
19001 7月3日 曇 良 （3小倉3） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00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

33 インプロバイザー 牡2芦 54 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 472－ 21：07．9 1．7�
44 トーホウラビアン 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム 420± 0 〃 クビ 11．6�

66 ル シ ョ コ ラ 牝2青鹿54 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 456＋ 81：08．1� 2．7�

22 タイガークリスエス 牡2黒鹿54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 460－ 21：08．31� 10．8�
55 フェブサンカラ 牝2鹿 54 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 410＋ 81：08．61� 58．6�
11 アマノカイザー 牡2鹿 54

51 ▲松本 大輝中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 464± 01：08．92 48．2	
77 ジューンピンクマン 牡2青鹿54 荻野 極吉川 潤氏 杉山 佳明 新ひだか 真歌田中牧場 B454± 01：10．07 54．2


（7頭）

売 得 金
単勝： 31，375，100円 複勝： 47，446，900円 枠連： 発売なし
馬連： 35，634，600円 馬単： 27，669，500円 ワイド： 23，252，800円
3連複： 46，810，700円 3連単： 141，890，200円 計： 354，079，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 140円 �� 110円 �� 180円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 1，190円

票 数

単勝票数 計 313751 的中 � 155086（1番人気）
複勝票数 計 474469 的中 � 314505（1番人気）� 33307（3番人気）
馬連票数 計 356346 的中 �� 47267（2番人気）
馬単票数 計 276695 的中 �� 28899（3番人気）
ワイド票数 計 232528 的中 �� 36199（2番人気）�� 73978（1番人気）�� 23360（3番人気）
3連複票数 計 468107 的中 ��� 160049（1番人気）
3連単票数 計1418902 的中 ��� 85956（4番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．2―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．4―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．7
3 2（3，4）（5，6）＝7，1 4 ・（2，3）4（5，6）＝1，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

インプロバイザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Closing Argument デビュー 2021．6．13 中京2着

2019．3．12生 牡2芦 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19002 7月3日 曇 良 （3小倉3） 第1日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時35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

611 メガキャット 牝3栗 54 松山 弘平中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 514± 01：46．4 3．1�
12 ナムラコマチ 牝3鹿 54 岩田 望来奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 434＋101：46．5� 3．6�
11 ク ラ ー ヴ ォ 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 81：47．35 12．0�
59 オーサムデイ 牝3芦 54 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 460－ 61：47．51� 113．6�
714 シ ブ コ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 松永 幹夫 新冠 有限会社 大
作ステーブル 422＋ 21：47．6� 52．6�

713 コニャックダイヤ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 444＋ 41：47．7� 17．6	
510 カラレーション 牝3黒鹿54 川田 将雅 
シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 412＋ 4 〃 クビ 3．7�
47 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿54 田中 健松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 448＋ 21：49．18 21．2�
816 シゲルデカスロン 牝3青鹿54 城戸 義政森中 蕃氏 木原 一良 洞�湖 レイクヴィラファーム B538＋101：49．2� 46．1
36 マテンロウガイア 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁寺田千代乃氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 486＋161：49．3� 65．0�
48 フィールザウィンド 牝3鹿 54 和田 竜二 
キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 428 ―1：49．4クビ 18．7�
24 ル コ リ エ 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：50．57 65．0�
612 ハッピーキララ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志
髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 484 ―1：50．82 93．2�
815 ス ノ ー ル ナ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希
髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 462＋ 41：51．43� 243．4�
23 エルフバローズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 富田牧場 B468± 01：52．04 19．1�
35 ダノンフェリペ 牝3青鹿54 �島 良太�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか 千代田牧場 488＋121：54．4大差 288．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，504，300円 複勝： 45，337，700円 枠連： 10，167，000円
馬連： 52，844，700円 馬単： 23，603，700円 ワイド： 55，220，600円
3連複： 92，197，700円 3連単： 93，549，700円 計： 406，425，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 220円 枠 連（1－6） 560円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 290円 �� 510円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 9，270円

票 数

単勝票数 計 335043 的中 � 85464（1番人気）
複勝票数 計 453377 的中 � 96478（1番人気）� 91801（2番人気）� 40406（4番人気）
枠連票数 計 101670 的中 （1－6） 13972（1番人気）
馬連票数 計 528447 的中 �� 63191（1番人気）
馬単票数 計 236037 的中 �� 14231（2番人気）
ワイド票数 計 552206 的中 �� 53518（1番人気）�� 26259（5番人気）�� 28949（4番人気）
3連複票数 計 921977 的中 ��� 37820（2番人気）
3連単票数 計 935497 的中 ��� 7315（8番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．8―12．6―12．4―12．3―12．9―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．4―54．8―1：07．1―1：20．0―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

メガキャット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．10．25 京都14着

2018．3．4生 牝3栗 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 ルコリエ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルフバローズ号・ダノンフェリペ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月

3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〕 エルフバローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月3日まで平地競走に出走でき

ない。

第３回 小倉競馬 第１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



19003 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

35 エ ス コ ー ラ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B506＋101：43．8レコード 1．6�
12 エイシンニーダー 牡3栗 56 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 470－121：45．6大差 45．6�
59 セブンフォールド 牡3鹿 56 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452－ 81：45．92 18．4�
11 ウインヴァカンス 牝3栗 54 松若 風馬�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 4 〃 クビ 14．1�
23 エアミアーニ 牡3鹿 56 西村 淳也 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B436－ 21：46．21� 35．1	
612 アラモードバイオ 牡3栗 56 �島 克駿バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 504－ 6 〃 アタマ 6．2

48 ラピスデラビオス 牝3鹿 54 藤懸 貴志名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 418＋ 21：46．41� 14．2�
36 ティエドゥール 牝3鹿 54 和田 竜二加藤 誠氏 森田 直行 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 41：46．5� 65．0�
47 ゴッドリヴァプール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 474＋ 81：46．6� 250．9
510 ヤマニンミレニアム 牡3黒鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 444± 0 〃 クビ 166．4�
24 グ ラ ヴ ィ テ 牝3黒鹿54 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 492＋121：46．7クビ 4．9�
714 ベ ギ ー ア デ 牝3鹿 54 川島 信二大倉 佑介氏 新谷 功一 新冠 中本牧場 430＋ 21：46．8� 463．9�
713 トーホウロッキー 牡3栗 56 幸 英明東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 484－ 21：46．9� 150．2�
816 テイクバイフォース 	3栗 56 国分 優作藤沼 利夫氏 大根田裕之 新冠 ハクレイファーム 448－ 61：47．96 470．0�
611 ラストアプローズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 486－ 61：48．0� 365．0�

815 メイショウクラーク 牡3黒鹿 56
55 ☆富田 暁松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 432－ 61：48．42� 322．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，250，000円 複勝： 64，139，000円 枠連： 8，780，900円
馬連： 47，721，200円 馬単： 29，970，500円 ワイド： 46，678，100円
3連複： 81，945，900円 3連単： 106，637，800円 計： 426，123，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 520円 � 300円 枠 連（1－3） 800円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 920円 �� 460円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 26，940円

票 数

単勝票数 計 402500 的中 � 193330（1番人気）
複勝票数 計 641390 的中 � 315147（1番人気）� 16677（7番人気）� 33283（5番人気）
枠連票数 計 87809 的中 （1－3） 8484（3番人気）
馬連票数 計 477212 的中 �� 14345（8番人気）
馬単票数 計 299705 的中 �� 6609（10番人気）
ワイド票数 計 466781 的中 �� 12838（10番人気）�� 28453（4番人気）�� 2285（34番人気）
3連複票数 計 819459 的中 ��� 6822（27番人気）
3連単票数 計1066378 的中 ��� 2869（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．1―35．4―47．4―58．7―1：09．6―1：20．6―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ス コ ー ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas デビュー 2021．1．24 中京4着

2018．1．12生 牡3鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 2戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 テイクバイフォース号・ラストアプローズ号・メイショウクラーク号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによ

る出走制限」の適用を除外。

19004 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

23 ダノンバジリア 牝3栗 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 514－ 21：45．5 6．9�
59 エイシンイルハーン 牡3鹿 56 福永 祐一平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 478－ 41：46．13� 2．9�
510 ショウナンアーチー 牡3鹿 56 �島 克駿国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 490－ 61：46．2� 3．2�
714 ラインポラリス 牡3鹿 56 岩田 望来大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470－ 41：47．37 6．0�
12 メイショウピスカリ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 438－ 61：47．93� 32．9�
35 ベクルックス 牡3鹿 56 藤岡 康太 	社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 12．1

713 サンライズアクター 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 41：48．0クビ 498．0�
612 シーフードパイセン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 460＋ 61：48．1� 12．0�
48 オンデューティ 牡3黒鹿56 中井 裕二中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B490＋ 81：48．2� 88．9
11 ブザービート 牡3栗 56 川須 栄彦水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 岡田牧場 B440－ 81：48．3� 19．6�
611 インバシオン 牡3鹿 56 �島 良太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 486－ 21：49．04 524．5�
815 ビービーディーン 牡3栗 56 小崎 綾也坂東 勝彦氏 野中 賢二 日高 シンボリ牧場 B456－ 61：49．31� 175．6�
47 テーオーピタゴラス 牡3栗 56 城戸 義政小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 538 ―1：49．51 328．5�
36 キラーマウンテン 牡3黒鹿56 田中 健山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 502－ 21：49．71� 150．2�
816 ロッキーブレイヴ 牡3鹿 56 和田 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 516± 01：50．23 599．3�
24 サバイバルマインド 牝3栗 54 森 裕太朗福田 光博氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 470－ 11：50．73 114．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，081，000円 複勝： 59，370，900円 枠連： 11，890，300円
馬連： 57，983，100円 馬単： 26，947，600円 ワイド： 56，826，200円
3連複： 93，079，900円 3連単： 109，747，000円 計： 458，926，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 120円 � 140円 枠 連（2－5） 550円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 400円 �� 760円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 10，460円

票 数

単勝票数 計 430810 的中 � 49922（4番人気）
複勝票数 計 593709 的中 � 63658（4番人気）� 149342（1番人気）� 112796（2番人気）
枠連票数 計 118903 的中 （2－5） 16492（2番人気）
馬連票数 計 579831 的中 �� 43900（3番人気）
馬単票数 計 269476 的中 �� 7908（10番人気）
ワイド票数 計 568262 的中 �� 35052（4番人気）�� 16924（10番人気）�� 66825（1番人気）
3連複票数 計 930799 的中 ��� 44221（2番人気）
3連単票数 計1097470 的中 ��� 7603（23番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．1―12．7―12．5―12．3―12．4―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―42．9―55．4―1：07．7―1：20．1―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバジリア �
�
父 Frankel �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2020．8．1 新潟4着

2018．2．26生 牝3栗 母 レキシールー 母母 Oneexcessivenite 4戦1勝 賞金 6，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サバイバルマインド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンライズヴェリテ号
（非抽選馬） 1頭 スリーケイエヌ号



19005 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

九州産馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

815 シュンメキラリ 牝2鹿 54 秋山真一郎西村新一郎氏 牧田 和弥 熊本 ストームファーム
コーポレーション 470 ―1：10．1 3．2�

714 カ ッ コ ヨ カ 牡2鹿 54 福永 祐一西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 414 ―1：10．63 6．1�
59 テイエムキバイモン 牡2鹿 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 460 ―1：10．81� 4．6�
510 クリノゴーゴー 牝2栗 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 谷 潔 熊本

ジャパンレーシン
グホースケア 村
山 央樹 376 ―1：10．91 30．1�

47 キリシマコトブキ 牝2青鹿54 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 412 ―1：11．0� 99．1�
816 カシノコマンド 牝2芦 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 420 ―1：11．21� 108．0�
35 カシノトムキャット 牡2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 454 ― 〃 ハナ 5．3	
11 カシノファボリート 牝2鹿 54 森 裕太朗柏木 務氏 和田 雄二 熊本 ストームファーム

コーポレーション 472 ― 〃 クビ 63．7

12 テイエムヒッサーロ 牡2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 456 ―1：11．3� 28．9�
612 カシノプルタオルネ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 柏木 務 398 ―1：11．61� 25．8�
24 テイエムタマガイ 牝2鹿 54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 440 ― 〃 ハナ 55．7
48 ナンゴクハナネット 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝渡 義光氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 394 ―1：11．8� 211．0�
36 カシノグロウ 牝2青鹿54 �島 良太柏木 務氏 藤沢 則雄 宮崎 田上 勝雄 458 ―1：12．11� 127．0�
23 サバイバルダンス 牝2鹿 54 川須 栄彦福田 光博氏 和田 雄二 熊本 イッサステーブル 400 ―1：12．31� 49．3�
713 コウエイヨカオゴ 牝2鹿 54 松山 弘平伊東 政清氏 新谷 功一 熊本 本田 土寿 414 ―1：12．51� 8．6�
611 タケノサイコウ 牡2黒鹿54 和田 竜二竹原 孝昭氏 森田 直行 熊本 竹原 孝昭 454 ―1：12．71� 84．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，444，800円 複勝： 36，642，200円 枠連： 11，635，700円
馬連： 49，278，100円 馬単： 22，642，000円 ワイド： 40，034，900円
3連複： 74，343，100円 3連単： 86，236，200円 計： 358，257，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 170円 � 150円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 560円 �� 340円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 8，820円

票 数

単勝票数 計 374448 的中 � 95590（1番人気）
複勝票数 計 366422 的中 � 70950（1番人気）� 48860（4番人気）� 65988（2番人気）
枠連票数 計 116357 的中 （7－8） 13622（1番人気）
馬連票数 計 492781 的中 �� 29096（4番人気）
馬単票数 計 226420 的中 �� 7430（7番人気）
ワイド票数 計 400349 的中 �� 17755（6番人気）�� 32502（1番人気）�� 15653（8番人気）
3連複票数 計 743431 的中 ��� 28776（3番人気）
3連単票数 計 862362 的中 ��� 7083（14番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．5―46．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュンメキラリ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2019．1．8生 牝2鹿 母 オランジェット 母母 オレンジピール 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19006 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第6競走 ��1，000�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
57．7
57．7

重
重

66 シホノディレット 牡2鹿 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム 518 ―1：00．7 9．3�
88 クラーベドラド 牡2青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478 ―1：00．91� 3．7�
44 コパノリンダ 牝2鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 422 ― 〃 ハナ 12．4�
55 カンタルーパ 牝2鹿 54 �島 克駿村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428 ―1：01．22 1．9�
22 ランスオブムーン 牡2青鹿54 松山 弘平五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 452 ―1：02．05 13．4�
89 フォワデジー 牡2栗 54 松若 風馬野嶋 祥二氏 高柳 大輔 新ひだか 田上 徹 464 ―1：02．21 21．9	
77 ハクアイボリイ 牡2鹿 54 岩田 望来石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 466 ―1：02．41� 88．7

33 オーリプカレディ 牝2鹿 54 酒井 学北側 雅勝氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 486 ― 〃 アタマ 21．4�
11 メイショウアスカゼ 牝2鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 まるとみ冨岡牧場 470 ―1：07．2大差 22．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，500，300円 複勝： 33，547，200円 枠連： 5，865，300円
馬連： 37，892，900円 馬単： 23，902，800円 ワイド： 30，645，900円
3連複： 55，725，700円 3連単： 99，859，900円 計： 325，940，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 190円 � 300円 枠 連（6－8） 1，460円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，250円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 33，170円

票 数

単勝票数 計 385003 的中 � 34646（3番人気）
複勝票数 計 335472 的中 � 28567（4番人気）� 54750（2番人気）� 26269（5番人気）
枠連票数 計 58653 的中 （6－8） 3109（6番人気）
馬連票数 計 378929 的中 �� 14639（8番人気）
馬単票数 計 239028 的中 �� 3620（19番人気）
ワイド票数 計 306459 的中 �� 10768（8番人気）�� 5993（15番人気）�� 16476（6番人気）
3連複票数 計 557257 的中 ��� 8891（17番人気）
3連単票数 計 998599 的中 ��� 2182（99番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．7―35．4―47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シホノディレット 
�
父 アジアエクスプレス 

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．2．3生 牡2鹿 母 メジロコウミョウ 母母 メジロルルド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアスカゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月3日まで平地競

走に出走できない。



19007 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時25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
1：56．9
1：56．1

良
良

24 イ リ マ 牝3鹿 54 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 21：57．5 10．8�

715 トーホウロゼリア 牝3鹿 54 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 456－ 21：58．14 31．6�
611 シーニックウェイ 牝3鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 41：58．2クビ 3．6�
714 フローレスクイーン 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 498－ 21：58．3� 1．8�
510 ルグランタンゴ 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444＋161：58．51� 30．5�
816 テーオーマシェリ 牝3黒鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 466－10 〃 クビ 23．4	
12 デスティノアーラ 牝3鹿 54 松山 弘平 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 428± 01：58．6クビ 8．3�
35 メイショウエバー 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 410－ 21：58．92 409．6�
612 カレンプリマドーナ 牝3青鹿 54

51 ▲松本 大輝鈴木 隆司氏 橋口 慎介 新ひだか 平野牧場 420＋101：59．0クビ 132．5
36 カフジヴィオレッタ 牝3鹿 54 中井 裕二加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 454－141：59．42� 28．0�
59 サヴァニャン 牝3黒鹿54 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 422－ 21：59．93 42．3�
713 ジューンサクラ 牝3黒鹿54 川島 信二吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 422－ 62：00．11� 541．3�
23 フ ウ カ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和 �ニッシンホール
ディングス 松永 幹夫 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 62：00．2� 76．4�

11 メイショウスズカケ 牝3青 54 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 むかわ 上水牧場 508＋ 62：00．51� 69．4�
818 タマモポラリス 牝3鹿 54 川須 栄彦タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 456＋102：00．92� 330．4�
817 オ マ ー ジ ュ 牝3鹿 54 藤井勘一郎安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか フジワラフアーム 492＋122：01．32 81．9�
47 グランボルドー 牝3鹿 54 酒井 学間宮 秀直氏 新谷 功一 浦河 村下農場 456＋162：02．36 246．1�
48 アレヴィクトワール 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B482－ 82：03．89 276．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，092，300円 複勝： 81，724，600円 枠連： 12，781，900円
馬連： 62，160，800円 馬単： 35，993，000円 ワイド： 62，190，400円
3連複： 114，240，900円 3連単： 133，552，800円 計： 544，736，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 340円 � 890円 � 250円 枠 連（2－7） 680円

馬 連 �� 10，730円 馬 単 �� 20，740円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 580円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 66，960円

票 数

単勝票数 計 420923 的中 � 30953（4番人気）
複勝票数 計 817246 的中 � 64084（3番人気）� 20673（8番人気）� 98841（2番人気）
枠連票数 計 127819 的中 （2－7） 14466（2番人気）
馬連票数 計 621608 的中 �� 4487（26番人気）
馬単票数 計 359930 的中 �� 1301（47番人気）
ワイド票数 計 621904 的中 �� 6329（25番人気）�� 29475（4番人気）�� 12615（13番人気）
3連複票数 計1142409 的中 ��� 11050（24番人気）
3連単票数 計1335528 的中 ��� 1446（182番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．5―12．0―11．5―11．6―11．9―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．6―33．8―46．3―58．3―1：09．8―1：21．4―1：33．3―1：45．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F36．1
1
3

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

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

イ リ マ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．7．5 阪神3着

2018．5．11生 牝3鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 6戦1勝 賞金 11，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレヴィクトワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月3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〕 カレンプリマドーナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月3日まで平地競走に出走で

きない。

19008 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第8競走 ��2，000�
く に さ き

国 東 特 別
発走13時55分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）

3歳以上，1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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

33 ア リ ー ヴ ォ 牡3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 490± 01：57．5 1．6�
55 カレンルシェルブル 牡3鹿 54 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 クビ 7．0�
44 ブラインドデート 牝4黒鹿55 幸 英明窪田 康志氏 斉藤 崇史 新冠 大栄牧場 476＋ 81：58．13� 8．2�
22 リンフレスカンテ 牡3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 430－141：58．31 15．8�
66 セツメンノトビウオ 牡4芦 57 岩田 望来三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 462＋101：58．4� 44．9	
77 ニホンピロタイズ 牡3青鹿54 酒井 学小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 470＋ 41：58．71� 4．3

11 タマモネックタイ 牡3鹿 54 藤懸 貴志タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 470± 01：59．02 21．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 42，185，400円 複勝： 40，457，600円 枠連： 発売なし
馬連： 48，964，500円 馬単： 32，182，900円 ワイド： 36，027，400円
3連複： 65，703，500円 3連単： 187，305，700円 計： 452，827，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 440円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 421854 的中 � 210726（1番人気）
複勝票数 計 404576 的中 � 201455（1番人気）� 59189（3番人気）
馬連票数 計 489645 的中 �� 96787（2番人気）
馬単票数 計 321829 的中 �� 44543（2番人気）
ワイド票数 計 360274 的中 �� 60027（2番人気）�� 47837（3番人気）�� 16546（7番人気）
3連複票数 計 657035 的中 ��� 76995（3番人気）
3連単票数 計1873057 的中 ��� 73851（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．2―34．4―46．6―58．7―1：10．3―1：22．0―1：33．9―1：45．5

コーナー
通過順位

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

2
4
1＝4，7－（5，3）－6－2
1，4，7（5，3）＝（6，2）

勝馬の
紹 介

ア リ ー ヴ ォ �

父 ドゥラメンテ �


母父 Harlan’s Holiday デビュー 2020．10．3 中京11着

2018．5．17生 牡3鹿 母 エスメラルディーナ 母母 Tasha’s Star 6戦2勝 賞金 23，746，000円



19009 7月3日 小雨 稍重 （3小倉3） 第1日 第9競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （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
56．9
56．9

重
重

57 ロードクラージュ �4鹿 57 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－ 8 58．4 4．9�
712 コ ウ バ コ 牝3栗 52 幸 英明�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 474＋10 58．72 13．1�
711 ミ ラ ク ル 牝3鹿 52 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 446－ 8 58．8� 7．1�
610 キャンユーキッス 牝3鹿 52

49 ▲角田 大和岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 444＋ 8 58．9� 3．6�
45 メイショウカササギ 牝5鹿 55

54 ☆富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 B486± 0 59．11 7．4�
814 ワルツフォーデビー 牡4栗 57

54 ▲松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 450＋ 4 59．2� 14．5	
69 メイショウロサン 牡5黒鹿57 �島 良太松本 和子氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 486－ 8 59．41� 53．2

34 	 プラットフォーマー 牝4鹿 55 川島 信二中村 政夫氏 新谷 功一 安平 追分ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 41．9�
813	 グッドストーム 牡4青鹿57 松山 弘平トニー倶楽部 森 秀行 新冠 小泉牧場 492－ 5 〃 アタマ 30．7�
11 ウルトラソニック 牡3鹿 54 西村 淳也中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 470－10 59．5クビ 13．0
46 	 コンゴウレイワ 牝4栗 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456＋ 4 59．6� 29．3�
58 ミヤコシスター 牝4鹿 55 藤懸 貴志若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 478＋16 〃 ハナ 44．8�
33 コズミックランナー 牡4栗 57 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 438－ 4 59．81� 7．5�
22 トーホウグロリアス 牡3栗 54 秋山真一郎東豊物産� 谷 潔 浦河 チェスナット

ファーム 494－ 21：00．33 61．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，663，400円 複勝： 52，658，100円 枠連： 13，242，700円
馬連： 77，940，300円 馬単： 30，621，800円 ワイド： 62，793，200円
3連複： 119，094，600円 3連単： 133，421，800円 計： 526，435，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 350円 � 290円 枠 連（5－7） 1，270円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 950円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 43，310円

票 数

単勝票数 計 366634 的中 � 59141（2番人気）
複勝票数 計 526581 的中 � 64997（2番人気）� 37273（6番人気）� 46889（5番人気）
枠連票数 計 132427 的中 （5－7） 8045（5番人気）
馬連票数 計 779403 的中 �� 18073（14番人気）
馬単票数 計 306218 的中 �� 4242（22番人気）
ワイド票数 計 627932 的中 �� 12536（16番人気）�� 17065（9番人気）�� 15507（11番人気）
3連複票数 計1190946 的中 ��� 11530（27番人気）
3連単票数 計1334218 的中 ��� 2233（127番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―34．1―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F36．0
3 5（7，10）（3，4，12）（11，13）（1，6，8，14）－9－2 4 ・（5，7，10）12，3（4，11，13）1，14（6，8）9－2

勝馬の
紹 介

ロードクラージュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．6．8 阪神6着

2017．2．25生 �4鹿 母 レディルージュ 母母 サッカーマム 7戦2勝 賞金 14，700，000円

19010 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第10競走 ��1，200�
と ば た

戸 畑 特 別
発走15時00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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

78 � プリモダルク 牝4鹿 55 福永 祐一�グランド牧場 藤原 英昭 米 Estate of Wil-
liam L. Currin 460＋ 21：06．4レコード 5．3�

79 マイネルジェロディ 牡3青鹿54 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：06．61� 5．6�

33 マッスルマサムネ �6鹿 57 浜中 俊塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞	湖 レイクヴィラファーム 494－ 81：07．13 18．0�
811 テイエムイダテン 牡4鹿 57 西村 淳也竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 474＋ 21：07．2
 37．3�
11 メメントモリ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 アタマ 3．5	
810 ホワイトロッジ 牝4鹿 55 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428± 01：07．3
 7．8

22 ダノンシティ 牡5鹿 57 �島 克駿�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 6 〃 ハナ 6．9�
55 メイショウユリシス 牝4黒鹿55 松若 風馬松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 472－ 41：07．51
 18．2
67 � ドリームアロー 牡7鹿 57 小崎 綾也吉田 勝利氏 村山 明 日高 出口牧場 410－ 61：07．6 208．4�
66 グ ラ ウ ク ス �5栗 57 富田 暁 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 41：07．7クビ 11．9�
44 エイシンバッカス 牡4栗 57 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 458－101：10．1大差 9．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，857，500円 複勝： 82，403，600円 枠連： 16，689，500円
馬連： 110，492，800円 馬単： 42，302，400円 ワイド： 82，187，000円
3連複： 159，296，600円 3連単： 182，328，500円 計： 727，557，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 260円 � 200円 � 450円 枠 連（7－7） 1，770円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，680円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 8，370円 3 連 単 ��� 34，710円

票 数

単勝票数 計 518575 的中 � 78038（2番人気）
複勝票数 計 824036 的中 � 84474（5番人気）� 122121（2番人気）� 40530（9番人気）
枠連票数 計 166895 的中 （7－7） 7293（8番人気）
馬連票数 計1104928 的中 �� 51185（4番人気）
馬単票数 計 423024 的中 �� 9669（9番人気）
ワイド票数 計 821870 的中 �� 32733（5番人気）�� 12184（32番人気）�� 17524（21番人気）
3連複票数 計1592966 的中 ��� 14263（43番人気）
3連単票数 計1823285 的中 ��� 3808（148番人気）

ハロンタイム 11．6―10．2―10．5―11．0―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．8―32．3―43．3―54．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F34．1
3 8，9（1，11）（4，7，10）2（5，6）－3 4 8，9－1（11，10）（2，6）（5，4，7）3

勝馬の
紹 介

�プリモダルク �
�
父 Bernardini �

�
母父 Carson City デビュー 2019．12．28 阪神2着

2017．4．21生 牝4鹿 母 Wilshewed 母母 So Cozy 11戦3勝 賞金 34，452，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 エイシンバッカス号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



19011 7月3日 小雨 稍重 （3小倉3） 第1日 第11競走 ��
��1，700�九州スポーツ杯

発走15時35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

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

612 テンザワールド 牡7栗 57 福永 祐一天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B436＋ 41：44．8 19．4�
510 ディモールト 牡4黒鹿57 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 500－101：45．22� 28．4�
12 クリノフラッシュ 牝6青鹿55 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B456＋ 8 〃 クビ 21．0�
47 エクレアスパークル 牡7青鹿57 和田 竜二李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B464－101：45．3クビ 12．3�
24 ソルトイブキ 牡5黒鹿57 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 494＋ 4 〃 アタマ 23．2�
815 ゴールドパラディン 牡4栗 57 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 424－ 21：45．5	 3．2	
35 アルコレーヌ 牝4栃栗55 川田 将雅 
シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 2．9�
611 ホウオウライジン 牡5栗 57 藤岡 康太小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 61：45．6クビ 33．2�
713 パ レ ニ ア 牝5鹿 55 太宰 啓介今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 516＋ 21：45．92 195．3
23 サンライズナイト 牡6黒鹿57 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 B508－ 2 〃 アタマ 7．0�
59 エ ス ト 牝5鹿 55 岡田 祥嗣大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 81．2�
11 マ ッ ク ス 
4栗 57 岩田 望来石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 472－ 2 〃 ハナ 7．9�
714 オンザロックス 牡8鹿 57 松本 大輝稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 486－ 61：46．32� 159．4�
816 カフジキング 牡8鹿 57 松山 弘平加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 446± 01：46．4� 59．4�
36 スマートランウェイ 牝5芦 55 �島 克駿大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 杵臼牧場 B504＋ 41：47．25 159．0�
48 ピッツィカート 
8鹿 57 松若 風馬 
シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：47．83� 235．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，613，000円 複勝： 135，399，100円 枠連： 51，604，400円
馬連： 258，261，000円 馬単： 98，226，200円 ワイド： 181，256，500円
3連複： 429，813，600円 3連単： 513，454，600円 計： 1，773，628，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 510円 � 880円 � 580円 枠 連（5－6） 6，780円

馬 連 �� 27，610円 馬 単 �� 55，050円

ワ イ ド �� 5，800円 �� 3，470円 �� 5，980円

3 連 複 ��� 97，770円 3 連 単 ��� 743，020円

票 数

単勝票数 計1056130 的中 � 43516（6番人気）
複勝票数 計1353991 的中 � 72588（7番人気）� 39239（10番人気）� 62635（8番人気）
枠連票数 計 516044 的中 （5－6） 5895（22番人気）
馬連票数 計2582610 的中 �� 7247（53番人気）
馬単票数 計 982262 的中 �� 1338（107番人気）
ワイド票数 計1812565 的中 �� 8047（47番人気）�� 13551（34番人気）�� 7792（49番人気）
3連複票数 計4298136 的中 ��� 3297（188番人気）
3連単票数 計5134546 的中 ��� 501（1168番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―13．2―12．2―11．9―12．2―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．8―55．0―1：06．9―1：19．1―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンザワールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．10．22 京都2着

2014．2．10生 牡7栗 母 クォリティシーズン 母母 コンファームドダンサー 26戦5勝 賞金 89，560，000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） 3頭 エブリワンブラック号・ホッコーアカツキ号・ミステリオーソ号

19012 7月3日 小雨 良 （3小倉3） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15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
1：06．5
1：06．5

良
良

712 ス テ ィ ク ス 牝3鹿 52 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：06．9 3．2�
45 � ジュストコル 牡3鹿 54 岩田 望来吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm 510＋ 41：07．11� 15．9�
813 テンシノエア 牝3鹿 52 藤岡 康太�浜本牧場 小林 真也 日高 浜本牧場 432± 01：07．2� 42．0�
711� アランチャアミーゴ 	4栗 57 幸 英明早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B496＋121：07．41� 8．0�
814 タナキーボー 牡3黒鹿54 藤井勘一郎田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 500＋ 81：07．5クビ 9．2�
46 リ ノ 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝	ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 4 〃 クビ 30．9


610 ヒ バ リ 牝4黒鹿55 福永 祐一	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 434＋ 6 〃 クビ 5．0�
57 � サトノソレイユ 牝5鹿 55 荻野 極 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

482± 01：07．6
 8．7�
11 マイネルヘルト 牡4青鹿 57

54 ▲角田 大和 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 424＋ 61：07．7� 81．4

22 � パルフェアンジュ 牝5栗 55 松若 風馬�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 468± 01：07．8� 206．2�
33 � ヒロシゲペッパー 牡4栗 57

56 ☆富田 暁�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B494＋ 2 〃 ハナ 55．5�
34 フロストエッジ 牝3栗 52 酒井 学�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488－ 21：08．01� 64．8�
69 プラチナムレイアー 牡3芦 54 �島 克駿岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：08．21� 4．5�
58 � カズプロティオス 牡4青 57 西村 淳也合同会社雅苑興業 茶木 太樹 浦河 三嶋牧場 434－121：09．05 148．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 69，783，300円 複勝： 82，143，200円 枠連： 27，007，500円
馬連： 137，008，400円 馬単： 52，721，300円 ワイド： 104，898，300円
3連複： 214，740，600円 3連単： 249，195，200円 計： 937，497，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 360円 � 890円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，100円 �� 6，870円

3 連 複 ��� 32，770円 3 連 単 ��� 108，370円

票 数

単勝票数 計 697833 的中 � 172068（1番人気）
複勝票数 計 821432 的中 � 146735（2番人気）� 56196（7番人気）� 19706（9番人気）
枠連票数 計 270075 的中 （4－7） 17157（6番人気）
馬連票数 計1370084 的中 �� 35633（14番人気）
馬単票数 計 527213 的中 �� 8438（19番人気）
ワイド票数 計1048983 的中 �� 23719（16番人気）�� 12857（23番人気）�� 3832（51番人気）
3連複票数 計2147406 的中 ��� 4914（91番人気）
3連単票数 計2491952 的中 ��� 1667（330番人気）

ハロンタイム 11．5―10．2―10．7―11．3―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．7―32．4―43．7―54．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス テ ィ ク ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．10．17 京都3着

2018．4．15生 牝3鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 6戦2勝 賞金 14，500，000円



（3小倉3）第1日 7月3日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良後稍重

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

187，300，000円
2，870，000円
23，360，000円
1，080，000円
19，790，000円
66，968，500円
4，400，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
572，350，400円
761，270，100円
169，665，200円
976，182，400円
446，783，700円
782，011，300円
1，546，992，800円
2，037，179，400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 7，292，435，300円

総入場人員 1，950名 （有料入場人員 1，467名）
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