
18025 7月10日 曇 不良 （3福島1） 第3日 第1競走 ��1，150�2歳未勝利
発走10時10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
1：07．4
1：07．4

不良
不良

11 ナックドロップス 牝2鹿 54 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456－141：09．0 82．0�
67 モ ネ 牝2栗 54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 454－ 41：09．21� 3．5�
44 ボルタドマール 牡2鹿 54 丸山 元気今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 クビ 5．1�
810 ルクスランページ 牡2栗 54 田辺 裕信�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 466－ 61：09．41 8．1�
33 グ ル ー ト ン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 和田 勇介 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 464－ 21：09．5� 11．7�
55 トーセンコップ 牡2栗 54

53 ☆菅原 明良島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 482＋161：09．92� 30．3


79 ハロースクロール 牝2黒鹿54 嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 422＋ 21：10．0クビ 3．0�
78 デエスデュヴァン 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 418＋ 21：10．21� 24．9
22 クリスタルウエイ 牡2栗 54

52 ◇藤田菜七子岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 456－ 21：10．52 84．4�
811 ル ピ コ ラ 牝2栗 54 M．デムーロディアレストクラブ� 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：10．81� 19．5�
66 ダイチラファール 牡2黒鹿54 的場 勇人服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 432± 01：11．43� 35．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，510，500円 複勝： 47，352，400円 枠連： 8，119，500円
馬連： 53，748，200円 馬単： 26，302，300円 ワイド： 47，124，200円
3連複： 84，039，000円 3連単： 100，743，800円 計： 403，939，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，200円 複 勝 � 1，540円 � 150円 � 210円 枠 連（1－6） 12，330円

馬 連 �� 16，830円 馬 単 �� 46，960円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 4，870円 �� 400円

3 連 複 ��� 21，120円 3 連 単 ��� 194，770円

票 数

単勝票数 計 365105 的中 � 3779（10番人気）
複勝票数 計 473524 的中 � 5419（11番人気）� 109587（2番人気）� 60139（3番人気）
枠連票数 計 81195 的中 （1－6） 510（24番人気）
馬連票数 計 537482 的中 �� 2475（34番人気）
馬単票数 計 263023 的中 �� 420（79番人気）
ワイド票数 計 471242 的中 �� 2599（37番人気）�� 2328（39番人気）�� 33731（2番人気）
3連複票数 計 840390 的中 ��� 2984（59番人気）
3連単票数 計1007438 的中 ��� 375（406番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．2―11．8―12．7―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．4―43．2―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナックドロップス �
�
父 ザファクター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．6 東京15着

2019．4．3生 牝2鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 2戦1勝 賞金 5，100，000円

18026 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3日 第2競走 ��1，200�2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
1：08．5
1：07．5

良
良

68 ベルウッドブラボー 牡2鹿 54 M．デムーロ鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット
ファーム 462－ 21：10．0 1．5�

79 ニシノラーナ 牝2鹿 54 野中悠太郎西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 476－101：10．21� 7．4�
44 マブセレナード 牝2青鹿54 三浦 皇成マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 41：10．41� 11．4�
56 フレンドプリンセス 牝2鹿 54 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 428－ 21：11．25 124．5�
710 アンサングヒーロー 牡2鹿 54 津村 明秀 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 458＋ 21：11．3� 16．1�
11 キチロクハニー 牝2青鹿54 石川裕紀人山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440－161：11．61� 8．6	
811 ナ ム ラ ダ グ 牡2芦 54 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 418＋ 61：12．02� 128．2

812 カルラファクター 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新冠 山岡牧場 432－ 81：12．21� 37．2�
67 イデアノキセキ 牡2青鹿54 丸山 元気益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 430± 01：12．3� 26．2�
22 ビップアクア 牝2栗 54 吉田 豊鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 448－ 4 〃 クビ 14．7
33 カンタベリールビー 牝2鹿 54 岩部 純二峰 哲馬氏 柄崎 孝 新ひだか 藤吉牧場 414－ 41：12．93� 253．7�
55 テンクウハン 牡2栗 54 田辺 裕信横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 高橋 義浩 456± 0 （競走中止） 42．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，514，100円 複勝： 133，880，500円 枠連： 10，726，900円
馬連： 48，141，200円 馬単： 31，022，100円 ワイド： 44，086，100円
3連複： 74，018，700円 3連単： 115，248，300円 計： 493，637，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 220円 �� 240円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 365141 的中 � 187477（1番人気）
複勝票数 計1338805 的中 � 1019653（1番人気）� 70812（2番人気）� 54458（3番人気）
枠連票数 計 107269 的中 （6－7） 28875（1番人気）
馬連票数 計 481412 的中 �� 69803（1番人気）
馬単票数 計 310221 的中 �� 35593（1番人気）
ワイド票数 計 440861 的中 �� 57901（1番人気）�� 48805（2番人気）�� 12040（9番人気）
3連複票数 計 740187 的中 ��� 43915（2番人気）
3連単票数 計1152483 的中 ��� 26008（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―11．7―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―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4F47．2―3F36．2
3 4，2－（1，8，12）（9，5，10）（6，11，7）＝3 4 4－（2，8）1，9（6，10，12）7，11＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベルウッドブラボー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ヨハネスブルグ デビュー 2021．6．12 東京3着

2019．3．5生 牡2鹿 母 マチャプチャレ 母母 テンシノキセキ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔競走中止〕 テンクウハン号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。

第１回 福島競馬 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



18027 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3日 第3競走 ��2，600�3歳未勝利
発走11時15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
2：37．3
2：35．1

良
良

24 ギ ン ノ サ ジ 牝3青鹿54 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 42：45．4 6．0�

714 ジュエルケイヴ 牝3栗 54 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 446＋ 22：45．5クビ 17．0�
47 レキオノユメ 牡3黒鹿56 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 日高 出口牧場 488± 0 〃 クビ 2．0�
11 � スカイシーカー �3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 小島 茂之 愛 Bernard

Cooke 490－202：46．03 69．6�
48 レアンカルナシオン 牡3青鹿56 津村 明秀 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B554－ 4 〃 ハナ 6．8�
12 コ タ 牡3青鹿56 江田 照男小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B456－ 22：46．63� 22．6	
815 リオアビセオ 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也�G1レーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 クビ 93．3

816 アランチャロッサ 牝3青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：47．77 39．4�
59 シザースフェイント �3青鹿 56

54 ◇藤田菜七子�G1レーシング 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474± 02：47．8� 166．6

35 サツキティアラ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ
アーム 468＋122：47．9� 48．6�

36 シクラメンテソーロ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 帰山 清貴 432－162：48．11 275．4�
23 リアンデュソン 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 556＋ 62：48．2� 13．1�
510 ケイツーフォリント 牡3黒鹿56 武士沢友治楠本 勝美氏 清水 英克 浦河 帰山 清貴 B512－102：48．62� 157．1�
611 プレイマウント 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 512－102：48．7クビ 50．0�
612 ダノンヴェロシティ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 448－ 22：50．6大差 6．6�
713 サトノミューズ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 奥村 武 千歳 社台ファーム 424－10 （競走中止） 52．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，330，200円 複勝： 49，804，400円 枠連： 13，911，000円
馬連： 54，416，600円 馬単： 24，477，300円 ワイド： 49，935，800円
3連複： 85，645，500円 3連単： 95，206，700円 計： 408，727，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 300円 � 130円 枠 連（2－7） 2，110円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 8，850円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 300円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 26，210円

票 数

単勝票数 計 353302 的中 � 46788（2番人気）
複勝票数 計 498044 的中 � 59226（4番人気）� 31859（6番人気）� 141386（1番人気）
枠連票数 計 139110 的中 （2－7） 5107（7番人気）
馬連票数 計 544166 的中 �� 8818（13番人気）
馬単票数 計 244773 的中 �� 2074（29番人気）
ワイド票数 計 499358 的中 �� 9054（14番人気）�� 47678（2番人気）�� 26980（4番人気）
3連複票数 計 856455 的中 ��� 20853（7番人気）
3連単票数 計 952067 的中 ��� 2633（70番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．3―13．4―13．5―12．7―13．7―13．4―12．5―11．6―12．0―11．8―12．2

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�
13．1―25．3―38．6―52．0―1：05．5―1：18．2―1：31．9―1：45．3―1：57．8―2：09．4―2：21．4―2：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．6―3F36．0
1
�
3，4（6，5）（2，10）（1，8）12，7，15，14，11，13－（16，9）・（4，5）（3，8）（6，10，7）2（1，12）14（15，13）16，11－9

2
�

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

勝馬の
紹 介

ギ ン ノ サ ジ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．11．15 阪神8着

2018．5．26生 牝3青鹿 母 マイネジャンヌ 母母 イットウリョウダン 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔競走中止〕 サトノミューズ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ダノンヴェロシティ号は，4コーナーで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。
〔3走成績による出走制限〕 ケイツーフォリント号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月10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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ショウナンラッキー号・スパークフューチャ号・ベルベデール号・マリノアルカディア号・レッドアスラン号
（非抽選馬） 2頭 コスモオニアシゲ号・ショレアドルチェ号

18028 7月10日 曇 不良 （3福島1） 第3日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11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
1：43．1
1：40．9

不良
重

59 ピュアブラッド �3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－121：46．9 6．0�

22 ジ ジ 牡3鹿 56
53 ▲原 優介林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 482－ 4 〃 クビ 3．8�

34 トーセンマーク 牡3栗 56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 504－12 〃 アタマ 65．8�

815 ボルゾーバー 牡3鹿 56 M．デムーロ尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ
アーム 458－ 41：47．0� 4．2�

46 メイプルエクセル 牡3栗 56 丸田 恭介節 英司氏 南田美知雄 平取 スガタ牧場 522＋ 21：47．32 4．6	
610 カラーオブウィンド �3栗 56 嶋田 純次平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478－201：47．5� 124．8

611 ジ ョ ッ ト 牡3鹿 56 三浦 皇成海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 61：47．82 10．2�
23 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 448－ 61：47．9クビ 47．8
814 キタノプレアー 牡3栗 56 木幡 巧也北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 460－ 21：48．64 92．7�
713 サクラトップクロス 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 438＋ 4 〃 クビ 214．4�
47 カ ル ナ ッ ク 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 548－ 2 〃 アタマ 7．5�
58 セブンパワー �3鹿 56 江田 照男前迫 義幸氏 武井 亮 平取 北島牧場 B462－121：49．45 113．0�
11 フィールファイン 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗石川 眞実氏 大和田 成 新ひだか 佐藤 鉄也 424＋121：49．82� 280．9�
712 サトノボンズ 牡3栗 56 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム B464＋ 41：51．6大差 13．7�
35 バトルフロント 牡3黒鹿56 武士沢友治ライオンレースホース� 本間 忍 安平 ノーザンファーム 480－12 〃 クビ 340．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，963，500円 複勝： 69，129，300円 枠連： 11，814，400円
馬連： 70，258，100円 馬単： 30，929，300円 ワイド： 65，830，900円
3連複： 110，960，200円 3連単： 117，700，500円 計： 520，586，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 170円 � 710円 枠 連（2－5） 860円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，660円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 8，750円 3 連 単 ��� 32，440円

票 数

単勝票数 計 439635 的中 � 57925（4番人気）
複勝票数 計 691293 的中 � 89448（4番人気）� 133002（1番人気）� 18855（9番人気）
枠連票数 計 118144 的中 （2－5） 10549（4番人気）
馬連票数 計 702581 的中 �� 67364（1番人気）
馬単票数 計 309293 的中 �� 13010（5番人気）
ワイド票数 計 658309 的中 �� 57686（1番人気）�� 5853（27番人気）�� 9467（19番人気）
3連複票数 計1109602 的中 ��� 9502（29番人気）
3連単票数 計1177005 的中 ��� 2630（120番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．1―31．0―43．7―56．5―1：08．8―1：21．4―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ピュアブラッド �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．16 新潟11着

2018．1．28生 �3鹿 母 クィーンアマポーラ 母母 リトルアマポーラ 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 ジジ号の騎手原優介は，最後の直線コース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10，000円。

（被害馬：11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。
（非抽選馬） 3頭 アレッサンドロ号・フェイダウェイ号・マサカウマザンマイ号



18029 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3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

22 オンリーオピニオン 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 476 ―1：51．9 2．9�

44 シエラプリンセサ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 上原 博之 浦河 桑田牧場 430 ―1：52．43 3．9�
79 プラウドオブユー 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 前野牧場 394 ― 〃 クビ 20．2�
811 キャビランテ 牡2黒鹿54 M．デムーロ TNレースホース宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：53．03� 11．0�
33 ラインメッセージ 牡2鹿 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 474 ― 〃 クビ 19．7�
55 ベアビリーブ 牝2青 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：53．2� 46．6	
812 ミユキアイラブユー 牡2鹿 54 田辺 裕信長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 536 ―1：53．62� 12．4

68 ロルバーンスカイ 牡2鹿 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 436 ―1：53．92 27．9�
56 モンタナアゲート 牡2黒鹿54 津村 明秀吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 530 ―1：54．0� 6．5�
67 タケデンフォワード 牡2芦 54 木幡 初也武市 一宏氏 武市 康男 新ひだか 藤巻 則弘 478 ―1：54．85 65．9
11 ファディッシュ 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 436 ―1：55．01 28．7�
710 カ イ タ ロ ー 牡2青鹿54 丸山 元気本田 恒雄氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 458 ―1：55．42� 14．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，063，100円 複勝： 45，416，800円 枠連： 11，531，300円
馬連： 58，190，700円 馬単： 25，993，900円 ワイド： 50，046，600円
3連複： 84，773，600円 3連単： 92，271，300円 計： 417，287，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 350円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，090円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 490631 的中 � 137624（1番人気）
複勝票数 計 454168 的中 � 100689（1番人気）� 95226（2番人気）� 22817（8番人気）
枠連票数 計 115313 的中 （2－4） 12556（1番人気）
馬連票数 計 581907 的中 �� 81096（1番人気）
馬単票数 計 259939 的中 �� 17967（1番人気）
ワイド票数 計 500466 的中 �� 51570（1番人気）�� 10931（16番人気）�� 9134（21番人気）
3連複票数 計 847736 的中 ��� 20689（6番人気）
3連単票数 計 922713 的中 ��� 5977（15番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．6―13．4―12．4―11．9―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．1―51．5―1：03．9―1：15．8―1：27．9―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―3F36．1
1
3
2（4，6）（3，5，8）（10，7）（9，11）－（1，12）・（2，4）（3，6，8）（5，10，11）9（7，12）－1

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

勝馬の
紹 介

オンリーオピニオン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アイルハヴアナザー 初出走

2019．4．4生 牝2芦 母 オ ピ ニ オ ン 母母 アドマイヤオンリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18030 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走13時05分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

712 フミバレンタイン 牝2青鹿54 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460 ―1：10．4 4．3�
814 コスモプルエバ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 424 ― 〃 アタマ 4．3�
813 ロージーグロウ 牝2鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ―1：10．61� 8．0�
46 ヒストリックノヴァ 牝2鹿 54 田辺 裕信星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 486 ―1：10．81� 2．7�
45 ハーディローズ 牝2栗 54 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424 ―1：11．01� 22．6�
33 ア カ ザ 牝2鹿 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 むかわ 上水牧場 434 ―1：11．95 38．6	
69 ソーメニーサンクス 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 420 ―1：12．0� 146．6

34 ネ ネ 牝2栗 54 木幡 巧也高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 440 ―1：12．1� 15．4�
57 ク ラ ー ラ 牝2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 444 ― 〃 クビ 169．6�
11 パ ン ケ ー キ 牝2青 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 416 ―1：12．52� 31．7
58 キタノドーベル 牝2黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 440 ―1：12．6� 144．8�
711 ト ゥ ワ イ ス 牝2芦 54

51 ▲原 優介�野 智博氏 田中 剛 新冠 イワミ牧場 382 ―1：13．55 25．7�
22 ネオヒロイン 牝2鹿 54 菅原 隆一西田 俊二氏 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 462 ― 〃 ハナ 128．5�
610 ピンクシャローム 牝2鹿 54 野中悠太郎薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 430 ―1：14．99 76．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，243，800円 複勝： 38，143，500円 枠連： 12，874，800円
馬連： 51，024，800円 馬単： 23，422，500円 ワイド： 40，648，700円
3連複： 74，527，400円 3連単： 85，673，900円 計： 369，559，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 160円 � 190円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 380円 �� 550円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 8，190円

票 数

単勝票数 計 432438 的中 � 83240（3番人気）
複勝票数 計 381435 的中 � 66243（2番人気）� 63130（3番人気）� 46379（4番人気）
枠連票数 計 128748 的中 （7－8） 20035（2番人気）
馬連票数 計 510248 的中 �� 42991（3番人気）
馬単票数 計 234225 的中 �� 9123（7番人気）
ワイド票数 計 406487 的中 �� 28311（3番人気）�� 18117（7番人気）�� 22814（4番人気）
3連複票数 計 745274 的中 ��� 35803（4番人気）
3連単票数 計 856739 的中 ��� 7580（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フミバレンタイン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Raven’s Pass 初出走

2019．2．14生 牝2青鹿 母 エラクレーア 母母 Elle Gala 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンクシャローム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月10日まで平地競

走に出走できない。



18031 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13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
1：45．3
1：43．8

良
良

714 メイレンシュタイン 牡3栗 56 木幡 巧也 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450± 01：48．7 14．5�

611 マイネルダグラス 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 41：48．8� 10．2�

713� バラードインミラノ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊
Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

430± 01：49．43� 3．7�
612 ロジモーリス 牝3鹿 54 三浦 皇成久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486± 01：49．61� 2．8�
12 フレーズメーカー 牡3青鹿56 内田 博幸山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 笠松牧場 482－ 61：49．7� 61．2	
59 アルバトリア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 426＋ 21：49．91� 24．5

48 ユ ペ ー ル 牝3鹿 54 江田 照男�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋201：50．0� 199．9�
510 スーパービーム 牡3芦 56 石橋 脩平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 492－101：50．31� 5．1�
23 フ ル フ ィ ル 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵大塚 亮一氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 456－ 21：50．4� 18．1
36 ケイアイイモーテル 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 高昭牧場 458＋ 41：50．72 11．5�
815 ジュンハイビスカス 牝3芦 54 吉田 豊河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 450＋181：50．8� 276．6�
24 イカロスカフェ 牡3黒鹿56 柴田 善臣西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 486 ― 〃 クビ 41．8�
35 � コスモアピール 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 B H King B490＋101：51．11� 193．3�
11 ベルリナーレ 牡3黒鹿56 石川裕紀人�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 522 ― 〃 クビ 58．0�
47 ヴ ィ ス ナ ー 牝3青鹿54 野中悠太郎西 浩明氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 434＋ 61：52．58 105．3�
816 ワンダーポケット 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也下河邉行信氏 伊藤 伸一 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 454 ―1：52．71� 274．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，217，300円 複勝： 55，039，600円 枠連： 14，834，200円
馬連： 66，716，700円 馬単： 28，320，300円 ワイド： 58，593，700円
3連複： 104，476，200円 3連単： 110，154，800円 計： 478，352，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 340円 � 300円 � 170円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 13，840円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 770円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 65，240円

票 数

単勝票数 計 402173 的中 � 22179（6番人気）
複勝票数 計 550396 的中 � 37233（6番人気）� 43461（4番人気）� 100758（2番人気）
枠連票数 計 148342 的中 （6－7） 30759（1番人気）
馬連票数 計 667167 的中 �� 8988（19番人気）
馬単票数 計 283203 的中 �� 1534（44番人気）
ワイド票数 計 585937 的中 �� 6832（23番人気）�� 19950（7番人気）�� 21027（5番人気）
3連複票数 計1044762 的中 ��� 11791（20番人気）
3連単票数 計1101548 的中 ��� 1224（195番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．9―11．8―12．0―12．2―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．5―47．3―59．3―1：11．5―1：23．5―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイレンシュタイン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．23 新潟6着

2018．5．16生 牡3栗 母 ヴァイスゴルト 母母 ゴールデンサッシュ 7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カイトエイティー号・クラブジャズ号・ゲットオン号・ファビュラスノヴァ号・ペガサステソーロ号

18032 7月10日 曇 重 （3福島1） 第3日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）

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
1：43．1
1：40．9

不良
重

33 プレフェリータ 牝3鹿 52
49 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 468－ 61：44．5 15．4�

58 ナーシサステソーロ 牝4芦 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 454＋ 61：45．88 35．3�

11 デリシュレーヌ 牝3青鹿52 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 466－ 81：46．01� 5．9�
711 アドアステラ 牝5栗 55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B456－ 21：46．31� 5．1�
814 ジンジャーブラッド 牝3黒鹿52 丸山 元気小川眞査雄氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 536－121：46．72� 3．7	
46 ジェイエルフラッグ 牝5青鹿55 木幡 巧也橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450＋ 81：46．9� 179．0

69 カフェプリンセス 牝3鹿 52 柴田 善臣西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 472± 01：47．0� 10．3�
22 メデタシメデタシ 牝4鹿 55 内田 博幸堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 140．3�
813 スティルライフ 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 脩斗藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 456± 0 〃 クビ 5．9
45 ネオヴィットーリア 牝7黒鹿55 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 458－ 21：47．21� 103．7�
712 ラ マ ト リ ス 牝4芦 55 三浦 皇成吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546＋ 41：47．62 49．8�
34 ミュアウッズ 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 568－ 41：47．7� 6．3�
57 ジュラメント 牝3黒鹿52 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 416－ 21：47．8� 18．4�
610� ホウオウサマンサ 牝6栗 55

52 ▲原 優介小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B480＋121：48．22� 145．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 44，099，200円 複勝： 70，367，300円 枠連： 17，591，200円
馬連： 75，703，000円 馬単： 30，808，100円 ワイド： 69，161，000円
3連複： 119，920，400円 3連単： 120，856，100円 計： 548，506，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 460円 � 690円 � 200円 枠 連（3－5） 2，310円

馬 連 �� 18，150円 馬 単 �� 30，160円

ワ イ ド �� 5，040円 �� 1，460円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 35，320円 3 連 単 ��� 278，160円

票 数

単勝票数 計 440992 的中 � 22898（7番人気）
複勝票数 計 703673 的中 � 37118（8番人気）� 23109（9番人気）� 110294（3番人気）
枠連票数 計 175912 的中 （3－5） 5891（10番人気）
馬連票数 計 757030 的中 �� 3232（40番人気）
馬単票数 計 308081 的中 �� 766（79番人気）
ワイド票数 計 691610 的中 �� 3480（41番人気）�� 12460（21番人気）�� 5983（34番人気）
3連複票数 計1199204 的中 ��� 2546（99番人気）
3連単票数 計1208561 的中 ��� 315（658番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―42．7―55．5―1：07．1―1：19．3―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．4
1
3
3，14－4（8，9）－（6，10）13（2，12，11）7（5，1）
3，14（4，9）8，11－（6，13，12）（2，10，1）7－5

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

勝馬の
紹 介

プレフェリータ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．11．1 東京9着

2018．3．2生 牝3鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 6戦2勝 賞金 13，430，000円



18033 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3日 第9競走 ��
��2，000�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走14時35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

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

44 ワールドスケール 牡4鹿 57 戸崎 圭太�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 466－ 42：00．8 2．0�
22 ハギノアレス 牡7鹿 57 武藤 雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 524－ 62：01．43	 9．3�
11 カ リ ン カ 牝6黒鹿55 田辺 裕信寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 420－ 82：01．82	 2．8�
88 ブレーヴユニコーン 牡5青鹿57 江田 照男諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 524－122：02．11	 17．4�
55 ヴァンベールシチー 
7栗 57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 420± 02：02．52	 53．9	
66 コスモスタック 牡4黒鹿57 小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 470± 02：02．71 6．0

77 ショワドゥロワ 牡7黒鹿57 丸山 元気村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B510± 0 〃 クビ 25．7�
33 サイモンサーマル 
6鹿 57 藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 492＋122：03．87 109．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，531，400円 複勝： 47，476，900円 枠連： 発売なし
馬連： 62，403，600円 馬単： 34，478，100円 ワイド： 42，926，300円
3連複： 79，645，400円 3連単： 179，854，700円 計： 487，316，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 240円 �� 140円 �� 310円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，830円

票 数

単勝票数 計 405314 的中 � 161995（1番人気）
複勝票数 計 474769 的中 � 225682（1番人気）� 38036（4番人気）� 99040（2番人気）
馬連票数 計 624036 的中 �� 60713（3番人気）
馬単票数 計 344781 的中 �� 21868（4番人気）
ワイド票数 計 429263 的中 �� 39713（3番人気）�� 102680（1番人気）�� 28064（4番人気）
3連複票数 計 796454 的中 ��� 100016（2番人気）
3連単票数 計1798547 的中 ��� 45960（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―24．2―35．5―47．8―59．6―1：11．3―1：23．0―1：35．6―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．8
1
3
6－5（2，7）4－（1，8）3
6＝7，4（5，2）－（1，8）－3

2
4
6＝5，7，2，4（1，8）3
6－4（7，2）－5，8，1＝3

勝馬の
紹 介

ワールドスケール 
�
父 ワールドエース 

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．12．14 阪神8着

2017．3．14生 牡4鹿 母 アモーレヴォレ 母母 ダンシングハピネス 11戦3勝 賞金 42，478，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

18034 7月10日 曇 重 （3福島1） 第3日 第10競走 ��
��1，700�い わ き 特 別

発走15時10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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

712 メイショウムラクモ 牡3鹿 54 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 470－ 81：44．3 1．8�
815 ディールクルム 牡3栗 54 内田 博幸�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 514＋ 61：45．57 6．9�
46 アベックフォルス 牡4鹿 57 田辺 裕信田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 480－ 6 〃 クビ 59．7�
610 ロンゴノット 牡4青 57 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504－ 41：45．81� 7．1�
58 	 ヤークトボマー 牡5栗 57 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム B474－ 41：46．11
 82．5�
23 フーズサイド 牡5黒鹿57 石川裕紀人西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 502＋ 2 〃 クビ 32．9	
713 ピースマッチング 牡3芦 54 戸崎 圭太 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B460－ 21：46．31 5．0�
11 ヴォートルエロー 牡4鹿 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 484± 01：46．83 20．1�
611 ブリッツェンシチー �5鹿 57 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 512－301：47．01 82．0
59 グ ロ グ ラ ン 牝6栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 B488＋141：47．1� 70．5�
814 テンワールドレイナ 牝6栗 55 丸山 元気天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 482± 01：47．31� 69．5�
34 ポートロイヤル �5黒鹿57 武藤 雅 
社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458－ 21：47．72� 72．3�
22 グラデュエイト 牡6青鹿57 永野 猛蔵阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 B502－ 81：47．91 48．5�
47 マイネルアプラウス 牡5黒鹿57 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 508＋ 41：48．0� 132．5�
35 	 ココリモアナ 牝6鹿 55 菅原 明良美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 458－ 21：49．38 34．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，721，100円 複勝： 102，207，800円 枠連： 27，789，700円
馬連： 123，420，700円 馬単： 60，349，400円 ワイド： 93，559，700円
3連複： 197，160，400円 3連単： 283，205，800円 計： 945，414，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 700円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，460円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 17，840円

票 数

単勝票数 計 577211 的中 � 253586（1番人気）
複勝票数 計1022078 的中 � 469579（1番人気）� 108693（3番人気）� 18062（10番人気）
枠連票数 計 277897 的中 （7－8） 54074（1番人気）
馬連票数 計1234207 的中 �� 185027（2番人気）
馬単票数 計 603494 的中 �� 71040（2番人気）
ワイド票数 計 935597 的中 �� 97456（2番人気）�� 15229（12番人気）�� 4514（44番人気）
3連複票数 計1971604 的中 ��� 19332（22番人気）
3連単票数 計2832058 的中 ��� 11504（49番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．1―42．5―54．6―1：06．5―1：18．9―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウムラクモ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．12 中山15着

2018．3．31生 牡3鹿 母 ノースパストラル 母母 ブランピュール 7戦3勝 賞金 38，707，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4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） 3頭 エメラルスター号・ファイナルマズル号・ラヴィンフォール号



18035 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3日 第11競走 ��2，000�
あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，2．7．11以降3．7．4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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

45 エフェクトオン 牡5黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 450＋ 62：01．2 7．6�
711 エターナルヴィテス 牡5鹿 53 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 472－ 22：01．3� 85．5�
56 ベ レ ヌ ス 牡4鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 514－ 42：01．4� 10．6�
33 ウィナーポイント 牝6黒鹿50 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 424－ 42：01．5� 74．4�
22 モズナガレボシ 牡4芦 56 菅原 明良 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 496＋122：01．6� 4．6	
710 ス マ イ ル 牡5鹿 55 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B534＋ 8 〃 アタマ 5．0

44 マイネルミュトス 牡5青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 2 〃 ハナ 17．0�
69 プリマヴィスタ 牡4栗 55 戸崎 圭太加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋122：01．81 7．2�
11 セイウンヴィーナス 牝4青鹿52 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 448＋ 2 〃 アタマ 23．4
812 ローズテソーロ 牝5青鹿52 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 幌村牧場 472＋ 82：01．9� 92．0�
813 ハーツイストワール 牡5黒鹿56 M．デムーロ嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：02．0� 4．1�
68 フォースオブウィル 牡4栗 55 柴田 善臣柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 454± 02：02．53 12．0�
57 バレーノロッソ 牡6栗 54 石川裕紀人 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 510＋ 42：02．71 59．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 115，390，900円 複勝： 171，727，700円 枠連： 56，367，400円
馬連： 330，014，200円 馬単： 119，353，200円 ワイド： 220，173，900円
3連複： 527，513，600円 3連単： 642，726，400円 計： 2，183，267，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 1，610円 � 370円 枠 連（4－7） 1，480円

馬 連 �� 31，410円 馬 単 �� 43，390円

ワ イ ド �� 8，350円 �� 1，530円 �� 9，330円

3 連 複 ��� 105，500円 3 連 単 ��� 645，390円

票 数

単勝票数 計1153909 的中 � 120094（5番人気）
複勝票数 計1717277 的中 � 166585（5番人気）� 24351（11番人気）� 127730（6番人気）
枠連票数 計 563674 的中 （4－7） 29475（10番人気）
馬連票数 計3300142 的中 �� 8141（53番人気）
馬単票数 計1193532 的中 �� 2063（89番人気）
ワイド票数 計2201739 的中 �� 6709（55番人気）�� 38081（23番人気）�� 6003（59番人気）
3連複票数 計5275136 的中 ��� 3750（191番人気）
3連単票数 計6427264 的中 ��� 722（1032番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―35．7―48．0―1：00．0―1：12．1―1：24．9―1：37．2―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．3
1
3
11－6－7，10（1，8）－（3，12）（2，9，13）5，4
11－6－7（1，10）（8，9）3，13（2，12）4，5

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

勝馬の
紹 介

エフェクトオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kalatos デビュー 2018．11．25 東京9着

2016．4．9生 牡5黒鹿 母 オヴァンボクイーン 母母 Oxalaguna 17戦4勝 賞金 78，542，000円
〔制裁〕 ウィナーポイント号の騎手永野猛蔵は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

18036 7月10日 曇 稍重 （3福島1） 第3日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時30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
1：06．0

良
良

33 グロリユーノワール 牝3鹿 52
49 ▲原 優介 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 21：09．5 4．4�

11 ア ヴ ァ ノ ス 牡3鹿 54
53 ☆木幡 育也吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 452± 01：09．71� 10．4�

814 アップリバー 牝3青鹿52 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B494± 0 〃 クビ 3．4�
712	 パラティーノヒル 牝4栗 55 丸田 恭介Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－261：09．91� 105．5�
711 エ ル メ ー ム 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 472－ 21：10．0クビ 12．6	

57 	 シアープレジャー 牝4鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 428－ 8 〃 ハナ 56．1

610 ギンコイエレジー 牝6黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新冠 有限会社 大
作ステーブル 486＋ 4 〃 クビ 46．2�

813 メルテッドハニー 牝4黒鹿55 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 386－121：10．1
 16．1�
58 セイラブミー 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 466＋ 41：10．2
 48．3
46 ナタラディーヴァ 牝5黒鹿55 武藤 雅加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 460－ 41：10．3
 43．0�
45 フジマサディープ 牡5鹿 57 野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 490＋ 41：10．4
 37．1�
34 フレンドパル 牝3鹿 52 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 452－141：10．61� 7．0�
22 アウリガテソーロ 牡3青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B504＋ 2 〃 アタマ 7．1�

69 ピ ラ ミ デ 牝3鹿 52
49 ▲小林 脩斗酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 石郷岡 五月 494＋141：10．91� 9．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，238，200円 複勝： 99，437，200円 枠連： 35，632，600円
馬連： 156，378，800円 馬単： 61，715，900円 ワイド： 133，548，300円
3連複： 258，271，900円 3連単： 289，059，900円 計： 1，109，282，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 250円 � 160円 枠 連（1－3） 1，290円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 700円 �� 390円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 13，680円

票 数

単勝票数 計 752382 的中 � 134205（2番人気）
複勝票数 計 994372 的中 � 181839（1番人気）� 82875（6番人気）� 174611（2番人気）
枠連票数 計 356326 的中 （1－3） 21391（4番人気）
馬連票数 計1563788 的中 �� 62468（6番人気）
馬単票数 計 617159 的中 �� 13552（9番人気）
ワイド票数 計1335483 的中 �� 47336（6番人気）�� 94828（1番人気）�� 43151（8番人気）
3連複票数 計2582719 的中 ��� 72943（2番人気）
3連単票数 計2890599 的中 ��� 15313（14番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―11．6―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．3―44．9―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．2
3 14，4，9（3，6）（2，11）（1，5，12）（7，8）13－10 4 14－（3，4，9，6）11（1，2，12）（7，5，8）13，10

勝馬の
紹 介

グロリユーノワール �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．9．20 中山8着

2018．6．18生 牝3鹿 母 サマーラグーン 母母 ベラミロード 8戦2勝 賞金 14，530，000円



（3福島1）第3日 7月10日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 160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

195，740，000円
11，110，000円
28，510，000円
1，240，000円
21，660，000円
68，687，000円
4，400，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
617，823，300円
929，983，400円
221，193，000円
1，150，416，600円
497，172，400円
915，635，200円
1，800，952，300円
2，232，702，200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 8，365，878，400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 3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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