134番人気）
5重勝票数 計8222028 的中 ����� 964

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．6―48．1―1：00．7―1：12．8―1：24．6―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァイスメテオール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．10．18 東京1着

2018．2．28生 牡3鹿 母 シャトーブランシュ 母母 ブランシェリー 5戦3勝 賞金 61，567，000円
※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 ジュンブルースカイ号

18024 7月4日 小雨 稍重 （3福島1） 第2日 第12競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （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
1：43．1
1：40．9

不良
重

713 マイネルレンカ 牡7黒鹿 57
54 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 470－ 21：46．6 18．8�
58 � ベッサメモー 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 和子氏 小手川 準 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

530＋ 61：47．45 29．9�
610 ボイラーハウス 牡3鹿 54 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 496＋ 2 〃 クビ 4．9�
34 ホウオウセレシオン 牡4黒鹿57 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 クビ 7．4�
815 ナリノペッパー 牡3芦 54

51 ▲永野 猛蔵成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484＋101：47．5アタマ 11．9�
814� フ ジ コ ウ キ 牡4芦 57

56 ☆木幡 育也荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 456－151：47．81� 115．3	
11 サンキューレター 牡3栗 54 三浦 皇成 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新冠 村上 雅規 478± 01：47．9	 4．7

59 � キースペシャル 牡5栗 57 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 480－ 91：48．11	 13．2�
611� フォーキャスト 牡4鹿 57 吉田 豊村野 康司氏 戸田 博文 日高 下河辺牧場 536－ 21：48．2	 69．0�
46 � レ ゴ リ ス 
5黒鹿57 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 B478－ 21：48．3	 34．9
47 プンタアレナス 
3芦 54 野中悠太郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：48．72	 7．7�
22 フォーチュネイト 
4鹿 57 武士沢友治小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 B428± 0 〃 クビ 50．8�
23 � リネンコジーン 牡6芦 57 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 482－ 21：49．65 132．4�
35 ホウオウルバン 牡3黒鹿54 戸崎 圭太小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 526＋101：52．9大差 8．0�
712 トミケンレゲンダ 牡4鹿 57 石橋 脩富樫アキ子氏 大和田 成 新冠 村上牧場 476＋ 61：53．32	 8．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 119，766，000円 複勝： 165，295，000円 枠連： 59，184，900円
馬連： 252，651，200円 馬単： 93，788，900円 ワイド： 220，254，000円
3連複： 439，787，000円 3連単： 504，704，800円 計： 1，855，431，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 390円 � 600円 � 210円 枠 連（5－7） 2，690円

馬 連 �� 15，770円 馬 単 �� 37，100円

ワ イ ド �� 3，800円 �� 1，220円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 27，180円 3 連 単 ��� 263，240円

票 数

単勝票数 計1197660 的中 � 50839（9番人気）
複勝票数 計1652950 的中 � 105118（8番人気）� 62365（10番人気）� 250195（2番人気）
枠連票数 計 591849 的中 （5－7） 16990（14番人気）
馬連票数 計2526512 的中 �� 12415（50番人気）
馬単票数 計 937889 的中 �� 1896（117番人気）
ワイド票数 計2202540 的中 �� 14681（47番人気）�� 47812（13番人気）�� 23896（33番人気）
3連複票数 計4397870 的中 ��� 12134（107番人気）
3連単票数 計5047048 的中 ��� 1390（854番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．1―12．9―12．8―12．4―12．6―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．5―43．4―56．2―1：08．6―1：21．2―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
・（8，14）（6，11）7（10，13）－1，15，9（3，4，12）－2－5
8（14，11）（6，13）－（1，7，15，4，2）（9，10）－3，12＝5

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

勝馬の
紹 介

マイネルレンカ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．8．20 新潟12着

2014．5．15生 牡7黒鹿 母 ラビングトスカーナ 母母 アンファテュエ 45戦2勝 賞金 37，860，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウルバン号・トミケンレゲンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月
4日まで平地競走に出走できない。

５レース目



（3福島1）第2日 7月4日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

233，120，000円
25，880，000円
1，640，000円
27，720，000円
73，488，500円
5，084，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
854，539，300円
1，121，828，800円
396，392，500円
1，893，590，500円
709，301，900円
1，444，532，300円
3，357，633，700円
3，721，663，400円
822，202，800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
5 重 勝
計 14，321，685，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第 1回福島競馬第 2日は，お客様エリアの復旧工事のため，無観客で開催を実施した。
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