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18049 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5日 第1競走 ��2，770�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� コースレコード2：59．3良

55 ギガバッケン �7鹿 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B544－ 23：02．5 12．8�

44 � プ ロ ー ス 牡6栗 60 石神 深一髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B514＋ 63：03．13� 3．4�

811 グレンガリー �7鹿 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440－ 63：04．37 9．3�
33 アースブレイブ �5青鹿60 江田 勇亮松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 460± 03：04．51 6．6�
79 � オノーレペスカ 牝6青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B448＋ 23：05．03� 32．4�
812 ラジェドール 牡4芦 60 草野 太郎根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 504＋103：05．63� 7．8	
56 マイネルツァイト 牡8青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 528＋ 23：06．34 5．0

22 ペ オ ー ス �5鹿 60 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 03：09．0大差 8．8�
11 � コラルブラッシュ 牡6鹿 60 大庭 和弥中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 466± 03：09．63� 173．8�
68 ペールエール 牡5栗 60 高田 潤林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 518＋ 23：10．77 8．9
67 フルートフルデイズ 牝5黒鹿 58

57 ▲小牧加矢太飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 468－ 83：10．91
 39．0�
710 シゲルアライグマ 牡3栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 中央牧場 498－ 83：13．6大差 113．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，145，200円 複勝： 25，511，300円 枠連： 9，626，700円
馬連： 41，536，200円 馬単： 18，518，700円 ワイド： 30，841，700円
3連複： 68，624，500円 3連単： 72，703，300円 計： 287，507，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 450円 � 140円 � 340円 枠 連（4－5） 870円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，620円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 12，640円 3 連 単 ��� 84，330円

票 数

単勝票数 計 201452 的中 � 12548（8番人気）
複勝票数 計 255113 的中 � 11586（8番人気）� 62846（1番人気）� 16725（7番人気）
枠連票数 計 96267 的中 （4－5） 8514（2番人気）
馬連票数 計 415362 的中 �� 13707（11番人気）
馬単票数 計 185187 的中 �� 1785（43番人気）
ワイド票数 計 308417 的中 �� 9156（8番人気）�� 2924（31番人気）�� 7628（14番人気）
3連複票数 計 686245 的中 ��� 4070（53番人気）
3連単票数 計 727033 的中 ��� 625（332番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．7－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギガバッケン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．10．22 東京14着

2015．2．18生 �7鹿 母 ウインディーヒル 母母 ブリュメール 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円

18050 7月16日 曇 不良 （4福島2） 第5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 5，200，000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

815 ラ ジ エ ル 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 442± 01：45．4 3．7�
713 フレンチギフト 牝3栗 54 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 広田牧場 464＋ 41：46．46 3．5�
58 カ リ カ 牝3芦 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 476－ 21：46．5クビ 6．3�
34 カプラローラ 牝3鹿 54 M．デムーロ村野 康司氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462＋ 2 〃 クビ 5．6�
11 ヴェルーリヤ 牝3青鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 松浦牧場 418± 0 〃 ハナ 119．2	
814 クロミチャン 牝3青鹿54 柴田 大知 �リトルブルーファーム 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 446＋ 21：47．03 17．0

610 コ リ コ 牝3黒鹿54 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 426－ 21：47．31� 4．5�
611 エクセレントジェム 牝3青 54

51 ▲原 優介 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－101：47．4クビ 101．8�
46 デルマワルキューレ 牝3芦 54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 418＋ 8 〃 ハナ 82．1
22 ノーブルオーキッド 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 イワミ牧場 456＋ 4 〃 クビ 44．2�
59 イサチルウキウキ 牝3黒鹿54 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 452－ 31：47．61� 118．9�
35 モンタナサファイア 牝3鹿 54 杉原 誠人金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 日高 白井牧場 406－ 61：47．7クビ 57．1�
47 グリモワール 牝3鹿 54 岩部 純二 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 486 ―1：48．87 83．6�
23 シャルムドール 牝3黒鹿 54

51 ▲水沼 元輝諸岡 慶氏 西田雄一郎 新冠 石田牧場 434＋ 81：48．9� 300．8�
712 コ ロ デ ィ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔今中 俊平氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 474＋ 71：49．32� 365．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，667，900円 複勝： 46，270，500円 枠連： 10，660，900円
馬連： 58，640，800円 馬単： 25，365，100円 ワイド： 51，812，300円
3連複： 92，190，900円 3連単： 100，471，300円 計： 420，079，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 160円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 280円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 計 346679 的中 � 73164（2番人気）
複勝票数 計 462705 的中 � 77932（2番人気）� 98577（1番人気）� 69784（4番人気）
枠連票数 計 106609 的中 （7－8） 13627（1番人気）
馬連票数 計 586408 的中 �� 65334（1番人気）
馬単票数 計 253651 的中 �� 14681（1番人気）
ワイド票数 計 518123 的中 �� 47108（2番人気）�� 53427（1番人気）�� 33485（3番人気）
3連複票数 計 921909 的中 ��� 81277（1番人気）
3連単票数 計1004713 的中 ��� 18487（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―29．9―42．6―55．4―1：07．9―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
1（9，10）3，15（5，14）（4，12）13（6，8）2，11，7
1（10，15）（3，9）14，4（6，5）（2，13，7）8，11，12

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

勝馬の
紹 介

ラ ジ エ ル �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Generous デビュー 2021．11．21 東京5着

2019．2．17生 牝3鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 5戦1勝 賞金 8，520，000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。
（非抽選馬） 3頭 アポロリップ号・スマイルサキ号・ニシノカケハシ号

第２回 福島競馬 第５日



18051 7月16日 曇 不良 （4福島2） 第5日 第3競走 1，700�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
1：43．1
1：40．9

不良
重

11 モントブレッチア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 444＋ 21：45．0 2．8�
22 トリプルスリル 牡3黒鹿56 木幡 巧也吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 478－ 21：45．53 8．5�
47 ベイビールビオ 牡3栗 56 田辺 裕信大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 492± 0 〃 � 3．6�
610 ケリーズノベル �3鹿 56 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 B510± 0 〃 ハナ 25．1�
59 エーデルフォルム 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 494＋ 61：45．71� 11．2�
58 セ ン ジ ュ 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵荒井 城志氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 456－ 41：45．8� 22．0	
814 チャールストン 牡3黒鹿56 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 498－ 41：45．9� 15．1

46 オースピシャス 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 イワミ牧場 450－ 21：46．11� 29．9�
35 スペシャルナンバー 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 484 ― 〃 ハナ 77．5
611 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 B430－ 41：46．2� 11．6�
712 ネ オ ネ イ ア 牡3黒鹿56 内田 博幸西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 岩見牧場 466± 01：46．51� 33．3�
23 プレンドクエスト 牝3黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース池上 昌和 千歳 社台ファーム B458± 01：46．6� 13．4�

815 レジェスティーナ 牡3黒鹿56 江田 照男�佐藤牧場 中川 公成 浦河 高昭牧場 536 ―1：47．77 34．2�
（法634）

713 ア ン ダ ー レ �3黒鹿56 吉田 豊広尾レース� 中舘 英二 新ひだか 金 球美 442＋ 61：48．87 252．8�
34 アースロマン 牡3鹿 56 的場 勇人松山 増男氏 粕谷 昌央 新冠 高橋 忍 488－ 2 （競走中止） 396．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，763，700円 複勝： 54，030，500円 枠連： 11，581，000円
馬連： 54，757，000円 馬単： 24，417，600円 ワイド： 52，414，800円
3連複： 88，213，300円 3連単： 93，990，000円 計： 417，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 240円 � 130円 枠 連（1－2） 900円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 710円 �� 240円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 計 377637 的中 � 105452（1番人気）
複勝票数 計 540305 的中 � 144196（1番人気）� 39105（5番人気）� 111587（2番人気）
枠連票数 計 115810 的中 （1－2） 9881（3番人気）
馬連票数 計 547570 的中 �� 23964（6番人気）
馬単票数 計 244176 的中 �� 6700（7番人気）
ワイド票数 計 524148 的中 �� 17062（8番人気）�� 66973（1番人気）�� 18477（5番人気）
3連複票数 計 882133 的中 ��� 41906（2番人気）
3連単票数 計 939900 的中 ��� 7239（13番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．6―12．8―12．5―12．2―12．5―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．0―42．8―55．3―1：07．5―1：20．0―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

モントブレッチア �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．9．18 中山6着

2019．4．27生 牝3黒鹿 母 ミーシャレヴュー 母母 ネームヴァリュー 8戦1勝 賞金 9，370，000円
〔競走中止〕 アースロマン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ウインダ号・オレノブルース号・サンライズアトム号・ジェノバフレイバー号・タイセイクレセント号・

ファーサイドムーン号・ロデム号

18052 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5日 第4競走 ��3，380�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （ 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3：38．5良

44 � ジンゴイスト �7青鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 488＋ 43：47．8 3．6�
55 マイサンシャイン 牡6栗 61

58 ▲小牧加矢太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 ハナ 1．9�
33 ポートロイヤル �6黒鹿60 伴 啓太 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 456－143：49．6大差 9．6�
11 テトラルキア �7鹿 60 大江原 圭吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 482－123：49．92 15．3�
22 フォワードカフェ 牡10黒鹿61 石神 深一西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 526－103：50．32 3．7�
66 � ストレイライトラン �7黒鹿60 草野 太郎 	ローレルレーシング 松永 康利 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 494－ 63：51．04 26．3

（6頭）

売 得 金
単勝： 22，391，800円 複勝： 13，620，000円 枠連： 発売なし
馬連： 23，988，000円 馬単： 18，828，300円 ワイド： 15，936，900円
3連複： 33，544，900円 3連単： 105，390，400円 計： 233，700，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 160円 �� 340円 �� 320円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 223918 的中 � 48573（2番人気）
複勝票数 計 136200 的中 � 34420（2番人気）� 46490（1番人気）
馬連票数 計 239880 的中 �� 58566（1番人気）
馬単票数 計 188283 的中 �� 20678（2番人気）
ワイド票数 計 159369 的中 �� 32937（1番人気）�� 10178（6番人気）�� 10975（4番人気）
3連複票数 計 335449 的中 ��� 37620（3番人気）
3連単票数 計1053904 的中 ��� 29493（9番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．2－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

�
�
5，6，2（4，1）3
5－（6，4）（1，3）＝2

勝馬の
紹 介

�ジンゴイスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat

2015．2．28生 �7青鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 障害：5戦2勝 賞金 26，800，000円
初出走 JRA



18053 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5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

57 フェアエールング 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 428 ―1：52．5 5．9�

68 ナンヨークリスタル 牡2鹿 54 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464 ―1：52．92� 4．2�
56 グランツグリーン 牡2鹿 54 武藤 雅斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 414 ― 〃 ハナ 12．8�
813 シャンボール 牡2黒鹿54 吉田 豊前田 幸治氏 上原 博之 浦河 高昭牧場 470 ―1：53．75 30．3�
812 ヤングローゼス 牡2青鹿54 戸崎 圭太藤田 晋氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494 ―1：53．8� 1．9�
45 ヒルズカーン 牡2黒鹿54 原田 和真湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 452 ―1：53．9� 108．4	
44 エルクリード 牡2鹿 54 菅原 明良�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 494 ―1：54．96 53．2

69 エルカリエンテ 牡2芦 54

52 △永野 猛蔵金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 日高 スマイルファーム 520 ―1：55．0� 27．4�

33 ニシノライコウ 牡2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中山 高鹿康 476 ―1：55．21� 18．7�
22 シーズオブホープ 牡2鹿 54 木幡 巧也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：55．73 46．2
711 テンコマンドゥール 牡2鹿 54 津村 明秀天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 486 ―1：55．91� 141．6�
710 シゲルヴィンセント 牡2青鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 笹島 政信 494 ―1：56．22 184．6�
11 マロンアイス 牡2鹿 54 石橋 脩保坂 和孝氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 476 ―1：56．3クビ 93．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，339，400円 複勝： 51，033，300円 枠連： 10，830，300円
馬連： 55，650，100円 馬単： 32，411，100円 ワイド： 48，561，200円
3連複： 82，488，800円 3連単： 118，247，300円 計： 452，561，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 170円 � 290円 枠 連（5－6） 590円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 440円 �� 730円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 12，680円

票 数

単勝票数 計 533394 的中 � 75103（3番人気）
複勝票数 計 510333 的中 � 77808（3番人気）� 87117（2番人気）� 37954（4番人気）
枠連票数 計 108303 的中 （5－6） 14009（3番人気）
馬連票数 計 556501 的中 �� 34176（4番人気）
馬単票数 計 324111 的中 �� 8672（10番人気）
ワイド票数 計 485612 的中 �� 28654（5番人気）�� 16140（7番人気）�� 30105（4番人気）
3連複票数 計 824888 的中 ��� 26550（7番人気）
3連単票数 計1182473 的中 ��� 6756（39番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．3―14．0―13．0―12．2―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．7―52．7―1：05．7―1：17．9―1：29．5―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6
1
3
・（7，8）12（6，13）4（9，11）3，5，10－（2，1）・（7，8）（12，13）（6，4）5（9，11）（3，10）－（2，1）

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

勝馬の
紹 介

フェアエールング �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2020．3．18生 牝2芦 母 マイネポリーヌ 母母 マイネミレー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 グランツグリーン号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

18054 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5日 第6競走 1，150�2歳新馬
発走13時05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
1：07．4
1：07．4

不良
不良

812 シナジーエフェクト 牡2鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 坂口 智康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446 ―1：09．4 1．9�

711 サルフトピッチ 牝2黒鹿 54
52 △永野 猛蔵�明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 430 ―1：09．5� 16．2�

45 サウザンパンチ 牡2芦 54 津村 明秀千明牧場 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 418 ―1：09．82 13．1�
57 エコロヴィーガ 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 石田牧場 474 ―1：09．9クビ 6．0�
33 カ ゲ マ ル 牡2鹿 54 石橋 脩中辻 明氏 西園 正都 浦河 酒井牧場 478 ― 〃 クビ 10．3�
69 ワクワクルンルン 牝2栗 54 柴田 大知 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 450 ― 〃 アタマ 8．3	
11 カツノテンス 牡2黒鹿54 松岡 正海勝野産業
 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 440 ―1：10．32� 165．0�
813 プ メ ハ ナ 牝2栗 54 菅原 明良�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448 ―1：10．51� 23．2�
68 ヨ ロ 牡2栗 54 杉原 誠人
ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 482 ― 〃 アタマ 70．7
710 セイウンミライズ 牡2黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 奥平 雅士 様似 猿倉牧場 458 ―1：11．03 24．2�
56 チャクラバーディ 牝2栗 54 原田 和真望月 文恵氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 402 ―1：11．32 168．5�
44 オースミシエロ 牝2栗 54 丸田 恭介�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 468 ―1：11．5� 22．3�

（12頭）
22 フェブルウス 牡2鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 448 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，662，900円 複勝： 43，007，600円 枠連： 10，163，400円
馬連： 46，821，500円 馬単： 24，074，400円 ワイド： 40，440，900円
3連複： 66，622，700円 3連単： 76，929，400円 計： 353，722，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 290円 � 230円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 670円 �� 450円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 13，930円

票 数

単勝票数 差引計 456629（返還計 14855） 的中 � 196262（1番人気）
複勝票数 差引計 430076（返還計 18965） 的中 � 138839（1番人気）� 27496（6番人気）� 38048（5番人気）
枠連票数 差引計 101634（返還計 9933） 的中 （7－8） 10955（4番人気）
馬連票数 差引計 468215（返還計 49271） 的中 �� 22638（5番人気）
馬単票数 差引計 240744（返還計 23472） 的中 �� 7285（8番人気）
ワイド票数 差引計 404409（返還計 46585） 的中 �� 15550（6番人気）�� 24619（4番人気）�� 5670（22番人気）
3連複票数 差引計 666227（返還計114110） 的中 ��� 13153（12番人気）
3連単票数 差引計 769294（返還計125843） 的中 ��� 4002（42番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．7―12．4―12．4―12．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―32．3―44．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シナジーエフェクト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ハードスパン 初出走

2020．3．27生 牡2鹿 母 ノ ヴ ィ ア 母母 リ メ レ ン ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サルフトピッチ号の騎手藤田菜七子は，病気のため永野猛蔵に変更。
〔競走除外〕 フェブルウス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。



18055 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5日 第7競走 1，200�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：05．8

良
良

48 ヨ ー ル 牝3鹿 54 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 438＋ 61：09．3 2．5�
59 ボンジューママ 牝3鹿 54 丸田 恭介田口 廣氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 430＋ 81：10．47 10．1�
714 プリティーメモリー 牝3鹿 54 野中悠太郎海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 400＋ 4 〃 アタマ 6．7�
612 アルーリングリップ 牝3鹿 54 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 412＋ 21：10．61� 178．6�
11 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± 01：10．7クビ 3．2�
815 タマノフィオーレ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 442＋ 61：10．8� 7．7�
36 ライドオンタイム 牝3鹿 54 江田 照男髙嶋 祐子氏 辻 哲英 浦河 有限会社

吉田ファーム 418－ 6 〃 クビ 95．7	
611 フルティージャ 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗 
社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 440± 01：10．9� 21．9�
816 ステラレギア 牝3青鹿54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 B424－ 11：11．0� 79．9
23 キープオンラビン 牝3鹿 54 原田 和真髙嶋 航氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 428＋ 2 〃 アタマ 279．5�
35 メイオーシャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 464＋ 41：11．1クビ 34．6�
510 アーストラベル 牝3鹿 54 内田 博幸中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 406－ 2 〃 アタマ 73．8�
47 ル ナ ブ リ エ 牝3芦 54 津村 明秀池田 草龍氏 西田雄一郎 新冠 上井農場 442＋ 41：11．2� 46．7�
24 ラルスフェイス 牝3青鹿54 杉原 誠人 STレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 41：11．3� 237．4�
713 フ ミ ロ ー グ �3鹿 56

53 ▲原 優介林 文彦氏 鹿戸 雄一 浦河 有限会社
松田牧場 B450＋10 〃 アタマ 54．4�

12 キタノシェクール 牝3栗 54 木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 松田牧場 420－101：11．4クビ 337．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，460，700円 複勝： 44，053，500円 枠連： 12，750，900円
馬連： 63，371，900円 馬単： 27，367，400円 ワイド： 52，949，700円
3連複： 90，549，900円 3連単： 102，496，900円 計： 434，000，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 230円 � 190円 枠 連（4－5） 1，020円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 470円 �� 370円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 7，580円

票 数

単勝票数 計 404607 的中 � 128674（1番人気）
複勝票数 計 440535 的中 � 111984（1番人気）� 39984（5番人気）� 54528（3番人気）
枠連票数 計 127509 的中 （4－5） 9608（5番人気）
馬連票数 計 633719 的中 �� 41875（5番人気）
馬単票数 計 273674 的中 �� 11538（5番人気）
ワイド票数 計 529497 的中 �� 29216（4番人気）�� 39048（3番人気）�� 14811（10番人気）
3連複票数 計 905499 的中 ��� 39293（4番人気）
3連単票数 計1024969 的中 ��� 9798（13番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．1―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．2―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．10．23 東京12着

2019．2．5生 牝3鹿 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 6戦1勝 賞金 7，280，000円
〔騎手変更〕 フミローグ号の騎手藤田菜七子は，病気のため原優介に変更。
〔制裁〕 ステラレギア号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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 ビックマハロ号
（非抽選馬） 1頭 コズミックエッグ号

18056 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

本 賞 7，700，000円 2，500，000
2，500，000

円
円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：05．8

良
良

36 � ケリアテソーロ 牝4鹿 55 津村 明秀了德寺健二ホール
ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 440－ 61：09．5 16．3�

24 ラ ナ キ ラ 牝4鹿 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 2 〃 アタマ 7．1�

815 ア リ シ ア ン 牝3鹿 52 吉田 豊広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 486－10 〃 同着 5．8�
23 プラウドルック 牝4鹿 55 木幡 巧也吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B454＋ 81：09．6クビ 32．4�

35 ララサンスフル 牝4黒鹿55 菅原 明良フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 498± 0 〃 アタマ 16．7�
（法942）

713 ブラックハート 牝4黒鹿 55
53 △永野 猛蔵	髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 414－ 61：09．7� 17．9


611 ファントムルージュ 牝4鹿 55
52 ▲小林 脩斗�Horse Net 萩原 清 日高 スマイルファーム 450＋ 2 〃 クビ 383．3�

11 ウインクルシャープ 牝3鹿 52
50 △山田 敬士塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 450－ 6 〃 ハナ 19．7�

510 サクラカレント 牝4鹿 55 石橋 脩�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 484＋ 21：09．8クビ 43．4
816 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 402－ 21：09．9� 122．8�
612 ラッキークローバー 牝3鹿 52

49 ▲原 優介 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 436＋ 2 〃 クビ 2．6�

47 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 434－ 41：10．11� 5．7�
59 ニ シ ノ コ チ 牝3鹿 52 内田 博幸西山 茂行氏 和田 勇介 浦河 日進牧場 474－ 41：10．2クビ 87．9�
12 ショウナンアメリア 牝3黒鹿52 戸崎 圭太国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 436－ 21：10．3� 14．4�
714 インヴァネス 牝4青 55 杉原 誠人矢野 亨憲氏 嘉藤 貴行 新ひだか 矢野牧場 450＋ 41：10．51� 53．3�
48 ジェラペッシュ 牝5鹿 55 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B464± 0 〃 ハナ 267．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，973，200円 複勝： 65，708，500円 枠連： 18，159，700円
馬連： 89，815，500円 馬単： 30，652，600円 ワイド： 80，559，800円
3連複： 129，279，800円 3連単： 129，170，500円 計： 592，319，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 380円 �
�

230円
210円 枠 連（2－3）（3－8）

1，050円
1，070円

馬 連 ��
��

2，060円
2，610円 馬 単 ��

��
5，340円
6，590円

ワ イ ド ��
��

1，310円
1，820円 �� 780円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ���
���

46，220円
43，150円

票 数

単勝票数 計 489732 的中 � 23897（6番人気）
複勝票数 計 657085 的中 � 40068（5番人気）� 76795（4番人気）� 89324（3番人気）
枠連票数 計 181597 的中 （2－3） 6682（13番人気）（3－8） 6514（15番人気）
馬連票数 計 898155 的中 �� 16903（16番人気）�� 13251（23番人気）
馬単票数 計 306526 的中 �� 2153（43番人気）�� 1740（51番人気）
ワイド票数 計 805598 的中 �� 15704（17番人気）�� 11133（22番人気）�� 27370（6番人気）
3連複票数 計1292798 的中 ��� 9355（33番人気）
3連単票数 計1291705 的中 ��� 1013（305番人気） ��� 1085（288番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．8―11．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―33．8―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケリアテソーロ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Oasis Dream

2018．3．13生 牝4鹿 母 スキャンパー 母母 Wince 13戦1勝 賞金 14，280，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ウインクルシャープ号の騎手藤田菜七子は，病気のため山田敬士に変更。
〔制裁〕 ケリアテソーロ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※プラウドルック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18057 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5日 第9競走 ��2，000�
み な み そ う ま

南 相 馬 特 別
発走14時35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
南相馬市長賞（1着）

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

810 アイアゲート 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 508± 02：02．6 26．3�
33 ヴァーンフリート 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋ 4 〃 クビ 2．0�
22 テラフォーミング 牡3鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 450－ 4 〃 ハナ 4．9�
44 オーシャンズヨリ 牡3鹿 54 田辺 裕信辻子 依旦氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム 466＋ 22：03．02� 3．6�
11 ラ イ リ ッ ズ 牡3栗 54 菅原 明良 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474－ 62：03．1クビ 6．6�
77 � パソロブレス 牡4黒鹿57 武藤 雅 	グリーンファーム武藤 善則 安平 ノーザンファーム 490－ 22：03．42 50．7

78 リ ニ ュ ー 牡3鹿 54 菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B442＋ 2 〃 ハナ 21．7�
55 ケ ッ ツ ァ ー 牡3青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新ひだか 木下牧場 480± 02：03．71� 50．1�
89 ガラデレオン 牡5鹿 57 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 496－ 22：04．55 147．3
66 � マイネルバッカーノ 牡6黒鹿57 水沼 元輝Mr．ホース 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 508＋102：05．77 213．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，251，100円 複勝： 43，664，500円 枠連： 14，928，900円
馬連： 75，213，400円 馬単： 38，191，800円 ワイド： 55，093，700円
3連複： 104，241，500円 3連単： 187，386，300円 計： 563，971，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 380円 � 110円 � 150円 枠 連（3－8） 1，920円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，200円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 22，350円

票 数

単勝票数 計 452511 的中 � 13752（6番人気）
複勝票数 計 436645 的中 � 17670（6番人気）� 145863（1番人気）� 72543（3番人気）
枠連票数 計 149289 的中 （3－8） 5999（8番人気）
馬連票数 計 752134 的中 �� 27495（7番人気）
馬単票数 計 381918 的中 �� 4265（19番人気）
ワイド票数 計 550937 的中 �� 16926（8番人気）�� 9449（15番人気）�� 111705（1番人気）
3連複票数 計1042415 的中 ��� 40142（6番人気）
3連単票数 計1873863 的中 ��� 6076（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．8―35．6―47．9―1：00．9―1：13．6―1：25．9―1：38．3―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
4，6（2，3）（5，10）7－1，8＝9・（4，6）（2，3）（5，10）（1，7）－（8，9）

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

勝馬の
紹 介

アイアゲート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．5 新潟4着

2018．1．18生 牝4鹿 母 レスペランス 母母 ウインドインハーヘア 9戦2勝 賞金 19，627，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔発走状況〕 ガラデレオン号は，発進不良〔出遅れ〕。

18058 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5日 第10競走 ��1，700�い わ き 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．7．17以降R4．7．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 ホウオウルーレット 牡3鹿 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：43．1 1．4�
11 スクリーンプロセス �4青鹿54 永野 猛蔵 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 532＋ 41：44．05 31．7�
58 ガルヴィハーラ 牡6栗 55 内田 博幸 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：44．1� 46．3�
34 � リュウグウハヤブサ 牡5鹿 54 津村 明秀深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞�湖 レイクヴィラファーム B496－ 61：44．2	 23．5�
59 � ターニングアップ 牡4鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 中本 隆志 470＋ 21：44．3クビ 60．8�
23 メデタシメデタシ 牝5鹿 51 菊沢 一樹堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452± 01：44．4� 61．3	
610� ラフルオリータ 牝4黒鹿53 菅原 明良ライオンレースホース
 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 488± 01：44．61
 8．6�
815 グラスデスティーノ 牡5鹿 55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B480＋ 21：44．7クビ 21．5�
611 チェインストーリー 牝5栗 52 山田 敬士吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 61：44．91
 11．3
47 メタスペクター 牡4芦 55 M．デムーロ松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464± 0 〃 アタマ 16．0�
46 アキノスマート 牡5鹿 53 江田 照男穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 B498＋ 21：45．11
 85．3�
35 ナーシサステソーロ 牝5芦 51 丸田 恭介了德寺健二ホール

ディングス
 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 446－ 21：45．63 119．9�
712 デ ク ス タ ー �5栗 54 吉田 豊小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 460－ 21：45．7	 153．3�
814 ブリエヴェール 牡4青鹿55 武藤 雅 
グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 14．6�
713 スピードオブラブ 牝5鹿 50 原 優介石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 448－ 41：46．01	 336．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，685，200円 複勝： 252，884，900円 枠連： 32，868，500円
馬連： 126，732，600円 馬単： 69，973，200円 ワイド： 107，510，400円
3連複： 196，974，100円 3連単： 287，829，900円 計： 1，142，458，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 350円 � 510円 枠 連（1－2） 1，280円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 550円 �� 840円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 17，580円

票 数

単勝票数 計 676852 的中 � 385685（1番人気）
複勝票数 計2528849 的中 � 1869153（1番人気）� 55552（8番人気）� 34614（9番人気）
枠連票数 計 328685 的中 （1－2） 19772（6番人気）
馬連票数 計1267326 的中 �� 79553（7番人気）
馬単票数 計 699732 的中 �� 36842（7番人気）
ワイド票数 計1075104 的中 �� 53582（7番人気）�� 33062（8番人気）�� 4698（48番人気）
3連複票数 計1969741 的中 ��� 21885（27番人気）
3連単票数 計2878299 的中 ��� 11866（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．1―41．7―54．3―1：06．3―1：18．3―1：30．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウルーレット �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．12．4 中山1着

2019．5．19生 牡3鹿 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 5戦3勝 賞金 42，221，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔騎手変更〕 ナーシサステソーロ号の騎手藤田菜七子は，病気のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 チェインストーリー号の騎手山田敬士は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番・4番）

ターニングアップ号の騎手杉原誠人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番・4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 コモレビキラリ号・ジューンクエスト号・フォギーデイ号・ブリッツェンシチー号・ホウオウジャッジ号・

ロードインファイト号・ロードオブザチェコ号



18059 7月16日 曇 稍重 （4福島2） 第5日 第11競走 ��
��1，200�バーデンバーデンカップ

発走15時45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

バーデンバーデン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：05．8

良
良

33 アビッグチア 牝4黒鹿55 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 512＋ 81：09．0 8．3�
89 バ ル ト リ 牝5黒鹿55 田辺 裕信ゴドルフィン 蛯名 正義 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 41：09．85 3．6�
66 レッドクレオス 牡6栗 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B472－ 6 〃 ハナ 25．4�
22 オルダージュ �6黒鹿57 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 474－121：09．9クビ 21．5�
11 オースミカテドラル 牡6鹿 57 菅原 明良�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 クビ 8．7�
55 ル ク ル ト 牡5鹿 57 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 466＋ 61：10．0アタマ 2．8	
88 シ ャ チ 牡5鹿 57 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B460－ 81：10．1	 93．9

77 レ ノ ー ア 牝6栗 55 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B434＋ 21：10．31
 47．2�
44 ショウナンバービー 牝5鹿 55 永野 猛蔵�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 504± 01：11．47 3．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 100，350，100円 複勝： 74，371，700円 枠連： 29，555，900円
馬連： 203，979，300円 馬単： 92，248，800円 ワイド： 120，874，600円
3連複： 269，397，900円 3連単： 497，917，900円 計： 1，388，696，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 170円 � 390円 枠 連（3－8） 1，970円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，420円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 57，900円

票 数

単勝票数 計1003501 的中 � 95592（4番人気）
複勝票数 計 743717 的中 � 70622（5番人気）� 135532（3番人気）� 42223（7番人気）
枠連票数 計 295559 的中 （3－8） 11615（7番人気）
馬連票数 計2039793 的中 �� 82192（7番人気）
馬単票数 計 922488 的中 �� 16005（18番人気）
ワイド票数 計1208746 的中 �� 44910（9番人気）�� 12383（24番人気）�� 26414（15番人気）
3連複票数 計2693979 的中 ��� 21561（31番人気）
3連単票数 計4979179 的中 ��� 6234（174番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．5―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アビッグチア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Siphon デビュー 2020．11．29 東京1着

2018．3．13生 牝4黒鹿 母 シベリアンクラシカ 母母 Cheer Cheer 12戦4勝 賞金 55，865，000円
〔騎手変更〕 オルダージュ号の騎手藤田菜七子は，病気のため戸崎圭太に変更。
〔制裁〕 シャチ号の騎手山田敬士は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：

4番）

18060 7月16日 曇 重 （4福島2） 第5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

36 ロープスピニング 牝3鹿 52
49 ▲小林 脩斗吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 422＋ 21：07．3 3．4�

11 ルプランドル 牝3栗 52 木幡 巧也 KAJIMOTOホー
ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：07．93� 3．6�

35 カゼノタニノアヤカ 牝5鹿 55 戸崎 圭太増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 436－16 〃 クビ 8．2�
24 ミトグラフィア 牝4鹿 55

52 ▲原 優介�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 412－ 41：08．0クビ 140．8�
713� ホシフルドヒョウ 牡6黒鹿57 野中悠太郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 490－121：08．11 48．2�
510 エ ン ピ レ オ 牝4鹿 55 菊沢 一樹 	社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460－101：08．52� 4．1

47 ブロードマリー 牝4鹿 55 伊藤 工真 	ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B436＋101：08．6� 66．8�
612 ウインラザンツ 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B514－ 81：08．81� 21．3�
12 フェスティヴノンノ 牝4栗 55 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 458＋ 21：09．22 163．7
815� アイガーテソーロ 牡5鹿 57 木幡 育也了德寺健二ホール

ディングス� 田中 剛 新ひだか 山際牧場 482－ 6 〃 クビ 114．8�
611� ビゾンテノブファロ 牡4鹿 57 原田 和真ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 476－181：09．3� 172．0�
59 ワルツフォーデビー 牡5栗 57 M．デムーロ風早 信昭氏 小手川 準 日高 坪田 信作 452± 01：09．4� 20．9�
48 � ダイメイソテツ 牡4鹿 57

54 ▲佐々木大輔宮本 孝一氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 510－121：09．71� 225．5�
23 � コパノフレディー 牡4栗 57 菅原 明良小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 B496± 01：10．01� 26．9�
816 ニシノアンドレア 牡3鹿 54

52 △永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 B506± 01：10．63� 8．7�
714� ジュエルシーカー 牝4黒鹿55 丸田 恭介	杵臼牧場 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 436＋181：12．08 81．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 100，282，400円 複勝： 114，521，300円 枠連： 37，524，900円
馬連： 171，300，000円 馬単： 68，723，000円 ワイド： 157，665，500円
3連複： 270，488，400円 3連単： 317，512，300円 計： 1，238，017，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 140円 � 220円 枠 連（1－3） 470円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 280円 �� 570円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，000円

票 数

単勝票数 計1002824 的中 � 230356（1番人気）
複勝票数 計1145213 的中 � 212296（2番人気）� 233041（1番人気）� 110162（4番人気）
枠連票数 計 375249 的中 （1－3） 60702（1番人気）
馬連票数 計1713000 的中 �� 197776（1番人気）
馬単票数 計 687230 的中 �� 38796（1番人気）
ワイド票数 計1576655 的中 �� 157996（1番人気）�� 65810（5番人気）�� 74775（4番人気）
3連複票数 計2704884 的中 ��� 110186（2番人気）
3連単票数 計3175123 的中 ��� 28748（11番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．0―11．8―11．8―12．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．4―43．2―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロープスピニング �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2021．6．6 東京8着

2019．3．16生 牝3鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 11戦2勝 賞金 19，350，000円
〔騎手変更〕 ジュエルシーカー号の騎手藤田菜七子は，病気のため丸田恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュエルシーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月16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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プラウドルック号



（4福島2）第5日 7月16日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 155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

210，700，000円
3，020，000円
23，220，000円
1，090，000円
24，390，000円
68，408，000円
5，324，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
616，973，600円
828，677，600円
198，651，100円
1，011，806，300円
470，772，000円
814，661，500円
1，492，616，700円
2，090，045，500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 7，524，204，300円

総入場人員 6，778名 （有料入場人員 6，484名）
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