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19025 7月10日 雨 良 （3小倉3） 第3日 第1競走 ��3，390�障害3歳以上オープン
発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：40．0良

11 � アサクサゲンキ �6鹿 61 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

462－123：48．5 1．9�
66 スズカフューラー 牡7栗 60 森 一馬永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 438－ 43：48．6� 5．9�
811 フリーフリッカー 牡7鹿 60 高田 潤�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 23：48．91� 7．1�
33 レオビヨンド 牡5鹿 60 小坂 忠士�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 498＋ 43：49．53	 32．8�
78 コウキチョウサン 牡8鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 472＋ 6 〃 クビ 15．5�
67 テイエムチューハイ 牡7黒鹿60 平沢 健治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B460＋ 23：49．71
 9．3	
810 マイネルパラディ �7芦 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 472＋123：50．12	 28．9

22 クイックファイア 牡6鹿 60 西谷 誠下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 482＋ 63：50．41	 7．4�
44 � キタノテイオウ 牡6黒鹿60 大江原 圭了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 464＋ 23：50．82	 33．5�
55 サムライフォンテン 牡8黒鹿60 伴 啓太吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 494＋103：51．86 157．6
79 メメランタン 牡5芦 60 植野 貴也本谷 惠氏 谷 潔 日高 沖田牧場 540± 0 （競走中止） 28．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，065，500円 複勝： 28，716，900円 枠連： 7，125，400円
馬連： 31，956，500円 馬単： 19，248，000円 ワイド： 27，825，000円
3連複： 59，082，700円 3連単： 79，790，600円 計： 275，810，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（1－6） 390円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 280円 �� 280円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，290円

票 数

単勝票数 計 220655 的中 � 88443（1番人気）
複勝票数 計 287169 的中 � 92639（1番人気）� 42682（2番人気）� 40109（3番人気）
枠連票数 計 71254 的中 （1－6） 13964（1番人気）
馬連票数 計 319565 的中 �� 35954（1番人気）
馬単票数 計 192480 的中 �� 14972（1番人気）
ワイド票数 計 278250 的中 �� 26444（1番人気）�� 25921（2番人気）�� 13658（5番人気）
3連複票数 計 590827 的中 ��� 39445（1番人気）
3連単票数 計 797906 的中 ��� 17539（1番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 50．7－3F 38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

�アサクサゲンキ �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2017．7．8 中京4着

2015．4．17生 �6鹿 母 Amelia 母母 Aquilegia 障害：10戦3勝 賞金 53，590，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 メメランタン号は，1周目2号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

19026 7月10日 小雨 良 （3小倉3） 第3日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

九州産馬；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

35 イチザウイナー 牡2鹿 54 田中 健奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝
一郎 444＋ 81：10．1 39．7�

23 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 416－ 41：10．31� 41．7�
48 カ ッ コ ヨ カ 牡2鹿 54 岩田 望来西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 420＋ 61：10．4� 4．7�
36 ヒ ノ ク ニ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 442－10 〃 ハナ 34．5�
611 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 406＋ 81：10．61 124．8�
59 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 426－141：10．7� 203．2�
47 コウユーキレカ 牝2青 54 福永 祐一加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム

コーポレーション 422－ 2 〃 アタマ 1．8	
11 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 398－ 2 〃 クビ 252．6

24 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 454－ 61：10．91� 7．0�
816 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 416＋ 4 〃 アタマ 15．5�
12 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 372－ 41：11．11 18．2

612 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 424＋101：11．42 73．5�
815 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 390－ 41：11．61� 372．8�
510 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 460＋ 61：11．7クビ 30．2�
713 タケノサイコウ 牡2黒鹿54 �島 克駿竹原 孝昭氏 森田 直行 熊本 竹原 孝昭 456＋ 21：12．33� 315．7�
714 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 468－ 41：14．6大差 51．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，965，800円 複勝： 46，865，900円 枠連： 10，317，700円
馬連： 46，687，400円 馬単： 25，119，400円 ワイド： 47，662，800円
3連複： 78，008，800円 3連単： 97，517，600円 計： 387，145，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，970円 複 勝 � 760円 � 810円 � 180円 枠 連（2－3） 3，460円

馬 連 �� 27，830円 馬 単 �� 65，640円

ワ イ ド �� 6，710円 �� 2，120円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 29，800円 3 連 単 ��� 268，820円

票 数

単勝票数 計 349658 的中 � 7474（8番人気）
複勝票数 計 468659 的中 � 13699（9番人気）� 12746（10番人気）� 90185（2番人気）
枠連票数 計 103177 的中 （2－3） 2305（12番人気）
馬連票数 計 466874 的中 �� 1300（46番人気）
馬単票数 計 251194 的中 �� 287（93番人気）
ワイド票数 計 476628 的中 �� 1796（46番人気）�� 5817（23番人気）�� 7864（16番人気）
3連複票数 計 780088 的中 ��� 1963（67番人気）
3連単票数 計 975176 的中 ��� 263（490番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．7―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―45．2―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチザウイナー �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 タイムパラドックス デビュー 2021．6．13 中京8着

2019．4．22生 牡2鹿 母 イ チ ザ ラ ブ 母母 リトルラブソング 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 キリシマコトブキ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

テイエムタマガイ号の騎手柴田未崎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和3年7月24日から令和3年8月1日ま
で騎乗停止。（被害馬：4番）

〔調教再審査〕 カシノファボリート号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノファボリート号は，「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。

第３回 小倉競馬 第３日



19027 7月10日 小雨 重 （3小倉3） 第3日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

45 カネトシバレンシア 牝3栗 54 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 434－ 8 57．5 7．3�
11 レスールドマカロン 牝3栗 54 岩田 望来栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか 岡田牧場 432＋ 4 57．82 6．6�
610 メイショウフジタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 470－ 4 57．9クビ 11．1�
33 サムワンスペシャル 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 430－10 58．0� 15．0�
58 ミラコロヴェルデ 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 6 58．1� 60．5	
69 ランペロニキ 牡3鹿 56 川島 信二
リーヴァ 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－12 〃 ハナ 23．6�
814 ル ー リ ン グ 牡3鹿 56 �島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 498± 0 58．2クビ 15．3�
46 サ ノ ラ カ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝佐野 信幸氏 牧浦 充徳 日高 豊洋牧場 426－ 2 〃 クビ 41．2

34 	 ララガブリエル 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 米
Burleson Farm, Sequel
Thoroughbreds &
McKenzie Bloodstock

502 ― 58．3クビ 16．8�
（法942）

57 	 トニーヒアロ 牝3栗 54 松山 弘平トニー倶楽部 森 秀行 米 Saddle Creek
Farms Inc. 520＋ 8 58．4� 4．1�

712 メモリーアンクル 牡3鹿 56 幸 英明�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 谷川牧場 452－14 58．6� 23．4�
711 ハクアイゴジロー 牡3栗 56 西村 淳也 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 B514＋ 2 58．81
 3．6�
22 スズカロマンス 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋14 58．9� 42．9�
813 ハイラブサイエンス 牡3栗 56 藤井勘一郎服部 新平氏 小崎 憲 浦河 �川フアーム 454－12 59．21� 68．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，037，100円 複勝： 46，721，000円 枠連： 9，668，100円
馬連： 51，709，600円 馬単： 22，559，700円 ワイド： 49，120，800円
3連複： 81，177，300円 3連単： 82，337，900円 計： 378，331，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 260円 � 330円 枠 連（1－4） 1，740円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，110円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 42，820円

票 数

単勝票数 計 350371 的中 � 38000（4番人気）
複勝票数 計 467210 的中 � 67354（3番人気）� 46723（4番人気）� 33075（5番人気）
枠連票数 計 96681 的中 （1－4） 4286（8番人気）
馬連票数 計 517096 的中 �� 16723（8番人気）
馬単票数 計 225597 的中 �� 3221（17番人気）
ワイド票数 計 491208 的中 �� 15872（7番人気）�� 11341（13番人気）�� 8113（16番人気）
3連複票数 計 811773 的中 ��� 7181（24番人気）
3連単票数 計 823379 的中 ��� 1394（118番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．1―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．5―45．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシバレンシア �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2020．10．10 京都6着

2018．2．24生 牝3栗 母 フェザーレイ 母母 エルフィンフェザー 5戦1勝 賞金 7，170，000円
〔3走成績による出走制限〕 スズカロマンス号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コールドショット号・シゲルカミナリ号・マンハッタンガデス号

19028 7月10日 曇 良 （3小倉3） 第3日 第4競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

22 ノーリミッツ 牡5黒鹿60 北沢 伸也山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 442－ 23：08．4 2．0�
55 � イッツリット 牡5栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

B502＋143：10．4大差 10．4�
11 ブルーノジュネス �4鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 63：10．6� 5．2�
33 プリンスオブペスカ 牡7鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488－ 63：10．7� 3．4�
77 メイショウソテツ 牡5青 60 黒岩 悠松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 506－ 43：11．02 7．7	
66 	 セイカタチバナ 牡4栗 60 伴 啓太久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 494－ 43：14．4大差 49．5

44 	 クリノハプスブルク 牡7鹿 60 大江原 圭栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 460± 03：14．5クビ 40．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 18，431，100円 複勝： 12，147，300円 枠連： 発売なし
馬連： 23，764，200円 馬単： 16，479，500円 ワイド： 14，644，400円
3連複： 31，994，700円 3連単： 86，629，600円 計： 204，090，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 350円 �� 250円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 184311 的中 � 73316（1番人気）
複勝票数 計 121473 的中 � 42535（1番人気）� 18273（3番人気）
馬連票数 計 237642 的中 �� 19540（4番人気）
馬単票数 計 164795 的中 �� 8897（7番人気）
ワイド票数 計 146444 的中 �� 10679（5番人気）�� 16596（4番人気）�� 5375（9番人気）
3連複票数 計 319947 的中 ��� 15582（6番人気）
3連単票数 計 866296 的中 ��� 11106（24番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 50．6－3F 37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
1＝2－（5，3）＝（7，4）－6
2－1（5，3）＝7－6，4

�
�
1＝2－（5，3）7－4－6
2－1，5，3－7＝6－4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーリミッツ �

父 ナカヤマフェスタ �


母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．6．30 函館5着

2016．5．20生 牡5黒鹿 母 フェステロマーネ 母母 ブロッソミングビューティ 障害：3戦1勝 賞金 10，300，000円



19029 7月10日 曇 良 （3小倉3） 第3日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時25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
1：07．5
1：07．5

良
良

77 サ イ ー ド 牡2鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 466 ―1：08．8 1．8�
11 ザ ウ リ 牡2鹿 54 岩田 望来�ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 504 ―1：08．9クビ 4．3�
33 ビップシュプリーム 牝2鹿 54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 480 ―1：09．0� 8．7�
55 ショウナンラタン 牡2栗 54 幸 英明国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 480 ―1：09．1� 6．6�
66 ケイティレインボー 牡2青鹿54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 472 ―1：09．63 34．2�
22 タマモテラコッタ 牡2芦 54 和田 竜二タマモ	 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478 ―1：09．81 17．1

44 リアルファンタジア 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 450 ―1：09．9� 14．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 47，127，600円 複勝： 26，705，900円 枠連： 発売なし
馬連： 42，734，600円 馬単： 29，667，300円 ワイド： 29，731，900円
3連複： 48，159，300円 3連単： 121，179，400円 計： 345，306，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 160円 �� 240円 �� 360円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 471276 的中 � 211097（1番人気）
複勝票数 計 267059 的中 � 105145（1番人気）� 56573（2番人気）
馬連票数 計 427346 的中 �� 90958（1番人気）
馬単票数 計 296673 的中 �� 42517（1番人気）
ワイド票数 計 297319 的中 �� 57863（1番人気）�� 30356（3番人気）�� 17462（5番人気）
3連複票数 計 481593 的中 ��� 57563（2番人気）
3連単票数 計1211794 的中 ��� 48515（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 1（3，2）（7，6）4，5 4 1（3，2，7）（4，5，6）

勝馬の
紹 介

サ イ ー ド �

父 キ ズ ナ �


母父 ボストンハーバー 初出走

2019．4．23生 牡2鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19030 7月10日 曇 良 （3小倉3） 第3日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時55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
1：43．8
1：43．8

良
良

510 ネ グ ロ ー ニ 牝3黒鹿54 岩田 望来亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464－ 41：46．4 11．6�
48 セカンドワルツ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－ 41：46．5� 27．5�
816 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 454－ 21：46．6� 8．3�
24 エニシノウタ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 438－ 2 〃 クビ 7．5�
713 アンシャンテ 牝3栗 54 松山 弘平近藤 英子氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448 ―1：47．13 33．7�
36 ブールアネージュ 牝3鹿 54 秋山真一郎 	社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 21：47．42 53．3

23 コーラスケイト 牝3鹿 54 荻野 極大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 524＋12 〃 ハナ 4．1�
815 マンヌポルト 牝3黒鹿54 �島 克駿 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 日高 シンボリ牧場 456＋ 41：47．5� 42．6�
47 ジェムフェザー 牝3鹿 54 福永 祐一 	キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476－ 21：48．03 4．3
35 バ ル レ ッ タ 牝3黒鹿54 西村 淳也 	シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440＋101：48．21� 6．8�
11 ラインリブラ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和大澤 繁昌氏 長谷川浩大 新冠 小泉牧場 446－ 4 〃 ハナ 193．3�
59 フレイミングサン 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 晴哉氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 434－ 21：48．73� 6．2�
612 オーサムメーカー 牝3鹿 54 和田 翼	髙昭牧場 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 490 ―1：48．8� 307．2�
714 マツヨイヒメ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450－ 41：49．33 403．7�
611 ゴールドオーロラ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 中村 雅明 424± 0 〃 ハナ 205．2�
12 ナムラフォレスタ 牝3青鹿54 森 裕太朗奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 414－ 61：49．72� 95．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，749，300円 複勝： 56，420，900円 枠連： 12，471，900円
馬連： 58，908，600円 馬単： 24，448，300円 ワイド： 56，574，300円
3連複： 95，619，900円 3連単： 93，877，700円 計： 436，070，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 370円 � 580円 � 300円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 9，550円 馬 単 �� 14，960円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，140円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 15，780円 3 連 単 ��� 98，350円

票 数

単勝票数 計 377493 的中 � 25879（7番人気）
複勝票数 計 564209 的中 � 40680（7番人気）� 23502（8番人気）� 52251（5番人気）
枠連票数 計 124719 的中 （4－5） 13562（3番人気）
馬連票数 計 589086 的中 �� 4777（28番人気）
馬単票数 計 244483 的中 �� 1225（52番人気）
ワイド票数 計 565743 的中 �� 7108（25番人気）�� 13081（17番人気）�� 6693（26番人気）
3連複票数 計 956199 的中 ��� 4542（54番人気）
3連単票数 計 938777 的中 ��� 692（329番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―12．2―12．2―11．8―11．8―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．7―34．9―47．1―58．9―1：10．7―1：22．5―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネ グ ロ ー ニ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Muhtathir デビュー 2021．3．21 中京6着

2018．1．22生 牝3黒鹿 母 ヒ ッ ピ ー 母母 Peace And Love 4戦1勝 賞金 6，400，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 ナムラフォレスタ号は，「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。



19031 7月10日 曇 良 （3小倉3） 第3日 第7競走 1，200�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

510 テイエムエメラルド 牝3黒鹿54 �島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前川 勝春 442－ 21：08．0 9．3�
611 メイショウイジゲン 牡3芦 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 428＋ 8 〃 アタマ 7．6�
24 ウォーターイグアス 牡3鹿 56 幸 英明山岡 正人氏 石橋 守 日高 白井牧場 512± 0 〃 ハナ 2．6�
713 ジョイフルラブ 牝3鹿 54 城戸 義政堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 452－121：08．1クビ 96．4�
816 ゼンノミチザネ 牡3鹿 56 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 442－ 41：08．2� 12．1�
36 テ オ リ ス 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和 �シルクレーシング 池添 学 浦河 栄進牧場 460－14 〃 クビ 5．6	
47 トラヴェラーズ 牝3鹿 54 川須 栄彦�ハクツ牧場 北出 成人 新冠 ハクツ牧場 444＋10 〃 ハナ 65．9

23 メイショウオルセー 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 410－14 〃 アタマ 16．4�
714 ス キ ピ オ 牡3青鹿56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 豊洋牧場 480－ 41：08．41� 11．6
35 ル ク ク 牡3鹿 56 松若 風馬江馬 由将氏 杉山 晴紀 日高 門別山際牧場 444± 01：08．5クビ 150．7�
612 ラルナプレナ 牝3青鹿54 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 61：08．6� 58．3�
11 シンゼングレート 牡3青鹿56 川島 信二原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470－ 2 〃 � 237．6�
818 オクタヴィアン �3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 460－14 〃 ハナ 74．5�
12 セ ラ ヴ ィ ー 牝3鹿 54 西村 淳也�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 418＋121：08．7� 9．6�
715 タイセイレガリア 牡3鹿 56 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B464－ 41：08．8クビ 78．2�
59 マ ー レ ッ ト 牡3鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 432－ 8 〃 クビ 80．3�
817 スカイドゥエラー 牡3青鹿56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 広富牧場 B458＋ 21：08．9� 43．2�
48 タックスフェイス 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 STレーシング 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 370＋ 61：09．85 366．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，786，500円 複勝： 55，597，800円 枠連： 14，022，800円
馬連： 65，891，600円 馬単： 26，940，600円 ワイド： 58，715，000円
3連複： 111，837，300円 3連単： 111，425，500円 計： 485，217，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 230円 � 190円 � 120円 枠 連（5－6） 3，420円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 550円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 31，440円

票 数

単勝票数 計 407865 的中 � 34953（4番人気）
複勝票数 計 555978 的中 � 47603（4番人気）� 64834（2番人気）� 158900（1番人気）
枠連票数 計 140228 的中 （5－6） 3173（17番人気）
馬連票数 計 658916 的中 �� 13765（12番人気）
馬単票数 計 269406 的中 �� 3002（20番人気）
ワイド票数 計 587150 的中 �� 12312（14番人気）�� 26619（4番人気）�� 53003（1番人気）
3連複票数 計1118373 的中 ��� 24322（6番人気）
3連単票数 計1114255 的中 ��� 2569（82番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．8―11．2―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．9―44．1―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 6（14，18）4，13（1，10）（7，12）（2，11）（3，8，9，17）5，16－15 4 6（14，18）4，13，10，1（7，11）12（2，5，3，9）8（16，17）15

勝馬の
紹 介

テイエムエメラルド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．9．12 中京15着

2018．4．15生 牝3黒鹿 母 ヒミノダンス 母母 ヒドゥンダンス 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔制裁〕 ジョイフルラブ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・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 スリーモーリス号・ブリリアントキング号・ルージュエトワール号

19032 7月10日 曇 重 （3小倉3） 第3日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：41．8
1：40．9

不良
重

34 スマートパルフェ 牝3黒鹿52 西村 淳也大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 432＋ 21：42．8 4．4�
33 ナオミゴゼン 牝3黒鹿52 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B476± 01：42．9� 5．5�
11 ギブミーラブ 牝3鹿 52 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486± 01：43．1� 17．4�
712 アウトオブサイト 牝3鹿 52 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 新冠 対馬 正 496＋ 2 〃 クビ 3．1�
69 ダノンシュネラ 牝3鹿 52

49 ▲角田 大和�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：43．2� 13．6�
58 � フローラルドレス 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 426－ 21：43．3クビ 20．7	

46 ワイドアウェイク 牝3栗 52 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 476－141：43．72� 33．4

813 メイショウハナモモ 牝3鹿 52 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 460＋ 4 〃 アタマ 7．4�
45 メイショウホタルビ 牝3栗 52 秋山真一郎松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 426± 01：43．91� 27．3�
22 � リュクスレジェンド 牝4鹿 55 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 448＋ 81：44．0� 100．4
57 ジューンビアンカ 牝3鹿 52 荻野 極吉川 潤氏 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 438－ 11：44．53 278．4�
814 ラボンダンス 牝4栗 55 	島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 41：45．24 12．8�
610 バーニングソウル 牝4芦 55 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 	川フアーム 424＋ 21：45．83� 19．0�
711 メイショウフクイク 牝5栗 55

54 ☆斎藤 新松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 492＋181：47．07 189．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，675，800円 複勝： 57，240，900円 枠連： 14，213，900円
馬連： 72，729，600円 馬単： 26，701，300円 ワイド： 62，779，800円
3連複： 113，081，300円 3連単： 112，906，300円 計： 498，328，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 210円 � 400円 枠 連（3－3） 1，400円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，430円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 25，210円

票 数

単勝票数 計 386758 的中 � 69347（2番人気）
複勝票数 計 572409 的中 � 85288（2番人気）� 74550（3番人気）� 31650（7番人気）
枠連票数 計 142139 的中 （3－3） 7839（6番人気）
馬連票数 計 727296 的中 �� 39362（4番人気）
馬単票数 計 267013 的中 �� 7073（7番人気）
ワイド票数 計 627798 的中 �� 28322（5番人気）�� 10969（18番人気）�� 10166（19番人気）
3連複票数 計1130813 的中 ��� 13562（18番人気）
3連単票数 計1129063 的中 ��� 3246（58番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．8―42．2―54．1―1：06．0―1：18．0―1：30．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートパルフェ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．8．16 小倉13着

2018．2．15生 牝3黒鹿 母 プレシャスジェムズ 母母 プレシャスキャット 8戦2勝 賞金 14，750，000円



19033 7月10日 晴 良 （3小倉3） 第3日 第9競走 ��1，800�マカオジョッキークラブトロフィー
発走14時25分 （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
マカオジョッキークラブ賞（1着）

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

44 ジェラルディーナ 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：45．3 4．1�
711 トウシンモンブラン 牝3鹿 52 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 470± 01：45．72� 4．7�
45 オメガデラックス �4黒鹿57 岩田 望来原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 434＋ 81：46．33� 37．7�
22 アウサンガテ 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 クビ 2．1�
56 エスポワールミノル 牡4鹿 57 藤岡 康太吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 524－ 4 〃 ハナ 25．2	
33 ローゼライト 牝3鹿 52 幸 英明中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B424＋ 21：46．72� 20．1

68 スズカマイゲスト 牡7鹿 57 和田 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 492＋101：46．8クビ 193．7�
57 ジ オ ル テ ィ 牡3鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 494± 01：47．12 100．0�
813 ナムラカミカゼ 牡4鹿 57 小崎 綾也奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 480－ 81：47．3	 183．1
11 パ ナ プ リ 牡3黒鹿54 富田 暁畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 438－ 2 〃 クビ 64．9�
710 テイエムフローラ 牝4黒鹿55 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 454－ 21：48．04 24．9�
812 デルマヤクシ 牡3栗 54 
島 克駿浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 白井牧場 450＋ 41：48．53 7．5�
69 � ウインバラーディア 牡5鹿 57 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 81：49．35 97．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，337，500円 複勝： 63，183，600円 枠連： 13，361，100円
馬連： 86，863，900円 馬単： 40，042，800円 ワイド： 66，241，100円
3連複： 129，607，100円 3連単： 167，826，900円 計： 618，464，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 170円 � 550円 枠 連（4－7） 800円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，330円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，320円 3 連 単 ��� 27，990円

票 数

単勝票数 計 513375 的中 � 100148（2番人気）
複勝票数 計 631836 的中 � 91242（3番人気）� 112111（2番人気）� 22992（8番人気）
枠連票数 計 133611 的中 （4－7） 12921（4番人気）
馬連票数 計 868639 的中 �� 58212（4番人気）
馬単票数 計 400428 的中 �� 14236（6番人気）
ワイド票数 計 662411 的中 �� 37562（4番人気）�� 12378（16番人気）�� 10165（20番人気）
3連複票数 計1296071 的中 ��� 11674（26番人気）
3連単票数 計1678269 的中 ��� 4347（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．9―34．8―46．7―58．6―1：10．1―1：21．8―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェラルディーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．12 中京3着

2018．5．12生 牝3鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 7戦2勝 賞金 19，822，000円

19034 7月10日 晴 重 （3小倉3） 第3日 第10競走 1，700�インディアトロフィー
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，2．7．11以降3．7．4まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ターフオーソリティーオブインディア賞（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 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

22 ホッコーハナミチ 牡3鹿 53 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 464－ 41：41．4レコード 4．6�
814 レプンカムイ 牡3黒鹿53 �島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 478－ 21：41．6� 3．2�
11 � クリノホノオ 牡4鹿 56 藤岡 康太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 488＋ 61：41．7� 7．6�
33 ナリタフォルテ 牡3鹿 53 富田 暁�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 562－ 81：41．91� 11．2�
610 スマートアリエル 牝4黒鹿52 岩田 望来大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 B456＋ 2 〃 ハナ 12．2�
57 レッドゼノン 牡7黒鹿54 斎藤 新 �東京ホースレーシング 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 468＋ 21：42．75 93．7	
813 サイモンルモンド �4栗 54 幸 英明澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 446± 0 〃 アタマ 53．9

711 ルドンカズマ 牡4鹿 55 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 490－ 41：43．01� 23．0�
34 メイショウオーギシ 牡4栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484－ 61：43．42� 9．0�
46 プチティラン 牡5鹿 53 小崎 綾也 社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 474＋ 61：43．5� 215．1�
45 ダノンフォーチュン 牡6鹿 53 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 520± 0 〃 クビ 43．9�
58 リリーミニスター �4芦 55 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 468± 01：43．71� 5．6�
712 キタサンチャンドラ 牡5鹿 54 西村 淳也大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B472＋ 41：44．12� 37．6�
69 クォリティタイム 牝4鹿 52 藤懸 貴志ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 478＋ 81：45．58 92．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，621，800円 複勝： 87，380，600円 枠連： 21，060，900円
馬連： 128，059，200円 馬単： 47，243，500円 ワイド： 95，504，500円
3連複： 201，884，500円 3連単： 222，999，400円 計： 860，754，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 150円 � 220円 枠 連（2－8） 820円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 400円 �� 550円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 11，090円

票 数

単勝票数 計 566218 的中 � 97570（2番人気）
複勝票数 計 873806 的中 � 170557（1番人気）� 165325（2番人気）� 82859（4番人気）
枠連票数 計 210609 的中 （2－8） 19766（2番人気）
馬連票数 計1280592 的中 �� 113285（1番人気）
馬単票数 計 472435 的中 �� 16856（3番人気）
ワイド票数 計 955045 的中 �� 64241（1番人気）�� 43919（4番人気）�� 41678（5番人気）
3連複票数 計2018845 的中 ��� 66283（3番人気）
3連単票数 計2229994 的中 ��� 14577（11番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．5―12．4―12．3―11．5―11．8―12．0―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．1―41．5―53．8―1：05．3―1：17．1―1：29．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーハナミチ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．2．6 中京9着

2018．4．19生 牡3鹿 母 シーノットラブユー 母母 シ ー セ モ ア 7戦3勝 賞金 35，078，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 レプンカムイ号の騎手�島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・11番・8

番・6番）



19035 7月10日 晴 良 （3小倉3） 第3日 第11競走 ��
��1，200�マレーシアカップ

発走15時35分 （芝・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

セランゴールターフクラブ・ペナンターフクラブ・ペラターフクラブ賞（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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

77 ボンボヤージ 牝4鹿 55 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社
ASK STUD 446＋101：06．9 5．0�

55 ジョニーズララバイ 牡5鹿 57 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 448＋ 21：07．11	 9．0�

11 ジュランビル 牝5黒鹿55 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 456－ 6 〃 クビ 3．9�
44 ビ ア イ 牝4青鹿55 西村 淳也副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B496－121：07．31	 5．3�
22 
 クリノアリエル 牝6青 55 富田 暁栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B420－ 21：07．4アタマ 8．0�
33 � クーファウェヌス 牝6栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc B492－ 61：07．5� 3．7	
66 � ピ ア シ ッ ク 牡5鹿 57 浜中 俊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

502＋ 21：08．45 8．8

（7頭）

売 得 金
単勝： 69，109，300円 複勝： 56，501，500円 枠連： 発売なし
馬連： 155，148，900円 馬単： 70，552，000円 ワイド： 78，528，400円
3連複： 177，432，200円 3連単： 403，716，200円 計： 1，010，988，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 280円 � 410円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 750円 �� 330円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 16，710円

票 数

単勝票数 計 691093 的中 � 109576（3番人気）
複勝票数 計 565015 的中 � 84035（3番人気）� 51615（6番人気）
馬連票数 計1551489 的中 �� 50156（14番人気）
馬単票数 計 705520 的中 �� 12573（23番人気）
ワイド票数 計 785284 的中 �� 25286（14番人気）�� 66720（3番人気）�� 30266（10番人気）
3連複票数 計1774322 的中 ��� 53953（12番人気）
3連単票数 計4037162 的中 ��� 17516（80番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．7―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．0―44．2―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．9
3 4，7（1，5）3，2，6 4 4，7（1，5）3，2－6

勝馬の
紹 介

ボンボヤージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．27 東京9着

2017．4．25生 牝4鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 12戦4勝 賞金 55，231，000円

19036 7月10日 晴 重 （3小倉3） 第3日 第12競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走16時15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
56．9
56．9

重
重

22 � フ リ ー ド 牝3鹿 52
51 ☆斎藤 新 �ビッグレッドファーム 西園 正都 愛 Lynch

Bages Ltd 500＋ 6 56．8レコード 1．9�
34 � フチサンメルチャン 牡4栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 464＋ 6 57．75 87．1�
11 アメリカンベイビー 牡4黒鹿57 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 504＋22 〃 アタマ 14．6�
814 ピュアブリス 牝3鹿 52 松山 弘平水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 460＋18 57．8クビ 5．2�
33 � ア ク イ ー ル 牝3栗 52 酒井 学�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 456－14 〃 クビ 90．7	
58 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 442＋ 4 57．9クビ 29．4

69 ジョーミニスター 牝3鹿 52 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 408± 0 58．11	 13．4�
711 ニホンピロジャック 牡3黒鹿54 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454－ 1 58．2	 61．2�
46 ポケットロケット 牝3栗 52 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 488＋ 4 58．3	 4．4
610 ワキノクイーン 牝3鹿 52 高倉 稜脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 452± 0 〃 クビ 49．5�
813� ターコイズリング 牝4鹿 55 太宰 啓介堀口 晴男氏 本間 忍 日高 中川 浩典 472－ 2 58．51
 196．5�
45 サウンドブレイズ 牡3鹿 54

51 ▲松本 大輝増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 守矢牧場 496－10 〃 クビ 46．5�
57 コパノキャッチング 牡3黒鹿 54

51 ▲角田 大和小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 458－ 2 59．24 37．1�
712 スナークショウエン 牝3栗 52

51 ☆富田 暁杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470－ 61：00．47 22．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 73，060，000円 複勝： 80，039，100円 枠連： 21，767，600円
馬連： 120，406，600円 馬単： 57，445，400円 ワイド： 98，770，900円
3連複： 188，506，600円 3連単： 259，107，200円 計： 899，103，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 760円 � 290円 枠 連（2－3） 3，950円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 550円 �� 6，260円

3 連 複 ��� 15，510円 3 連 単 ��� 64，440円

票 数

単勝票数 計 730600 的中 � 292568（1番人気）
複勝票数 計 800391 的中 � 234715（1番人気）� 18863（10番人気）� 59775（4番人気）
枠連票数 計 217676 的中 （2－3） 4261（16番人気）
馬連票数 計1204066 的中 �� 16628（17番人気）
馬単票数 計 574454 的中 �� 6081（23番人気）
ワイド票数 計 987709 的中 �� 16289（19番人気）�� 49810（3番人気）�� 3833（52番人気）
3連複票数 計1885066 的中 ��� 9114（50番人気）
3連単票数 計2591072 的中 ��� 2915（198番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―11．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．9―33．0―44．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．9
3 ・（1，2）14，6（4，12）－（8，13）9（3，7，10）5－11 4 ・（1，2）（4，14）6－（8，12）13（3，9）10，5（7，11）

勝馬の
紹 介

�フ リ ー ド �
�
父 No Nay Never �

�
母父 War Chant デビュー 2020．7．18 阪神8着

2018．4．30生 牝3鹿 母 Arctic Freedom 母母 Polar Bird 9戦2勝 賞金 19，530，000円
〔制裁〕 ポケットロケット号の調教師中尾秀正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



（3小倉3）第3日 7月10日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 151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

204，960，000円
1，730，000円
17，930，000円
1，180，000円
20，700，000円
65，020，500円
5，187，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
524，967，300円
617，521，400円
124，009，400円
884，860，700円
406，447，800円
686，098，900円
1，316，391，700円
1，839，314，300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
計 6，399，611，500円

総入場人員 1，881名 （有料入場人員 1，450名）
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