
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性
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18037 7月11日 小雨 稍重 （3福島1） 第4日 第1競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走10時10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� 基準タイム2：57．4良

33 ブルーガーディアン 牡9黒鹿60 伴 啓太 �YGGホースクラブ 鈴木慎太郎 新ひだか 加野牧場 478－ 83：01．8 3．9�
711� コトブキアゲート 牡5栗 60 草野 太郎尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 484＋ 23：03．410 5．1�
56 レーヴドオルフェ 牡4栗 60 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 506＋ 23：03．5� 9．4�
22 シェーンクラート 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 508－ 23：04．88 3．2�
812 ワンダーサーイター 牡4青鹿60 江田 勇亮山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 466＋ 63：05．97 115．8�
45 ヨコスカダンディー 牡5栗 60 植野 貴也 	高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 476± 03：06．21� 7．6

68 キングリッド 牡7鹿 60 石神 深一吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 460＋103：07．15 7．4�
69 � マイネルバッカーノ 牡5黒鹿60 高野 和馬Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 23：07．84 85．0�
11 アルトリウス 	7鹿 60 蓑島 靖典�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム 456± 03：08．01
 26．6
813� コラルブラッシュ 牡5鹿 60 金子 光希中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 474－ 23：10．2大差 168．2�
57 クロカドッグ 牡4鹿 60 大江原 圭	ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 496－ 83：10．51� 32．6�
44 ニシノカリウド 	4鹿 60 大庭 和弥西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456± 03：10．6� 40．9�
710� ゴールドムーン 牝6鹿 58 田村 太雅野口 貴子氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 470＋ 63：11．45 187．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，408，100円 複勝： 27，434，800円 枠連： 8，524，900円
馬連： 42，364，500円 馬単： 20，564，400円 ワイド： 31，893，400円
3連複： 70，091，100円 3連単： 79，880，600円 計： 304，161，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 170円 � 220円 枠 連（3－7） 1，290円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 590円 �� 800円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 14，610円

票 数

単勝票数 計 234081 的中 � 47465（2番人気）
複勝票数 計 274348 的中 � 43222（2番人気）� 42589（3番人気）� 29629（5番人気）
枠連票数 計 85249 的中 （3－7） 5116（6番人気）
馬連票数 計 423645 的中 �� 23450（6番人気）
馬単票数 計 205644 的中 �� 6493（7番人気）
ワイド票数 計 318934 的中 �� 14133（7番人気）�� 10024（13番人気）�� 11467（9番人気）
3連複票数 計 700911 的中 ��� 16481（12番人気）
3連単票数 計 798806 的中 ��� 3963（50番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．8－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーガーディアン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ウェイオブライト デビュー 2014．8．10 小倉6着

2012．3．28生 牡9黒鹿 母 ブルーポラリス 母母 マーズプリンセス 障害：39戦1勝 賞金 46，060，000円

18038 7月11日 小雨 重 （3福島1） 第4日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時45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
1：43．1
1：40．9

不良
重

11 アラゴナイト 牝3黒鹿54 田辺 裕信重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 438＋ 41：45．7 4．4�
713 デルマフゲン 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B468± 01：46．23 6．7�
46 ポルトヴェッキオ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：46．41� 2．5�
47 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 三浦 皇成�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 434－ 81：46．61 3．6�
815 キングスフィリア 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 61：46．7� 15．9�
34 ワールプール 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 照哉氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム B420－ 61：47．23 25．1	
58 アレッタレジーナ 牝3黒鹿54 津村 明秀 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 428－ 41：47．94 45．1�
611 パッドゥラパン 牝3芦 54 江田 照男�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 B448－ 61：48．22 39．5�
35 タイセイジェニー 牝3青鹿54 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌和 新冠 アラキフアーム 428＋ 41：49．68 27．6
59 プラージュプレミア 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵磯部 昌史氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 434－ 8 〃 ハナ 221．1�
23 ペイシャウイニング 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 土田 稔 様似 清水スタッド 476 ―1：51．08 190．7�
814 ブリリアントマイア 牝3青鹿54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 504＋ 21：51．85 193．1�
22 ミッツノチカイ 牝3鹿 54 大庭 和弥栗山 道郎氏 蛯名 利弘 浦河トラストスリーファーム 494－ 61：52．54 315．3�
712 ヤマニンラトナ 牝3栗 54 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 474＋ 61：52．71 198．8�
610 パウンシングプーマ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 434－121：54．8大差 191．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，892，900円 複勝： 53，759，700円 枠連： 13，946，200円
馬連： 59，205，700円 馬単： 28，329，400円 ワイド： 53，641，800円
3連複： 96，785，800円 3連単： 109，346，000円 計： 454，907，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 170円 � 150円 枠 連（1－7） 1，320円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 460円 �� 370円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 10，840円

票 数

単勝票数 計 398929 的中 � 72498（3番人気）
複勝票数 計 537597 的中 � 113702（2番人気）� 73678（4番人気）� 88624（3番人気）
枠連票数 計 139462 的中 （1－7） 8179（5番人気）
馬連票数 計 592057 的中 �� 34439（5番人気）
馬単票数 計 283294 的中 �� 8242（10番人気）
ワイド票数 計 536418 的中 �� 29326（5番人気）�� 38789（3番人気）�� 28682（6番人気）
3連複票数 計 967858 的中 ��� 40673（4番人気）
3連単票数 計1093460 的中 ��� 7310（29番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．6―12．5―12．6―12．5―12．7―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―42．1―54．7―1：07．2―1：19．9―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
13，6（1，7）（5，14）（4，8，12）（11，10）9－15，2－3・（13，6）（1，7）（5，14）（4，8）11－9－12，15－10＝2－3

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

勝馬の
紹 介

アラゴナイト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．7．11 福島13着

2018．5．17生 牝3黒鹿 母 ドレスアップ 母母 コ ト ノ ハ 6戦1勝 賞金 10，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャウイニング号・ヤマニンラトナ号・パウンシングプーマ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和3年8月11日まで平地競走に出走できない。
ブリリアントマイア号・ミッツノチカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月

11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。
（非抽選馬） 6頭 ウインジュノー号・カーラミーア号・コンフィアンス号・ゴーゴーレインボー号・タンキエットゥ号・ヤギリエール号

第１回 福島競馬 第４日



18039 7月11日 曇 稍重 （3福島1） 第4日 第3競走 1，200�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
1：07．0
1：06．0

良
良

611 ネ ズ コ 牝3黒鹿54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 日高 浦新 徳司 450＋ 61：11．0 28．3�
12 ミニマリズム 牝3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース田中 博康 千歳 社台ファーム 432＋ 21：11．21� 9．2�
816 サンキューベイリー 牝3鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 五月 480＋ 41：11．3クビ 2．0�
510 ジェミニテソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 490＋10 〃 クビ 4．2�
612 ブルーダイヤ 牝3鹿 54 江田 照男古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 秋田牧場 B454－ 41：11．4� 9．7	
714 コパノデナリス 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小林 照弘氏 水野 貴広 新ひだか へいはた牧場 428＋201：11．82 336．3

47 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト
クラブ 426＋ 2 〃 クビ 41．4�

48 サクセスビリーブ 牝3鹿 54 岩田 康誠小林 章氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 476± 01：12．22� 9．2�
36 ライングローリー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 海馬沢 明 478＋ 81：12．41� 148．8
23 サンファボル �3栗 56 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B464± 0 〃 アタマ 29．9�
713 ヤマニンココット 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子土井 肇氏 池上 昌和 浦河 廣田 光夫 452± 01：12．5� 221．3�
24 カンジンカナメ 牝3青鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 奥村 武 新冠 新冠橋本牧場 426－ 41：13．03 66．4�
815 リンガスムーン 牝3黒鹿54 柴田 大知伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 404＋281：13．1� 158．2�
11 アンシャルム 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵上山 牧氏 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 416＋ 2 〃 クビ 66．4�
35 イッソセレナーデ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗髙嶋 航氏 伊藤 大士 浦河 有限会社
吉田ファーム 408＋221：13．31� 17．6�

59 モンギンゴー �3栗 56 野中悠太郎和田 正道氏 和田正一郎 新ひだか 神垣 道弘 B460± 01：13．51� 101．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，078，400円 複勝： 44，225，100円 枠連： 12，868，200円
馬連： 56，028，500円 馬単： 28，174，200円 ワイド： 52，781，400円
3連複： 91，406，300円 3連単： 98，925，800円 計： 420，487，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 430円 � 240円 � 130円 枠 連（1－6） 3，190円

馬 連 �� 14，630円 馬 単 �� 32，210円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 1，200円 �� 470円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 97，970円

票 数

単勝票数 計 360784 的中 � 10186（7番人気）
複勝票数 計 442251 的中 � 19488（7番人気）� 42390（4番人気）� 119216（1番人気）
枠連票数 計 128682 的中 （1－6） 3123（12番人気）
馬連票数 計 560285 的中 �� 2967（31番人気）
馬単票数 計 281742 的中 �� 656（66番人気）
ワイド票数 計 527814 的中 �� 4017（31番人気）�� 11034（11番人気）�� 31032（3番人気）
3連複票数 計 914063 的中 ��� 10966（17番人気）
3連単票数 計 989258 的中 ��� 732（266番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―12．1―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネ ズ コ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．31 東京8着

2018．5．6生 牝3黒鹿 母 グラニースミス 母母 アップルマティーニ 3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。
（非抽選馬） 2頭 スズカラブローズ号・フェミニンルック号

18040 7月11日 曇 重 （3福島1） 第4日 第4競走 ��1，150�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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

713 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 430＋ 61：08．3 3．0�
510 タマモアンドロメダ 牡3黒鹿56 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 498＋ 21：08．4� 3．5�
714 オープンワールド 牡3青鹿 56

55 ☆菅原 明良�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 470－ 81：09．14 18．5�
59 ルージュセリーズ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B492＋121：09．63 20．1�
24 ニシノソメイノ 牝3黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 406－ 81：09．7� 8．0	
612 フクノルッカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 450＋10 〃 クビ 4．1

47 � フリージアテソーロ 牝3黒鹿54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 英 Kenji Ryo-
tokuji 458－ 2 〃 ハナ 92．1�

816 スクリーニング 牝3栗 54 野中悠太郎島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 456＋ 61：10．12� 128．4�
12 マザーフェイヴァー 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 B430＋111：10．2� 11．4
611 ニャンニャン 牝3栗 54 丸田 恭介大田 恭充氏 浅野洋一郎 日高 山田 政宏 428＋161：10．41 66．8�
35 フォルティウス 牡3黒鹿56 岩部 純二ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 494 ―1：10．5� 192．4�
48 キチロクレディス 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 谷川牧場 426－ 41：10．6� 147．7�
11 ホウオウテーラー 牡3栗 56 嶋田 純次小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：10．81� 107．8�
23 ブリューナク 牡3鹿 56 柴田 善臣�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか 鳥井牧場 438＋ 2 〃 クビ 46．7�
815 ネ イ リ ス ト 牝3黒鹿54 大庭 和弥�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 460＋ 41：11．54 349．0�
36 スイートナイト 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 B446± 0 （競走中止） 130．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，309，500円 複勝： 54，899，700円 枠連： 13，430，900円
馬連： 64，200，800円 馬単： 29，484，700円 ワイド： 57，035，200円
3連複： 96，599，800円 3連単： 111，155，800円 計： 467，116，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 150円 � 270円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 710円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 10，860円

票 数

単勝票数 計 403095 的中 � 104922（1番人気）
複勝票数 計 548997 的中 � 130806（1番人気）� 99590（2番人気）� 39090（6番人気）
枠連票数 計 134309 的中 （5－7） 26056（1番人気）
馬連票数 計 642008 的中 �� 95502（1番人気）
馬単票数 計 294847 的中 �� 19787（2番人気）
ワイド票数 計 570352 的中 �� 61363（2番人気）�� 19301（7番人気）�� 12202（14番人気）
3連複票数 計 965998 的中 ��� 21415（10番人気）
3連単票数 計1111558 的中 ��� 7416（23番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．2―12．0―12．1―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．6―43．6―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオトリニティー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．5 新潟9着

2018．5．5生 牝3鹿 母 ニシノフジムスメ 母母 ブランドアート 11戦1勝 賞金 10，010，000円
〔競走中止〕 スイートナイト号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 デルマニッコウ号・モーニングアップ号
（非抽選馬） 1頭 キタノドンポートロ号



18041 7月11日 曇 稍重 （3福島1） 第4日 第5競走 ��2，000�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
1：59．9
1：58．9

良
良

66 トーセンクレセント 牡2鹿 54 木幡 初也島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 468 ―2：05．4 5．8�

11 ウ ロ ボ ン 牡2黒鹿 54
53 ☆菅原 明良井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 448 ―2：05．72 12．3�

55 モネータドーロ 牡2栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460 ―2：06．23 5．5�
79 サトノギベオン 牡2青鹿54 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 戸田 博文 新冠 ハクレイファーム 526 ―2：06．3� 2．6�
33 フォルトゥナ 牡2青鹿54 江田 照男山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―2：06．83 6．1	
44 マイネルアルザス 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 456 ― 〃 アタマ 66．0


810 ウインドエラ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 水丸牧場 436 ―2：07．33 140．5�
811 グラナダローズ 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 日高 新井 昭二 456 ―2：07．83 22．8
67 セイウンシデン 牡2黒鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 500 ―2：08．22� 11．4�
78 タクティーレン 牡2鹿 54 津村 明秀吉田 晴哉氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 520 ―2：08．3クビ 95．2�
22 オーバーザウェイブ 牡2鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470 ―2：09．25 18．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，937，400円 複勝： 46，833，900円 枠連： 9，113，800円
馬連： 56，679，500円 馬単： 28，054，500円 ワイド： 43，721，900円
3連複： 76，529，800円 3連単： 101，698，200円 計： 411，569，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 290円 � 190円 枠 連（1－6） 2，350円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 740円 �� 810円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 50，080円

票 数

単勝票数 計 489374 的中 � 70059（3番人気）
複勝票数 計 468339 的中 � 61504（4番人気）� 37553（6番人気）� 71257（3番人気）
枠連票数 計 91138 的中 （1－6） 3002（11番人気）
馬連票数 計 566795 的中 �� 10677（17番人気）
馬単票数 計 280545 的中 �� 3136（30番人気）
ワイド票数 計 437219 的中 �� 8828（18番人気）�� 15529（9番人気）�� 13966（10番人気）
3連複票数 計 765298 的中 ��� 7586（29番人気）
3連単票数 計1016982 的中 ��� 1472（185番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―13．7―14．0―13．0―11．7―12．3―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．7―50．4―1：04．4―1：17．4―1：29．1―1：41．4―1：53．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンクレセント �
�
父 トーセンレーヴ �

�
母父 ファンタスティックライト 初出走

2019．2．24生 牡2鹿 母 トーセンロビン 母母 ピンロックリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18042 7月11日 曇 稍重 （3福島1） 第4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

55 ケ ッ ツ ァ ー 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 464 ―1：12．5 4．1�
67 ア ラ ク レ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428 ― 〃 クビ 15．0�
78 エコロデビル 牡2栗 54 内田 博幸原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ―1：12．81� 2．6�
11 メイプルレモン 牝2栗 54 三浦 皇成節 英司氏 南田美知雄 新冠 株式会社

安達牧場 486 ―1：13．11� 5．6�
66 ナックドバイ 牡2鹿 54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 500 ―1：13．31� 40．9�
811 ペ ガ ー ル 牝2栗 54

53 ☆菅原 明良吉田 晴哉氏 稲垣 幸雄 安平 追分ファーム 444 ―1：13．4� 5．4	
22 パラチェーン 牡2鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 434 ―1：13．5� 31．1

33 クラウンボス 牡2青 54 菅原 隆一�クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 472 ―1：14．13� 18．7�
44 ユアマイホープ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 472 ―1：15．37 190．6
810 ディスフルタール 牝2鹿 54

51 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 440 ―1：15．83 46．5�
79 ブルーアンドグレイ 牡2青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか キヨタケ牧場 440 ― （競走中止） 136．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，967，600円 複勝： 32，760，100円 枠連： 8，412，700円
馬連： 51，000，700円 馬単： 26，760，600円 ワイド： 37，246，300円
3連複： 67，698，500円 3連単： 100，347，600円 計： 365，194，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 250円 � 130円 枠 連（5－6） 1，810円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 690円 �� 220円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 409676 的中 � 83765（2番人気）
複勝票数 計 327601 的中 � 62814（2番人気）� 24351（5番人気）� 79711（1番人気）
枠連票数 計 84127 的中 （5－6） 3599（8番人気）
馬連票数 計 510007 的中 �� 15101（10番人気）
馬単票数 計 267606 的中 �� 4919（16番人気）
ワイド票数 計 372463 的中 �� 12397（8番人気）�� 50050（1番人気）�� 15559（7番人気）
3連複票数 計 676985 的中 ��� 31826（4番人気）
3連単票数 計1003476 的中 ��� 5666（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．6―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ッ ツ ァ ー �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2019．4．23生 牡2青鹿 母 フ ェ リ シ ア 母母 フ ェ ル モ イ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ブルーアンドグレイ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。



18043 7月11日 曇 稍重 （3福島1） 第4日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：45．3
1：43．8

良
良

12 クリーンスイープ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470－ 21：49．1 1．4�
24 ア ク セ ル 牡3黒鹿 54

51 ▲原 優介中辻 明氏 小手川 準 様似 髙村 伸一 518＋141：49．2クビ 33．6�
713 ラッシュアップ 牡4青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 538＋ 41：49．73 9．1�
59 ローズパルファン 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 436＋ 41：50．02 81．1�
36 ウインアルカンナ 牝4黒鹿55 丸山 元気�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 462± 01：50．1クビ 9．8	
11 ジ ャ ッ キ ー 牡7栗 57

56 ☆菅原 明良本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 B484－ 8 〃 ハナ 14．7

47 � タニマサベーカ 牡6鹿 57

54 ▲永野 猛蔵谷 正之氏 辻 哲英 新冠 堤 牧場 B454＋ 41：50．42 45．8�
23 スペースシップ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 平取 北島牧場 480± 01：50．5� 114．4�
815 ノーエクスキューズ �4青鹿57 津村 明秀 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 506－ 61：50．6クビ 17．2
510 リーブラテソーロ 牡3鹿 54 岩田 望来了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 454－141：50．92 52．8�
816 アピテソーロ 牡4青鹿 57

54 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 502＋ 21：51．0	 204．3�

611� アドラツィオーネ 牝4黒鹿55 武藤 雅佐々木雄二氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋121：51．2� 145．4�

612
 グーガルドリームズ �4黒鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako
Fujita 484－ 21：51．41� 244．6�

48 フ ル ネ ー ズ 牡3鹿 54 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 498－ 61：51．5	 20．0�
714� ウインジョイフル 牡4青鹿 57

55 ◇藤田菜七子庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 498－ 41：51．6	 18．3�
35 モーリスシチー 牡3栗 54 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 492＋ 81：52．02	 29．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，501，400円 複勝： 177，751，700円 枠連： 18，408，500円
馬連： 73，661，000円 馬単： 54，363，700円 ワイド： 64，620，200円
3連複： 117，882，300円 3連単： 189，612，600円 計： 737，801，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 500円 � 200円 枠 連（1－2） 1，630円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 940円 �� 320円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 20，740円

票 数

単勝票数 計 415014 的中 � 222009（1番人気）
複勝票数 計1777517 的中 � 1359866（1番人気）� 20705（9番人気）� 68291（2番人気）
枠連票数 計 184085 的中 （1－2） 8726（6番人気）
馬連票数 計 736610 的中 �� 23584（9番人気）
馬単票数 計 543637 的中 �� 12957（11番人気）
ワイド票数 計 646202 的中 �� 16859（9番人気）�� 60062（1番人気）�� 5053（32番人気）
3連複票数 計1178823 的中 ��� 14970（22番人気）
3連単票数 計1896126 的中 ��� 6626（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．3―47．8―1：00．3―1：12．4―1：24．7―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリーンスイープ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2020．10．17 東京2着

2018．1．15生 牝3鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 4戦2勝 賞金 19，560，000円
〔制裁〕 ローズパルファン号の騎手宮崎北斗は，競走前日の認定調整ルーム入室の連絡を失念したことについて戒告。

ウインアルカンナ号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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 アメジストヴェイグ号・グレルグリーン号・スプリッツァー号・マイネルデステリョ号・ローレリスト号

18044 7月11日 小雨 重 （3福島1） 第4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）
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

11 トモジャリア 牡3黒鹿54 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 462－ 21：46．5 2．2�
712 アンクラウデッド 牡3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486＋ 41：46．6� 12．9�
814	 シュテルンシチー 牡5栗 57 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 454＋ 61：46．7アタマ 8．8�
813 プルスウルトラ 牡3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 506± 01：46．8
 10．4�
57 	 パワポケプリメーロ 牡4栗 57

56 ☆木幡 育也柳原 達也氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 434＋101：47．12 45．7	
33 ジョイナイト 牡5鹿 57

56 ☆菅原 明良西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 522＋ 21：47．31 57．9

34 	 シロイスズメ 牡4芦 57

54 ▲永野 猛蔵藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー
ムズ株式会社 510－ 4 〃 ハナ 66．2�

58 ネオボーゲン 牡4鹿 57 岩田 望来西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 418－131：47．61
 145．0�
45 	 カイザーソウル 牡4鹿 57 武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 502－28 〃 クビ 17．1
22 ユキノアンビシャス 牡6鹿 57 内田 博幸井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか 服部 牧場 498＋ 21：47．7クビ 65．8�
69 ゴールドブリーズ 牡3鹿 54 江田 照男居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 492＋ 21：47．8クビ 3．7�
46 	 スマートコマンダー 牡4青鹿57 吉田 豊大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 B478＋ 31：48．01 33．0�
610 ニシノライトニング 牡3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 480－ 4 〃 クビ 30．7�
711� 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

526－ 41：49．06 14．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，468，100円 複勝： 67，669，300円 枠連： 20，760，000円
馬連： 87，961，600円 馬単： 38，640，300円 ワイド： 75，431，700円
3連複： 133，449，000円 3連単： 159，003，400円 計： 625，383，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 280円 � 210円 枠 連（1－7） 810円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 630円 �� 520円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 12，150円

票 数

単勝票数 計 424681 的中 � 147779（1番人気）
複勝票数 計 676693 的中 � 168193（1番人気）� 49402（6番人気）� 77698（3番人気）
枠連票数 計 207600 的中 （1－7） 19733（3番人気）
馬連票数 計 879616 的中 �� 44829（4番人気）
馬単票数 計 386403 的中 �� 13801（5番人気）
ワイド票数 計 754317 的中 �� 31010（5番人気）�� 39128（2番人気）�� 12419（19番人気）
3連複票数 計1334490 的中 ��� 25264（9番人気）
3連単票数 計1590034 的中 ��� 9486（25番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．1―12．7―12．6―12．5―12．6―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．0―42．7―55．3―1：07．8―1：20．4―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
5，4（9，7）11，13，1－（8，14）－（3，10）12（2，6）・（5，7，4）9（11，1，13）（8，14）（12，6）（10，2）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャリア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．12 中山7着

2018．3．4生 牡3黒鹿 母 ハ マ ナ ス 母母 ジョウノビクトリア 6戦2勝 賞金 15，830，000円



18045 7月11日 小雨 稍重 （3福島1） 第4日 第9競走 1，800�
お り ひ め

織 姫 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

11 エイシンチラー 牝3鹿 52 M．デムーロ�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 470＋ 41：49．6 5．0�
69 コーディアル 牝3青鹿52 吉田 隼人 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：49．7� 2．7�
45 リュウグウヒメ 牝5鹿 55 木幡 巧也深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 452＋181：50．44 48．2�
711 エンジェルサークル 牝4黒鹿55 三浦 皇成吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 444± 01：50．61� 18．8�
814� ルリマツリムーン 牝4鹿 55 酒井 学�イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 478＋ 9 〃 アタマ 302．5	
46 ウエスタンランポ 牝5鹿 55 田中 勝春西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 422＋20 〃 ハナ 84．9

57 � ジェイケイエピファ 牝4青鹿55 柴田 善臣小谷野次郎氏 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B482± 01：50．7クビ 26．0�
610 フルートフルデイズ 牝4黒鹿55 柴田 大知飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456－12 〃 アタマ 199．4�
34 エトワールマタン 牝3鹿 52 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 430＋ 6 〃 ハナ 6．7
22 ジューンバラード 牝5青鹿55 武士沢友治吉川 潤氏 鈴木慎太郎 平取 稲原牧場 430－ 4 〃 ハナ 33．7�
813 ワタシヲマッテル 牝6栗 55 菅原 明良小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470－ 41：51．01� 56．9�
33 オレンジフィズ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 41：51．11 3．2�
58 アドマイヤチャチャ 牝4青 55 藤田菜七子近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B448－ 21：51．52� 19．0�
712� ラブサンキュー 牝5鹿 55 永野 猛蔵増田 陽一氏 辻 哲英 日高 奥山 博 468＋ 41：52．03 288．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，381，500円 複勝： 71，671，400円 枠連： 19，947，200円
馬連： 114，811，900円 馬単： 46，483，500円 ワイド： 80，603，700円
3連複： 167，192，300円 3連単： 218，758，100円 計： 773，849，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 140円 � 690円 枠 連（1－6） 870円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，570円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 11，200円 3 連 単 ��� 41，960円

票 数

単勝票数 計 543815 的中 � 86701（3番人気）
複勝票数 計 716714 的中 � 110764（3番人気）� 166561（1番人気）� 18329（9番人気）
枠連票数 計 199472 的中 （1－6） 17738（3番人気）
馬連票数 計1148119 的中 �� 98792（3番人気）
馬単票数 計 464835 的中 �� 17485（8番人気）
ワイド票数 計 806037 的中 �� 53024（3番人気）�� 7629（27番人気）�� 8797（23番人気）
3連複票数 計1671923 的中 ��� 11187（37番人気）
3連単票数 計2187581 的中 ��� 3779（134番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．3―13．0―12．4―11．8―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．0―49．0―1：01．4―1：13．2―1：25．3―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンチラー �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．12．12 中山2着

2018．5．4生 牝3鹿 母 エーシンサーフィン 母母 エイシンサンサン 5戦2勝 賞金 21，375，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔制裁〕 フルートフルデイズ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

18046 7月11日 曇 重 （3福島1） 第4日 第10競走 ��
��1，700�

あま がわ

天の川ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

11 エブリワンブラック 牡4鹿 57 柴山 雄一 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B480＋ 21：44．2 14．1�
713 キタノオクトパス 牡4鹿 57 三浦 皇成北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 554＋ 41：44．73 17．2�
46 ファイアランス 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 01：45．12� 2．3�
47 ダノンロイヤル 牡6鹿 57 岩田 望来�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 560－ 21：45．3	 23．8�
712 スズカデレヤ 牡4青鹿57 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 516± 0 〃 クビ 22．6�
22 
 アンセッドヴァウ �4栗 57 津村 明秀加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 452± 01：45．61	 13．3	
611 ミステリオーソ 牡4黒鹿57 M．デムーロ 
シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 492＋141：45．7クビ 3．6�
815� ロードアブソルート 牡5鹿 57 吉田 豊 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 442± 01：45．8	 98．4�
35 ホッコーアカツキ 牡4鹿 57 田中 勝春北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 510＋ 21：45．9� 17．3
610 リキサンダイオー 牡8黒鹿57 藤田菜七子 
ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 468± 01：46．32� 74．6�
58 コウソクスピード 牡4青鹿57 岩田 康誠野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞湖 レイクヴィラファーム 526＋ 41：46．4アタマ 30．9�
34 シ ベ リ ウ ス 牡8栗 57 丸田 恭介浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B470＋ 8 〃 アタマ 72．5�
23 アイスフィヨルド 牡6芦 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 454－ 21：46．82� 85．4�
59 ナンヨーイザヨイ �5黒鹿57 柴田 善臣中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478－ 21：47．01 33．5�
814 エクリリストワール 牡5栗 57 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム B520－ 61：49．2大差 10．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 69，053，200円 複勝： 92，888，100円 枠連： 27，756，100円
馬連： 161，196，500円 馬単： 65，429，500円 ワイド： 119，052，800円
3連複： 258，687，300円 3連単： 298，263，200円 計： 1，092，326，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 340円 � 390円 � 130円 枠 連（1－7） 5，020円

馬 連 �� 16，200円 馬 単 �� 32，410円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 690円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 133，390円

票 数

単勝票数 計 690532 的中 � 39094（5番人気）
複勝票数 計 928881 的中 � 57655（5番人気）� 47465（7番人気）� 258409（1番人気）
枠連票数 計 277561 的中 （1－7） 4282（21番人気）
馬連票数 計1611965 的中 �� 7707（43番人気）
馬単票数 計 654295 的中 �� 1514（84番人気）
ワイド票数 計1190528 的中 �� 7478（41番人気）�� 46065（4番人気）�� 28861（10番人気）
3連複票数 計2586873 的中 ��� 19653（34番人気）
3連単票数 計2982632 的中 ��� 1621（381番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．6―13．0―12．3―12．0―12．6―12．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．2―42．2―54．5―1：06．5―1：19．1―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エブリワンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．27 東京3着

2017．4．5生 牡4鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 17戦4勝 賞金 65，449，000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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 グラスブルース号・デルマオニキス号・ハギノリュクス号・ホウオウスクラム号・メイショウヨカゼ号・

リュウノゾロ号・レトロフィット号・ロジペルレスト号・ローレルリーベ号・ワンダーウマス号

２レース目



18047 7月11日 曇 稍重 （3福島1） 第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第57回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，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

福島県知事賞・福島商工会議所会頭賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

24 トーラスジェミニ 牡5鹿 57 戸崎 圭太柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466－ 62：02．2 5．9�
12 ロ ザ ム ー ル 牝5栗 53 M．デムーロ栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 500＋ 8 〃 クビ 14．1�
36 ショウナンバルディ 牡5黒鹿55 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 448± 02：02．41� 16．1�
11 � マウントゴールド 牡8鹿 57 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 ハナ 20．8�
713 プレシャスブルー 牡7鹿 54 柴田 善臣石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 442± 02：02．5	 50．5�
47 カウディーリョ 牡5黒鹿55 丸山 元気 	キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 ハナ 24．9

815 トラストケンシン 牡6鹿 52 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 462＋ 62：02．6クビ 41．4�
35 ブラックマジック 牡4青鹿54 石橋 脩窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 446－ 42：02．7� 7．5�
23 ワンダープチュック 牡7黒鹿54 津村 明秀山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 506＋ 22：02．8	 22．7
611 スカーフェイス 牡5鹿 52 三浦 皇成	グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456± 02：02．9クビ 16．8�
48 アールスター 牡6鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 512＋ 62：03．0� 15．0�
816 ヴァンケドミンゴ 牡5鹿 56 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 466－102：03．21
 7．8�
510 クラージュゲリエ 牡5鹿 56 吉田 隼人 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B506± 02：03．41� 11．6�
59 クレッシェンドラヴ 牡7鹿 58 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 498± 02：03．6	 4．8�
714 ワ ー ケ ア 牡4鹿 55 田辺 裕信落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：04．66 11．5�
612� ツーエムアロンソ 牡5鹿 53 野中悠太郎村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 534－ 22：08．0大差 108．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 286，512，900円 複勝： 377，037，100円 枠連： 202，505，700円 馬連： 952，767，300円 馬単： 303，578，400円
ワイド： 719，504，000円 3連複： 2，124，848，800円 3連単： 2，208，639，000円 5重勝： 744，055，300円 計： 7，919，448，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 280円 � 430円 � 520円 枠 連（1－2） 2，040円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，530円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 15，020円 3 連 単 ��� 64，440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����� 5，540，830円

票 数

単勝票数 計2865129 的中 � 386790（2番人気）
複勝票数 計3770371 的中 � 381256（3番人気）� 225551（8番人気）� 180696（9番人気）
枠連票数 計2025057 的中 （1－2） 76813（11番人気）
馬連票数 計9527673 的中 �� 160449（16番人気）
馬単票数 計3035784 的中 �� 28228（23番人気）
ワイド票数 計7195040 的中 �� 105039（19番人気）�� 122206（12番人気）�� 68480（40番人気）
3連複票数 計21248488 的中 ��� 106046（37番人気）
3連単票数 計22086390 的中 ��� 24848（120番人気）
5重勝票数 計7440553 的中 ����� 94

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．1―35．8―48．4―1：00．8―1：13．1―1：25．1―1：37．2―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡5鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 29戦8勝 賞金 197，518，000円
〔制裁〕 ロザムール号の騎手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30，000円。

マウントゴールド号の騎手岩田望来は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

18048 7月11日 小雨 重 （3福島1） 第4日 第12競走 ��1，150�
ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

611 グラスボイジャー �5黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B532－ 81：07．8 45．6�
12 スリーピート 牡4栗 57 津村 明秀永井商事� 上村 洋行 新冠 北星村田牧場 520＋ 81：07．91 18．5�
11 カ レ ン リ ズ 牝4栗 55 田辺 裕信鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 446＋121：08．0� 8．6�
23 スナークダヴィンチ 牡4鹿 57 岩田 望来杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 488＋ 21：08．2� 4．0�
59 ジ オ ラ マ 牡8栗 57 石橋 脩�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 532－ 21：08．3� 25．6	
816 ア ス カ リ �5栗 57 藤田菜七子吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B498－ 6 〃 クビ 33．7

612 カイルアコナ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 ハナ 13．7�
815 グローサーベア �4芦 57 石川裕紀人 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：08．4クビ 83．9�
510 ナ ム ラ ブ ル 牡5鹿 57 丸田 恭介奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 482－161：08．61� 42．2
24 シネマトグラフ 牝4芦 55 内田 博幸江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 4．1�
713 アイティナリー 牡4黒鹿57 武藤 雅�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ B506－ 61：08．7クビ 7．2�
35 	 スターシード 牡6栗 57 武士沢友治谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 中央牧場 486± 01：09．12� 177．4�
47 シンゼンマックス 牡5栗 57 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 488＋ 6 〃 クビ 13．0�
48 レッドモアナ 牝5栗 55 野中悠太郎 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 454＋141：09．84 93．1�
36 ショウゲッコウ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 452－101：10．01
 7．2�
714 グランマリアージュ 牝4鹿 55 丸山 元気 �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 472－ 41：10．53 42．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 133，807，800円 複勝： 186，425，200円 枠連： 64，134，600円
馬連： 276，405，400円 馬単： 103，105，400円 ワイド： 242，918，700円
3連複： 481，705，800円 3連単： 537，951，400円 計： 2，026，454，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，560円 複 勝 � 960円 � 450円 � 350円 枠 連（1－6） 3，280円

馬 連 �� 35，220円 馬 単 �� 58，490円

ワ イ ド �� 10，120円 �� 7，210円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 122，380円 3 連 単 ��� 948，940円

票 数

単勝票数 計1338078 的中 � 23474（13番人気）
複勝票数 計1864252 的中 � 46900（12番人気）� 109306（8番人気）� 151804（5番人気）
枠連票数 計 641346 的中 （1－6） 15132（14番人気）
馬連票数 計2764054 的中 �� 6082（79番人気）
馬単票数 計1031054 的中 �� 1322（145番人気）
ワイド票数 計2429187 的中 �� 6138（80番人気）�� 8635（68番人気）�� 28007（27番人気）
3連複票数 計4817058 的中 ��� 2952（283番人気）
3連単票数 計5379514 的中 ��� 411（1862番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．1―11．7―11．9―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．4―43．1―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスボイジャー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．11．17 東京9着

2016．4．11生 �5黒鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 19戦3勝 賞金 35，671，000円
〔発走状況〕 ショウゲッコウ号・レッドモアナ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔調教再審査〕 ショウゲッコウ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリスタルアワード号・トモジャドット号・ハルワタート号
（非抽選馬） 3頭 コールドターキー号・プロトイチバンボシ号・ミフトゥーロ号

５レース目



（3福島1）第4日 7月11日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 173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

260，330，000円
1，730，000円
24，050，000円
2，290，000円
30，890，000円
74，684，500円
5，796，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
857，318，800円
1，233，356，100円
419，808，800円
1，996，283，400円
772，968，600円
1，578，451，100円
3，782，876，800円
4，213，581，700円
744，055，300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 15，598，700，600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 4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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