
18013 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時10分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：44．5

良
良

11 グ ラ ニ ッ ト 牡2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 444－ 21：50．5 6．2�
66 タイセイサンダー 牡2黒鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 高村牧場 440± 01：51．03 2．7�
22 ドライカプチーノ 牝2芦 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 442＋10 〃 アタマ 14．4�
88 クールムーア 牡2鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 462－ 41：51．1クビ 28．7�
55 ス コ プ ル ス 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 424－ 41：51．31� 2．0	

77 シルバープリペット 牡2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 444－ 81：52．25 147．0

44 グッドルックス 牡2青鹿54 菅原 明良池田 草龍氏 竹内 正洋 新ひだか 岡田牧場 496＋181：53．26 19．2�
33 カゼノハクシュウ 牡2芦 54 石橋 脩深井 孟氏 上原 博之 日高 U・M・A 456－ 81：53．51� 42．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，956，900円 複勝： 43，445，200円 枠連： 発売なし
馬連： 48，106，700円 馬単： 27，967，500円 ワイド： 33，847，200円
3連複： 60，518，300円 3連単： 143，698，600円 計： 393，540，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 140円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 270円 �� 650円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 10，500円

票 数

単勝票数 計 359569 的中 � 48715（3番人気）
複勝票数 計 434452 的中 � 43472（3番人気）� 107989（2番人気）� 27676（4番人気）
馬連票数 計 481067 的中 �� 50363（3番人気）
馬単票数 計 279675 的中 �� 12447（6番人気）
ワイド票数 計 338472 的中 �� 35974（3番人気）�� 12248（8番人気）�� 18737（6番人気）
3連複票数 計 605183 的中 ��� 24754（7番人気）
3連単票数 計1436986 的中 ��� 9916（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―37．4―50．8―1：03．2―1：14．9―1：26．7―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．6
1
3
1，8－6，2，5－（4，3，7）
1（8，3）（6，5）－2－7＝4

2
4
1，8，6，5（2，3）（4，7）
1，8（6，5）3，2－7＝4

勝馬の
紹 介

グ ラ ニ ッ ト 
�
父 ダノンバラード 

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2022．6．19 東京3着

2020．2．22生 牡2鹿 母 インティワタナ 母母 エイシンスペイン 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ドライカプチーノ号の騎手岩部純二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）

18014 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

48 フラッシュアーク 牝3芦 54 戸崎 圭太小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 460－ 21：09．2 1．4�
24 セイグッドバイ 牝3鹿 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 細川農場 474－ 21：09．3クビ 34．5�
611 ラブミードゥ 牝3栗 54 柴田 大知上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 438＋ 41：09．51� 12．4�
47 アメカテソーロ 牝3栗 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 リョーケンファー
ム株式会社 B468＋ 4 〃 クビ 6．6�

36 トーアリバティー 牝3鹿 54 江田 照男高山ランド� 村田 一誠 豊浦トーア牧場 488－ 61：09．92� 31．2�
815 マルヴァジーア 牝3青鹿 54

52 △永野 猛蔵水上 行雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 436＋ 21：10．0クビ 60．8	
35 ニ シ ノ コ チ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝西山 茂行氏 和田 勇介 浦河 日進牧場 478－ 4 〃 クビ 12．5

11 エレガントモダン 牝3芦 54 宮崎 北斗廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 438＋ 41：10．1� 284．1�
612 ホワイトレッグス 牡3栗 56

53 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 428－ 21：10．2クビ 10．2�
714 フォルトゥナ 牡3青鹿56 武藤 雅山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：10．41� 43．0
12 フ ル ゴ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 420＋121：10．61� 147．1�
59 リリーズメモリー 牝3鹿 54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド B506－ 4 〃 クビ 189．6�
23 アーリオオーリオ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子飯田総一郎氏 南田美知雄 新ひだか 大滝 康晴 448＋ 61：10．91� 82．5�
510 ラブヴァケーション 牝3鹿 54 井上 敏樹川崎 賢二氏 天間 昭一 新冠 北星村田牧場 458＋ 41：11．22 294．6�
713 ジェイエルブラスト 牝3鹿 54 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 392－ 81：11．3クビ 223．8�
816 ア オ ヒ メ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗大野 淳史氏 久保田貴士 新ひだか 山口 忠彦 446 ― （競走中止） 29．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，729，700円 複勝： 155，364，000円 枠連： 16，557，700円
馬連： 58，664，400円 馬単： 38，698，200円 ワイド： 55，793，200円
3連複： 96，345，800円 3連単： 131，932，800円 計： 589，085，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 410円 � 240円 枠 連（2－4） 1，040円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 590円 �� 380円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 15，500円

票 数

単勝票数 計 357297 的中 � 192485（1番人気）
複勝票数 計1553640 的中 � 1190993（1番人気）� 23413（6番人気）� 46872（4番人気）
枠連票数 計 165577 的中 （2－4） 12258（5番人気）
馬連票数 計 586644 的中 �� 28874（5番人気）
馬単票数 計 386982 的中 �� 15404（6番人気）
ワイド票数 計 557932 的中 �� 24461（5番人気）�� 41344（3番人気）�� 4221（31番人気）
3連複票数 計 963458 的中 ��� 13432（21番人気）
3連単票数 計1319328 的中 ��� 6171（51番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．3―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．7―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラッシュアーク �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．7．17 福島10着

2019．3．19生 牝3芦 母 ジョリーダンス 母母 ピーターホフズパティア 7戦1勝 賞金 10，670，000円
〔競走中止〕 アオヒメ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 インゲニウム号・マジョリー号

第２回 福島競馬 第２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



18015 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第3競走 ��1，150�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

510 ニシノラーナ 牝3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 484－101：09．3 5．3�
24 ア イ ア コ ス 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵尾上 寿夫氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 472＋ 81：09．51� 3．3�
816 モンサンレジャンド 牝3鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 448－ 41：09．6� 7．2�
11 ハロースクロール 牝3黒鹿54 嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B438＋101：09．7クビ 55．6�
612 オリーヴベリー 牡3黒鹿56 菅原 明良 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 41：09．91� 16．7�
12 オモイソメル 牝3栗 54 坂井 瑠星ゲートイン 青木 孝文 新ひだか 静内フアーム 466± 01：10．0� 6．1	
36 ドルズプライスレス 牡3鹿 56 武藤 雅佐々木貴将氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 506－101：10．42� 8．3

815 ユキゲショウ 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 456± 01：10．72 181．7�
48 キチロクハニー 牝3青鹿54 武士沢友治山本 正美氏 村田 一誠 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B452± 01：11．12� 134．6�
35 ギミーアワーズ 牡3栗 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム B460± 01：11．2クビ 14．6
714 フェルクアーサー 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 458＋14 〃 クビ 173．4�
23 オーバーザウェイブ 牡3鹿 56 井上 敏樹佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 450－261：11．51� 262．0�
59 � シアージスト 牡3鹿 56 石橋 脩ゴドルフィン 堀 宣行 米

Ghostzapper Syndi-
cate & Paul Tackett
Revocable Trust

560 ―1：11．6� 6．1�
713 ライセンストゥキル 	3鹿 56 岩田 望来田記 正規氏 小島 茂之 日高 大矢牧場 460－ 41：12．02� 200．9�
611 グットウインド 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 448－ 41：12．21� 221．7�
47 アヴェマリア 牝3鹿 54 菊沢 一樹阿部東亜子氏 土田 稔 日高 新井 昭二 418＋ 41：12．62� 253．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，383，700円 複勝： 63，437，300円 枠連： 16，057，900円
馬連： 68，990，000円 馬単： 30，965，200円 ワイド： 61，715，200円
3連複： 103，321，200円 3連単： 111，653，000円 計： 500，523，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 140円 � 170円 枠 連（2－5） 540円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 440円 �� 740円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 11，420円

票 数

単勝票数 計 443837 的中 � 65956（2番人気）
複勝票数 計 634373 的中 � 79544（4番人気）� 138297（1番人気）� 91615（2番人気）
枠連票数 計 160579 的中 （2－5） 22644（1番人気）
馬連票数 計 689900 的中 �� 51999（1番人気）
馬単票数 計 309652 的中 �� 10192（5番人気）
ワイド票数 計 617152 的中 �� 36975（3番人気）�� 20343（10番人気）�� 37154（2番人気）
3連複票数 計1033212 的中 ��� 34696（3番人気）
3連単票数 計1116530 的中 ��� 7085（11番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．1―11．9―12．4―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―31．7―43．6―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．6
3 ・（2，4，9）10（5，13，16）－（1，14，15）－6－12，8，7－（3，11） 4 2（4，10）－（5，9，16）13，1，15（14，12，6）－8－（7，3）11

勝馬の
紹 介

ニシノラーナ �
�
父 ザファクター �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．6．20 東京6着

2019．3．28生 牝3鹿 母 ニシノケイト 母母 アブソリューション 4戦1勝 賞金 7，200，000円
〔騎手変更〕 オリーヴベリー号の騎手三浦皇成は，第1日での負傷のため菅原明良に変更。
〔制裁〕 ハロースクロール号の騎手嶋田純次は，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：15番・12番・

6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シークレットグロウ号

18016 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

59 ピースオブマインド 牝3鹿 54 坂井 瑠星廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD 442＋142：02．6 7．0�

47 キアナフリューゲル 牝3栗 54 内田 博幸鈴木 昌樹氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 472－10 〃 クビ 69．0�
510 ヴァンシャンテ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド B418－ 42：02．8� 5．4�
36 マコトチガネマル 牝3黒鹿54 吉田 豊�ディアマント 村田 一誠 様似 出口 繁夫 B432－10 〃 アタマ 3．5�
11 ニシノジャズ 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 470－102：02．9� 37．2�
12 デルマティターニア 牝3鹿 54 岩田 望来浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 440－142：03．0� 15．6	
35 プラウドオブユー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 前野牧場 374－14 〃 アタマ 49．1


24 フォーユーランラン 牝3鹿 54
52 △永野 猛蔵村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 424－ 4 〃 クビ 19．8�

48 メロディーフェア 牝3栗 54 木幡 巧也稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 217．5�
612 ココリヴァルキリー 牝3黒鹿54 菊沢 一樹美﨑光二郎氏 古賀 慎明 日高 厚賀古川牧場 420－ 42：03．1� 21．3
611 カナイアンゼン 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 472－ 42：03．52� 133．0�
816 ダノンアマレット 牝3鹿 54 M．デムーロ�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム 460－ 42：03．82 3．0�
815 アイスケイブ 牝3青鹿54 菅原 明良 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 424－ 62：04．43� 21．6�
23 ヤマニンスピーガ 牝3黒鹿 54

51 ▲水沼 元輝土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 504 ―2：04．71� 237．5�
713 ゴールドコマンダー 牝3鹿 54 野中悠太郎居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 494＋ 82：04．91� 275．3�
714 フィルクローバー 牝3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 484± 02：05．75 51．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，024，200円 複勝： 57，803，600円 枠連： 16，123，800円
馬連： 70，028，000円 馬単： 30，672，300円 ワイド： 66，541，700円
3連複： 107，196，700円 3連単： 110，740，600円 計： 504，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 1，140円 � 200円 枠 連（4－5） 7，640円

馬 連 �� 37，480円 馬 単 �� 57，790円

ワ イ ド �� 8，650円 �� 880円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 43，670円 3 連 単 ��� 368，280円

票 数

単勝票数 計 450242 的中 � 50978（4番人気）
複勝票数 計 578036 的中 � 63727（4番人気）� 10476（12番人気）� 86177（3番人気）
枠連票数 計 161238 的中 （4－5） 1634（23番人気）
馬連票数 計 700280 的中 �� 1448（63番人気）
馬単票数 計 306723 的中 �� 398（108番人気）
ワイド票数 計 665417 的中 �� 1920（59番人気）�� 20306（6番人気）�� 5798（34番人気）
3連複票数 計1071967 的中 ��� 1841（123番人気）
3連単票数 計1107406 的中 ��� 218（806番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．1―48．2―1：01．3―1：13．9―1：25．9―1：38．1―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースオブマインド �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．10．10 新潟2着

2019．5．7生 牝3鹿 母 ダイヤモンドアスク 母母 フューチャサンデー 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔その他〕 フィルクローバー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フィルクローバー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年8月3日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 メロディーフェア号・ココリヴァルキリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月3日まで

平地競走に出走できない。



18017 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・右）

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

中央レコード
1：46．2
1：44．5

良
良

812 フロムナウオン 牡2鹿 54 津村 明秀平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 536 ―1：51．5 2．8�
813 サティンボディス 牝2鹿 54 柴田 善臣ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ― 〃 ハナ 74．1�
710 マ イ レ ー ヌ 牝2青鹿54 戸崎 圭太小関 昭次氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 492 ―1：51．71� 9．9�
44 グリーングラシア 牡2鹿 54 木幡 初也矢野 恭裕氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 490 ―1：51．8� 147．7�
33 ゴールデンハインド 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 476 ― 〃 ハナ 19．6�
22 インペリアルコート 牝2栗 54 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 434 ―1：52．12 9．5	
711 ミラクルキャッツ 牝2鹿 54 石橋 脩 
シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456 ―1：52．31 7．1�
11 ニシノカナン 牡2黒鹿54 M．デムーロ西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 中山 高鹿康 498 ― 〃 クビ 10．0�
57 ハイファイヴ 牡2鹿 54 松岡 正海吉田 安惠氏 堀内 岳志 安平 追分ファーム 488 ―1：52．72� 25．2
56 ロ ジ ザ キ ア 牝2鹿 54 菅原 明良久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484 ―1：53．02 4．1�
69 トーセンドリフト 牡2青鹿54 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 468 ―1：53．1クビ 49．9�
68 ド ゥ ワ ー 牝2芦 54

51 ▲原 優介 
ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 434 ―1：53．2� 82．3�
45 オリエンタルデイ 牝2黒鹿54 木幡 育也棚網 基己氏 大江原 哲 新ひだか 原 弘之 458 ―1：53．83� 198．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，041，900円 複勝： 54，289，800円 枠連： 13，884，900円
馬連： 67，469，700円 馬単： 30，469，800円 ワイド： 54，232，300円
3連複： 95，500，800円 3連単： 114，275，600円 計： 488，164，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 850円 � 260円 枠 連（8－8） 5，740円

馬 連 �� 8，250円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 590円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 17，200円 3 連 単 ��� 84，540円

票 数

単勝票数 計 580419 的中 � 171170（1番人気）
複勝票数 計 542898 的中 � 116336（1番人気）� 12462（9番人気）� 53422（4番人気）
枠連票数 計 138849 的中 （8－8） 1873（19番人気）
馬連票数 計 674697 的中 �� 6337（27番人気）
馬単票数 計 304698 的中 �� 2304（38番人気）
ワイド票数 計 542323 的中 �� 6872（22番人気）�� 25200（5番人気）�� 2481（44番人気）
3連複票数 計 955008 的中 ��� 4164（56番人気）
3連単票数 計1142756 的中 ��� 980（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．9―50．3―1：02．8―1：15．3―1：27．5―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フロムナウオン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．2．18生 牡2鹿 母 アドマイヤキュート 母母 ロージーミスト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ニシノカナン号の騎手三浦皇成は，第1日での負傷のためM．デムーロに変更。
〔制裁〕 サティンボディス号の騎手柴田善臣は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・1番）

18018 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2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

815 チ カ ポ コ 牝2鹿 54 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 安平 追分ファーム 418 ―1：10．4 4．1�
714 パ ル フ ュ メ 牝2鹿 54 戸崎 圭太大冨 智弘氏 岩戸 孝樹 新冠 新冠橋本牧場 458 ― 〃 クビ 5．1�
713 カ ッ テ ミ ル 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 えりも 能登 浩 432 ―1：10．5� 64．1�
816 セイウンスイート 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 448 ―1：10．71� 41．2�
47 リュバンスリーズ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介小野寺悠太氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 424 ―1：11．01� 6．8�
612 アントルメグラッセ 牝2黒鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：11．21� 10．5

35 メダルラッシュ 牝2栗 54 M．デムーロ青山 洋一氏 村田 一誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―1：11．41� 14．8�
59 トウロウノオノ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 428 ―1：11．61� 6．8�
48 バトルトウショウ 牝2鹿 54 木幡 巧也トウショウ産業	 杉浦 宏昭 新ひだか 片岡 博 436 ―1：11．92 25．0
611 リ サ リ サ 牝2鹿 54 菅原 明良山藤賢	 田村 康仁 青森 村上 勝治 460 ―1：12．11� 10．0�
11 イ チ ズ 牝2鹿 54 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 408 ―1：12．31� 28．0�
24 ワラッテユルシテ 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 芳住 鉄兵 496 ― 〃 アタマ 72．4�
23 グーディッシュ 牝2黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 今 牧場 386 ―1：12．4� 31．4�
12 ワックスフラワー 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 436 ―1：12．61� 75．0�
36 テイエムエレガント 牝2鹿 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 大島牧場 436 ―1：12．7クビ 108．9�
510 メロディックスカイ 牝2栗 54 菊沢 一樹松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新冠 ラツキー牧場 418 ―1：13．44 140．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，856，100円 複勝： 57，007，500円 枠連： 16，757，100円
馬連： 66，888，600円 馬単： 28，342，200円 ワイド： 60，378，100円
3連複： 105，467，000円 3連単： 106，083，300円 計： 491，779，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 170円 � 910円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，760円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 11，940円 3 連 単 ��� 39，020円

票 数

単勝票数 計 508561 的中 � 103855（1番人気）
複勝票数 計 570075 的中 � 125483（1番人気）� 94010（2番人気）� 10846（12番人気）
枠連票数 計 167571 的中 （7－8） 18049（1番人気）
馬連票数 計 668886 的中 �� 60283（1番人気）
馬単票数 計 283422 的中 �� 14116（1番人気）
ワイド票数 計 603781 的中 �� 50114（1番人気）�� 5230（35番人気）�� 3936（43番人気）
3連複票数 計1054670 的中 ��� 6622（38番人気）
3連単票数 計1060833 的中 ��� 1971（104番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ カ ポ コ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 トワイニング 初出走

2020．3．28生 牝2鹿 母 アスペンアベニュー 母母 マクダヴィア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 トウロウノオノ号の騎手三浦皇成は，第1日での負傷のため吉田豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミレクイーン号



18019 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第7競走 ��1，700�3歳未勝利
発走13時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

46 ブレイクザアイス 牡3芦 56 M．デムーロコウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 446－ 41：46．4 4．1�
610 アーバンデザイン 牡3栗 56 岩田 望来 �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B520＋101：46．5� 2．2�
611 パフオブウインド 牡3栗 56

53 ▲原 優介西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 474± 01：47．24 5．2�
712 アルティマナイト 牡3栗 56 原田 和真�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 B482－111：48．05 133．1�
815 キタノドーベル 牝3黒鹿54 木幡 巧也北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 442＋ 2 〃 クビ 39．1�
713 ト リ デ ン テ 牡3栗 56 内田 博幸大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム B510－ 41：48．1クビ 20．2	
59 アンサングヒーロー 牡3鹿 56 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 484＋ 6 〃 ハナ 30．3

11 シャークアタック 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 472－ 41：48．84 51．9�
58 ロードシャマール 牡3栗 56 野中悠太郎 �ロードホースクラブ 新開 幸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 482± 01：49．01� 7．4
47 ヴェストヴォーグ 牡3鹿 56 津村 明秀�G1レーシング 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 534－ 11：49．1クビ 84．4�
23 シュヴァリエール �3鹿 56 菅原 明良平田 修氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462± 01：49．41� 40．8�
22 ピューリファイ 牡3青鹿 56

54 △永野 猛蔵�G1レーシング 西田雄一郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 61：49．82� 15．9�

35 アポロキラナ 牝3鹿 54 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新冠 中央牧場 B478－ 21：50．22� 105．7�
814 ジュングローリー 牡3芦 56 吉田 豊河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 坂本 智広 446＋ 41：50．62 222．1�

（14頭）
34 レジェスティーナ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�佐藤牧場 中川 公成 浦河 高昭牧場 530 ― （競走除外）

（法634）

売 得 金
単勝： 38，100，200円 複勝： 54，492，700円 枠連： 14，984，400円
馬連： 57，549，900円 馬単： 26，874，800円 ワイド： 55，970，600円
3連複： 79，763，400円 3連単： 87，382，100円 計： 415，118，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（4－6） 510円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 250円 �� 370円 �� 230円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 差引計 381002（返還計 50839） 的中 � 72789（2番人気）
複勝票数 差引計 544927（返還計 47986） 的中 � 100596（2番人気）� 135467（1番人気）� 86383（3番人気）
枠連票数 差引計 149844（返還計 361） 的中 （4－6） 22431（1番人気）
馬連票数 差引計 575499（返還計134235） 的中 �� 77920（1番人気）
馬単票数 差引計 268748（返還計 66351） 的中 �� 15168（4番人気）
ワイド票数 差引計 559706（返還計106186） 的中 �� 59595（2番人気）�� 35337（4番人気）�� 63773（1番人気）
3連複票数 差引計 797634（返還計303289） 的中 ��� 82526（1番人気）
3連単票数 差引計 873821（返還計358695） 的中 ��� 12684（7番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．3―12．9―12．8―12．2―12．4―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．6―43．5―56．3―1：08．5―1：20．9―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレイクザアイス �
�
父 ラ ニ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．9．26 中山6着

2019．4．19生 牡3芦 母 チェストケハーツ 母母 ア ー チ ス ト 8戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ブレイクザアイス号の騎手三浦皇成は，第1日での負傷のためM．デムーロに変更。
〔競走除外〕 レジェスティーナ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 シュヴァリエール号・ジュングローリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9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 ラインオンザトップ号
（非抽選馬） 1頭 ワンダートリガー号

18020 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

67 トーセンサンダー 牡3青鹿54 木幡 巧也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ
スティファーム 466－ 61：09．7 3．3�

79 ミッキーハロー 牝4鹿 55 坂井 瑠星野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 442± 01：10．01� 3．4�
22 ニシノリース 牝4黒鹿55 M．デムーロ西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 438＋ 21：10．1� 5．8�
811	
 マイサンライズ 牝4黒鹿55 木幡 育也�和田牧場 和田正一郎 米

Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

B506－16 〃 アタマ 29．3�
55 エ シ ェ ロ ン 牡3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 山岡牧場 454－ 61：10．2アタマ 22．2	
44 メルテッドハニー 牝5黒鹿 55

52 ▲佐々木大輔田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 404± 0 〃 ハナ 42．5

33 アポロセイラン 牡5鹿 57 江田 照男アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 464－ 41：10．51� 54．8�
11 クィーンアドバンス 牝5青 55 菊沢 一樹柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 466－ 6 〃 クビ 78．6�
66 ヒメカミノイタダキ 牡3栗 54 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 484＋ 41：10．6� 5．6
78 バイシクルキック 牡4鹿 57

55 △永野 猛蔵�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ
ファーム 464－ 2 〃 ハナ 13．2�

810 ビジューブリランテ �4栗 57 菅原 明良 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 480－ 8 （競走中止） 9．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 42，121，800円 複勝： 49，873，200円 枠連： 14，159，800円
馬連： 72，991，300円 馬単： 33，692，500円 ワイド： 57，508，200円
3連複： 99，309，300円 3連単： 131，024，100円 計： 500，680，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 350円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 240円 �� 310円 �� 360円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 421218 的中 � 100492（1番人気）
複勝票数 計 498732 的中 � 96338（2番人気）� 105461（1番人気）� 76491（3番人気）
枠連票数 計 141598 的中 （6－7） 30811（1番人気）
馬連票数 計 729913 的中 �� 101316（1番人気）
馬単票数 計 336925 的中 �� 22202（1番人気）
ワイド票数 計 575082 的中 �� 65233（1番人気）�� 45505（2番人気）�� 38625（4番人気）
3連複票数 計 993093 的中 ��� 79616（1番人気）
3連単票数 計1310241 的中 ��� 25410（1番人気）

ハロンタイム 12．0―11．6―11．4―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．6―35．0―46．5―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 ・（11，9）7（5，1，6，8）（2，4）3－10 4 ・（11，9）7（5，1，6，8）（2，4，3）＝10

勝馬の
紹 介

トーセンサンダー �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．6．13 札幌1着

2019．3．17生 牡3青鹿 母 カグラグレイス 母母 カ グ ラ 6戦2勝 賞金 17，300，000円
〔競走中止〕 ビジューブリランテ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。



18021 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第9競走 ��
��1，700�

つ る が じ ょ う

鶴 ヶ 城 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

11 セイルオンセイラー 牡3黒鹿54 戸崎 圭太橋元 勇氣氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 500－ 21：45．5 1．4�
57 � ブルーカルセドニー 牝4鹿 55 M．デムーロ KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 452＋101：45．81	 6．1�
68 グラスデスティーノ 牡5鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B478＋ 2 〃 アタマ 36．6�
812� ラ ン ス ル ー 牡4栗 57 坂井 瑠星前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534－ 81：45．9
 11．5�
710 スクリーンプロセス �4青鹿57 永野 猛蔵 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 528－ 4 〃 アタマ 77．0�
22 ケイサンフリーゼ 牝4青 55 松若 風馬中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 482－ 61：46．0アタマ 10．8	
45 アドアステラ 牝6栗 55 柴田 大知 �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 B462＋ 21：46．53 14．2

44 ポップフランセ 牡6栗 57 杉原 誠人吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B470－ 61：47．24 23．2�
33 ミヤビマドンナ 牝5鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 444± 01：47．3
 140．8�
69 � ロードオブザチェコ 牡4栗 57 菊沢 一樹谷脇智恵子氏 石栗 龍彦 新ひだか 織田 正敏 492－121：47．61	 21．9
711� ヒートヘイズ 牡4鹿 57 石川裕紀人 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B486－ 21：47．7
 110．3�
56 フォギーデイ 牝5青鹿55 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 484－ 21：48．12
 173．2�
813� チェルシーライオン �6黒鹿57 宮崎 北斗ライオンレースホース� 石毛 善彦 米 Spendthrift

Farm LLC 476－101：48．3	 267．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 58，327，700円 複勝： 167，827，200円 枠連： 18，640，200円
馬連： 103，591，500円 馬単： 59，906，600円 ワイド： 85，459，800円
3連複： 161，130，300円 3連単： 276，909，500円 計： 931，792，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 200円 �� 630円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 計 583277 的中 � 319474（1番人気）
複勝票数 計1678272 的中 � 1178808（1番人気）� 126087（2番人気）� 37745（7番人気）
枠連票数 計 186402 的中 （1－5） 37838（1番人気）
馬連票数 計1035915 的中 �� 199047（1番人気）
馬単票数 計 599066 的中 �� 95704（1番人気）
ワイド票数 計 854598 的中 �� 131632（1番人気）�� 31210（6番人気）�� 17952（14番人気）
3連複票数 計1611303 的中 ��� 62633（6番人気）
3連単票数 計2769095 的中 ��� 42720（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．1―42．4―55．1―1：07．6―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セイルオンセイラー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．27 東京15着

2019．1．24生 牡3黒鹿 母 クリムゾンブーケ 母母 スカーレットローズ 7戦3勝 賞金 39，808，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔騎手変更〕 ポップフランセ号の騎手三浦皇成は，第1日での負傷のため杉原誠人に変更。

18022 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第10競走 ��1，200�さくらんぼ特別
発走15時10分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
福島市長賞（1着）

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

69 ファイアダンサー 牝4青鹿55 戸崎 圭太ゴドルフィン 鈴木慎太郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－ 41：08．7 6．1�

813 サイヤダンサー 牡5鹿 57 M．デムーロ西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 466－10 〃 ハナ 6．4�
57 ステラダイヤ 牝4鹿 55 津村 明秀 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 B490－121：08．9� 17．7�
712 ショウナンラスボス 牡4栗 57 菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 21：09．0� 7．1�
22 マリーアミノル 牝4栗 55 坂井 瑠星吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 412－ 61：09．1� 19．1�
610 スズノヤマト �5鹿 57 田辺 裕信小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 476＋ 6 〃 アタマ 27．7�
814 ショウナンマッハ 牡3鹿 54 岩田 望来国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 498－ 41：09．2クビ 2．0	
34 ノックオンウッド �4黒鹿57 石橋 脩 
シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 81：09．3� 12．0�
46 ゲンパチアイアン 牡5鹿 57 武藤 雅平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 480－ 2 〃 クビ 72．3�
45 セイラブミー 牝5黒鹿55 松岡 正海
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 474＋ 21：09．4� 76．2
711 ニシノガブリヨリ 牡4鹿 57 内田 博幸西山 茂行氏 村田 一誠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482－14 〃 ハナ 147．3�
33 ラ ン グ ロ ワ 牝4青鹿55 藤田菜七子ゲートイン 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 440＋ 41：09．5� 121．8�
11 ホーリーライン 牝6青鹿55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 444－ 21：09．6� 36．6�
58 セイウンパワフル 牡5鹿 57 石川裕紀人西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 462－ 8 〃 アタマ 73．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，890，300円 複勝： 93，909，200円 枠連： 27，522，300円
馬連： 150，922，200円 馬単： 65，806，100円 ワイド： 117，684，100円
3連複： 237，747，600円 3連単： 285，093，400円 計： 1，056，575，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 210円 � 330円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，080円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 47，330円

票 数

単勝票数 計 778903 的中 � 100760（2番人気）
複勝票数 計 939092 的中 � 154555（2番人気）� 117925（4番人気）� 63660（5番人気）
枠連票数 計 275223 的中 （6－8） 49213（1番人気）
馬連票数 計1509222 的中 �� 65612（6番人気）
馬単票数 計 658061 的中 �� 13756（13番人気）
ワイド票数 計1176841 的中 �� 49272（6番人気）�� 27750（10番人気）�� 14860（21番人気）
3連複票数 計2377476 的中 ��� 18847（30番人気）
3連単票数 計2850934 的中 ��� 4367（135番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．0―11．3―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．0―44．3―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイアダンサー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2020．10．3 中山2着

2018．3．7生 牝4青鹿 母 エンジェヌー 母母 ステージスクール 17戦3勝 賞金 47，931，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔騎手変更〕 スズノヤマト号の騎手三浦皇成は，第1日での負傷のため田辺裕信に変更。

２レース目



18023 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第71回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，R3．7．3以降R4．6．26まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担重
量は，ハンデキャップ

ラジオNIKKEI賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

33 フェーングロッテン 牡3鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B466－ 41：46．7 7．2�
57 ショウナンマグマ 牡3鹿 53 菅原 明良国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 506＋ 81：46．9� 10．5�
11 サトノヘリオス 牡3鹿 55 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 友道 康夫 千歳 社台ファーム 460－12 〃 クビ 6．3�
711 ソネットフレーズ 牝3鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474± 01：47．22 8．6�
813 ゴーゴーユタカ 牡3鹿 54 田辺 裕信井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 484＋ 81：47．3クビ 9．9	
56 ボーンディスウェイ 牡3黒鹿55 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 アタマ 4．2

22 ホウオウノーサイド 牡3栗 53 永野 猛蔵小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 〃 クビ 37．4�
812 グランディア 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478± 01：47．51 9．9�
710 ミッキーブンブン 牡3青鹿52 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 496＋ 21：47．6� 48．3
44 オウケンボルト 牡3青鹿52 M．デムーロ福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 454＋ 6 〃 クビ 15．3�
68 タガノフィナーレ 牝3黒鹿51 吉田 豊八木 良司氏 中村 直也 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－121：47．7クビ 72．4�
69 ベ ジ ャ ー ル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�シンシアリー 田中 博康 浦河 辻 牧場 564± 01：48．02 7．6�
45 クロスマジェスティ 牝3鹿 53 内田 博幸辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 466－ 61：49．38 20．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 294，217，100円 複勝： 358，011，400円 枠連： 121，556，100円 馬連： 791，674，900円 馬単： 254，636，700円
ワイド： 572，560，600円 3連複： 1，516，413，800円 3連単： 1，683，288，900円 5重勝： 628，307，900円 計： 6，220，667，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 260円 � 350円 � 250円 枠 連（3－5） 1，330円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，030円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 9，340円 3 連 単 ��� 59，280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����� 530，530円

票 数

単勝票数 計2942171 的中 � 325445（3番人気）
複勝票数 計3580114 的中 � 364544（3番人気）� 253802（8番人気）� 388959（2番人気）
枠連票数 計1215561 的中 （3－5） 70578（4番人気）
馬連票数 計7916749 的中 �� 148543（21番人気）
馬単票数 計2546367 的中 �� 24675（38番人気）
ワイド票数 計5725606 的中 �� 108784（20番人気）�� 145089（9番人気）�� 115579（17番人気）
3連複票数 計15164138 的中 ��� 121713（33番人気）
3連単票数 計16832889 的中 ��� 20585（220番人気）
5重勝票数 計6283079 的中 ����� 829

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．9―12．0―12．0―12．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―34．9―46．8―58．8―1：10．8―1：22．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェーングロッテン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．9．5 小倉3着

2019．5．15生 牡3鹿 母 ピクシーホロウ 母母 ラインレジーナ 8戦3勝 賞金 72，142，000円
〔騎手変更〕 クロスマジェスティ号の騎手三浦皇成は，第1日での負傷のため内田博幸に変更。
〔制裁〕 サトノヘリオス号の騎手岩田望来は，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：4番）

フェーングロッテン号の騎手松若風馬は，最後の直線コースでの御法（内柵に接触した）について戒告。

18024 7月3日 晴 良 （4福島2） 第2日 第12競走 1，150�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

59 ライヴサファイア 牝3栗 52 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 野坂牧場 448－ 21：08．0 5．9�
510 カ リ ュ ウ 牝3鹿 52 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 420± 01：08．32 17．7�
11 サンフィニティ 牝4鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 438± 01：08．72� 105．2�
815 ペイシャカレン 牝3栗 52 江田 照男北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 440－ 61：09．12� 7．0�
35 プランセスカグヤ 牝3鹿 52

49 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 450－101：09．2クビ 20．1�
611 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 54 岩田 望来服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 468＋121：09．3� 4．8	
47 � シ ュ ロ ス 牡6栗 57

54 ▲原 優介嶋田 賢氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田牧場 520－ 2 〃 ハナ 75．3

24 レリスタット 牝5青鹿55 内田 博幸�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 448－ 61：09．4� 96．7�
36 � タイキザモーメント 牡5鹿 57 菊沢 一樹�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508－14 〃 同着 54．9�
714 トラストパッキャオ 牝3栗 52 菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 468＋121：09．5クビ 3．9
48 ス レ プ ト ン 牡5鹿 57 杉原 誠人 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム B468＋ 41：09．6� 56．9�
713 サカエショウ 牡3鹿 54 戸崎 圭太齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 512± 01：09．7� 3．4�
816 ヤンチャプリヒメ 牝6鹿 55 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 438－101：09．8� 142．7�
12 � スペシャルサンデー 牡4鹿 57

54 ▲水沼 元輝�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 B478± 01：10．65 171．0�
612 フェスティヴノンノ 牝4栗 55

53 △永野 猛蔵臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 456＋ 21：10．91� 177．5�
（15頭）

23 ニシノアンドレア 牡3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 B506± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 138，747，200円 複勝： 170，394，500円 枠連： 56，407，500円
馬連： 233，137，700円 馬単： 89，660，500円 ワイド： 199，898，200円
3連複： 345，262，300円 3連単： 411，377，100円 計： 1，644，885，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 400円 � 1，680円 枠 連（5－5） 4，770円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 7，200円 �� 12，190円

3 連 複 ��� 88，100円 3 連 単 ��� 310，350円

票 数

単勝票数 差引計1387472（返還計 71190） 的中 � 185635（4番人気）
複勝票数 差引計1703945（返還計103101） 的中 � 218701（4番人気）� 110513（6番人気）� 22430（12番人気）
枠連票数 差引計 564075（返還計 1455） 的中 （5－5） 9146（16番人気）
馬連票数 差引計2331377（返還計316102） 的中 �� 37810（17番人気）
馬単票数 差引計 896605（返還計125828） 的中 �� 9495（26番人気）
ワイド票数 差引計1998982（返還計271595） 的中 �� 35501（15番人気）�� 7075（53番人気）�� 4161（67番人気）
3連複票数 差引計3452623（返還計821622） 的中 ��� 2939（164番人気）
3連単票数 差引計4113771（返還計935062） 的中 ��� 961（627番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．0―11．9―12．4―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライヴサファイア �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．9．26 中山2着

2019．2．23生 牝3栗 母 ナムラエンジェル 母母 ネクストタイム 4戦2勝 賞金 15，600，000円
〔競走除外〕 ニシノアンドレア号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 プランセスカグヤ号の騎手小林脩斗は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインラザンツ号
（非抽選馬） 2頭 ノアファンタジー号・ミューティー号

５レース目



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

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

239，060，000円
28，850，000円
1，530，000円
30，810，000円
74，104，000円
4，758，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
919，396，800円
1，325，855，600円
332，651，700円
1，790，014，900円
717，692，400円
1，421，589，200円
3，007，976，500円
3，593，459，000円
628，307，900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 13，736，944，000円

総入場人員 10，101名 （有料入場人員 9，804名）
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