
18073 7月23日 曇 稍重 （4福島2） 第7日 第1競走 ��1，200�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
1：08．5
1：07．5

良
良

713 ブーケファロス 牡2鹿 54 菅原 明良矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 426± 01：10．7 3．0�
610 マ ホ ロ バ 牡2黒鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 平山牧場 514－ 61：11．01� 34．6�
59 クールムーア 牡2鹿 54 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 460－ 2 〃 ハナ 4．6�
58 フィーユエクレール 牝2鹿 54 石川裕紀人�レッドマジック田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 416－ 61：11．42� 38．8�
712 トータルプラン 牡2栗 54 木幡 育也福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 456＋ 21：11．5� 144．1�
814 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 446－ 2 〃 ハナ 3．6	
11 ミレクイーン 牝2鹿 54 宮崎 北斗ミレレーシング 池添 兼雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456－ 4 〃 クビ 20．4

815 ロゴマジック 牡2黒鹿54 石橋 脩坂巻 勝彦氏 武市 康男 浦河 浦河小林牧場 416－ 41：12．03 80．6�
47 クリノリアルレディ 牝2鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新ひだか 平野牧場 464－ 21：12．74 13．6�
23 キタノソロモン 牡2鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 米田牧場 450－ 6 〃 クビ 273．0
611 ライトブラーヴ 牡2栗 54 戸崎 圭太�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 北海道静内農業高等学校 392－ 4 〃 アタマ 12．7�
22 ワタシハマジョ 牝2鹿 54 菊沢 一樹村田 哲朗氏 矢野 英一 新ひだか 下屋敷牧場 448－ 21：13．12� 11．6�
35 オウユーナッシング 牝2鹿 54

51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 門別牧場 440± 0 〃 同着 278．9�
34 サイタブラウン 牡2栗 54 野中悠太郎サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 446± 01：13．2クビ 266．1�
46 リュウノステルス 牡2芦 54 江田 照男蓑島 竜一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 418－ 81：13．62� 138．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，768，600円 複勝： 49，039，500円 枠連： 11，577，100円
馬連： 58，685，200円 馬単： 26，229，900円 ワイド： 55，228，500円
3連複： 100，049，000円 3連単： 102，412，300円 計： 438，990，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 670円 � 170円 枠 連（6－7） 1，070円

馬 連 �� 6，530円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 350円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 47，870円

票 数

単勝票数 計 357686 的中 � 96763（1番人気）
複勝票数 計 490395 的中 � 124756（1番人気）� 12406（9番人気）� 77535（3番人気）
枠連票数 計 115771 的中 （6－7） 8382（4番人気）
馬連票数 計 586852 的中 �� 6956（20番人気）
馬単票数 計 262299 的中 �� 2332（29番人気）
ワイド票数 計 552285 的中 �� 7082（22番人気）�� 46189（3番人気）�� 5662（24番人気）
3連複票数 計1000490 的中 ��� 9804（27番人気）
3連単票数 計1024123 的中 ��� 1551（152番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．5―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブーケファロス �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ダンディコマンド デビュー 2022．7．2 福島2着

2020．3．1生 牡2鹿 母 クラウンデュナミス 母母 シルクドレスアップ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ブーケファロス号の騎手菅原明良は，競走当日の認定調整ルームからの移動に際し，競馬場への到着が遅れたことについ

て戒告。

18074 7月23日 曇 稍重 （4福島2） 第7日 第2競走 ��1，800�2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
1：46．2
1：44．5

良
良

44 ゴールデンハインド 牝2芦 54 戸崎 圭太 �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 478＋ 21：53．0 5．1�

56 トクシーカイザー 牡2鹿 54 菊沢 一樹 AIレーシング 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム 450－141：53．1クビ 3．8�
45 アンタノバラード 牝2鹿 54 M．デムーロ�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 430－ 41：53．41� 4．2�
812 エンジェリックアイ 牝2青鹿54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 アタマ 2．9�
22 ラ フ ィ ー ニ 牝2鹿 54

51 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 大江牧場 488－141：53．5クビ 87．2	
711 キタノマルティス 牝2栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 420－ 41：54．24 26．2

710 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± 01：54．3� 120．4�
813 トーセンドリフト 牡2青鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 8 〃 クビ 118．4
11 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 442－ 2 〃 ハナ 133．2�
68 カリビアンジョー 牡2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 460－12 〃 アタマ 14．6�
33 アカサンピン 牝2栗 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 21：54．93� 173．2�
57 ワラッテユルシテ 牝2鹿 54 菅原 明良片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 芳住 鉄兵 492－ 41：55．32 102．1�
69 シンフォニー 牡2鹿 54

51 ▲水沼 元輝近藤 英二氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 456± 01：59．0大差 220．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，032，400円 複勝： 40，816，700円 枠連： 10，659，400円
馬連： 45，559，700円 馬単： 24，038，500円 ワイド： 41，409，300円
3連複： 69，967，500円 3連単： 92，221，700円 計： 356，705，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（4－5） 430円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 380円 �� 280円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 320324 的中 � 52949（4番人気）
複勝票数 計 408167 的中 � 69218（4番人気）� 78789（2番人気）� 74526（3番人気）
枠連票数 計 106594 的中 （4－5） 18878（2番人気）
馬連票数 計 455597 的中 �� 37850（6番人気）
馬単票数 計 240385 的中 �� 8518（12番人気）
ワイド票数 計 414093 的中 �� 26718（6番人気）�� 39516（3番人気）�� 32480（5番人気）
3連複票数 計 699675 的中 ��� 47549（4番人気）
3連単票数 計 922217 的中 ��� 9887（25番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．1―13．1―13．2―13．0―12．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―37．0―50．1―1：03．3―1：16．3―1：29．1―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．7
1
3
4（5，13）12（2，6）（7，11）（1，8）10＝3＝9
4（5，13）（2，6，12）（1，7，11）（10，8）－3＝9

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンハインド �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Shamardal デビュー 2022．7．3 福島5着

2020．4．25生 牝2芦 母 オレゴンレディ 母母 Oregon Trail 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 ラフィーニ号の騎手佐々木大輔は，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：1番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンフォニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月23日まで平地競走に

出走できない。

第２回 福島競馬 第７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



18075 7月23日 曇 稍重 （4福島2） 第7日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

23 ラブミードゥ 牝3栗 54 M．デムーロ上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 442＋ 41：10．8 5．2�
35 アメカテソーロ 牝3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

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 B464－ 41：10．9� 7．6�

59 ライヴトパーズ 牝3鹿 54 石橋 脩澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 408± 01：11．1� 13．5�
611 マ ジ ョ リ ー 牝3鹿 54 菊沢 一樹�ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 426± 0 〃 アタマ 7．2�
36 ホイッスルベイト 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 440＋ 21：11．31� 11．6	
47 スカイコップス 牡3黒鹿56 田辺 裕信寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋ 21：11．4� 5．4

816 ジェリービーンロウ 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 アタマ 13．7�
11 ヤマニンパンタジア 牝3鹿 54 内田 博幸土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 414＋ 4 〃 ハナ 82．7�
815 チャイムリープ 牝3鹿 54 菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 466＋10 〃 アタマ 35．6
510 ウインエイムハイ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B474－ 21：11．61� 3．8�
714 サバイバルアート 牝3鹿 54 石川裕紀人福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 414± 01：12．02� 23．4�
24 カ ヤ コ 牝3芦 54 杉原 誠人細川 勝也氏 勢司 和浩 新ひだか 岡田牧場 450－ 21：13．17 298．1�
612 アダムズテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 嘉藤 貴行 日高 リョーケンファー
ム株式会社 448－121：13．31 62．9�

713 スイリュウオー 牝3芦 54
51 ▲原 優介�しょうじ 鈴木慎太郎 新ひだか グローリーファーム 478＋141：17．5大差 189．0�

48 アルセニウス 牡3青鹿 56
54 △小林 脩斗八嶋 長久氏 根本 康広 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B472 ― （競走中止） 242．6�
（15頭）

12 ダイメイクルミ 牝3芦 54 野中悠太郎宮本 昇氏 本間 忍 新ひだか 前田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，120，200円 複勝： 54，020，800円 枠連： 11，292，000円
馬連： 58，661，200円 馬単： 23，829，100円 ワイド： 55，541，000円
3連複： 91，446，500円 3連単： 88，501，700円 計： 420，412，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 230円 � 300円 枠 連（2－3） 1，550円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 540円 �� 870円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 23，970円

票 数

単勝票数 差引計 371202（返還計 468） 的中 � 56930（2番人気）
複勝票数 差引計 540208（返還計 443） 的中 � 74644（2番人気）� 60880（4番人気）� 43187（6番人気）
枠連票数 差引計 112920（返還計 12） 的中 （2－3） 5625（7番人気）
馬連票数 差引計 586612（返還計 1884） 的中 �� 24436（8番人気）
馬単票数 差引計 238291（返還計 706） 的中 �� 5750（8番人気）
ワイド票数 差引計 555410（返還計 1965） 的中 �� 27381（3番人気）�� 16220（10番人気）�� 11399（17番人気）
3連複票数 差引計 914465（返還計 5486） 的中 ��� 12831（16番人気）
3連単票数 差引計 885017（返還計 5965） 的中 ��� 2676（55番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．1―11．9―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．3―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミードゥ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2021．12．5 中山7着

2019．5．22生 牝3栗 母 マストゥドウ 母母 マ ル チ 7戦1勝 賞金 7，540，000円
〔出走取消〕 ダイメイクルミ号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔競走中止〕 アルセニウス号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイリュウオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月23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。
（非当選馬） 2頭 ビックマハロ号・ルージュライゼ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルエール号

18076 7月23日 曇 重 （4福島2） 第7日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

34 プラウドヘリテージ 牡3鹿 56 松岡 正海ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514 ―1：46．5 205．0�

59 ヤサカシュエット 牝3栗 54 石川裕紀人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 470－ 2 〃 クビ 12．5�
713 グランシャーク 牡3鹿 56 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 492－ 41：46．92 47．1�
610 ア オ カ ミ 牡3青 56 柴田 善臣プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 462＋ 2 〃 クビ 8．7�
815 ノアペルーサ 牡3鹿 56 江田 照男佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B492－ 61：47．0クビ 84．6�
47 ベ ニ ッ シ モ 牡3鹿 56 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 466－ 4 〃 クビ 2．3	
22 ロードオブシャドウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B508＋ 21：47．74 3．2

23 ミラクルランバック 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 516－ 41：48．12 9．6�
11 アップフルーク 牡3鹿 56 内田 博幸村山 正道氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 492－ 81：48．2� 88．7�
58 � スプリームメロディ 牝3栗 54 森 裕太朗新木 鈴子氏 伊藤 大士 米

Mshawish Syn-
dicate & Chris
Girdley

432± 0 〃 クビ 300．0
611 クロシェノワール 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介琴浦 諒氏 青木 孝文 新冠 アサヒ牧場 492－ 81：48．73 14．2�
814 ガンスリンガー 牡3栗 56 野中悠太郎ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 深山 雅史 浦河 山春牧場 490－101：49．12 338．1�
712 ラ ブ レ ボ 牝3栗 54

52 △小林 脩斗伊藤 功一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 452＋ 81：50．16 210．8�
46 キタノステート 牝3青 54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 プログレスファーム 430＋241：51．710 207．7�
35 テンオーケオー 牡3栗 56 田辺 裕信天白 泰司氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 516－ 61：52．44 10．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，038，300円 複勝： 68，323，600円 枠連： 15，318，900円
馬連： 60，079，500円 馬単： 30，720，400円 ワイド： 64，562，000円
3連複： 98，876，600円 3連単： 124，799，100円 計： 503，718，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 20，500円 複 勝 � 5，540円 � 530円 � 1，000円 枠 連（3－5） 5，810円

馬 連 �� 144，600円 馬 単 �� 311，350円

ワ イ ド �� 36，850円 �� 47，080円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 607，840円 3 連 単 ��� 6，959，940円

票 数

単勝票数 計 410383 的中 � 1601（11番人気）
複勝票数 計 683236 的中 � 3051（14番人気）� 36927（6番人気）� 17975（8番人気）
枠連票数 計 153189 的中 （3－5） 2040（15番人気）
馬連票数 計 600795 的中 �� 322（75番人気）
馬単票数 計 307204 的中 �� 74（148番人気）
ワイド票数 計 645620 的中 �� 450（79番人気）�� 352（85番人気）�� 4257（30番人気）
3連複票数 計 988766 的中 ��� 122（275番人気）
3連単票数 計1247991 的中 ��� 13（1855番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．2―13．1―12．7―12．2―12．5―12．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．4―43．5―56．2―1：08．4―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4F50．3―3F38．1
1
3
・（4，9，13）14（5，12）（1，3）6，15，11（7，8）10－2・（4，9）（13，10）15（5，12，14）（3，2）8，6（1，11）7

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

勝馬の
紹 介

プラウドヘリテージ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Tiznow 初出走

2019．3．18生 牡3鹿 母 ゴールデンリーヴス 母母 Desert Gold 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔その他〕 キタノステート号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンオーケオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハッピーバレー号
（非抽選馬） 3頭 サンライズアトム号・ドリームビリーバー号・ミユキザストロング号



18077 7月23日 曇 稍重 （4福島2） 第7日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時35分 （芝・右）

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

中央レコード
1：59．9
1：58．5

良
良

810 レ ス ト ア 牡2黒鹿54 菅原 明良�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490 ―2：08．9 3．0�

44 ゴールドバランサー 牡2栗 54 内田 博幸居城 寿与氏 鈴木慎太郎 新冠 北勝ファーム 458 ―2：09．21� 12．3�
89 スワッグチェーン 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504 ―2：09．3� 4．0�
66 ブラックヴァール 牝2黒鹿54 野中悠太郎石井 輝昭氏 菊川 正達 浦河 高昭牧場 452 ―2：09．83 36．5�
33 サトノウェーブ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 田中 博康 新ひだか フジワラフアーム 482 ―2：10．33 4．1	
77 オールアルミュール 牡2栗 54 江田 照男林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 508 ―2：10．61� 106．9

55 ノーアーギュメント 牡2鹿 54 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 苫小牧 アスラン 474 ―2：10．92 45．2�
22 ホープアイランド 牝2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 422 ―2：11．85 11．5�
78 ワイキキビーチ 牡2栗 54 松岡 正海ライフエンタープライズ� 上原 博之 浦河 中脇 満 424 ―2：12．01 85．6
11 パルピターレ 牝2黒鹿54 石川裕紀人吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472 ―2：12．21� 7．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，278，100円 複勝： 40，167，500円 枠連： 13，665，000円
馬連： 52，936，800円 馬単： 26，860，400円 ワイド： 39，795，900円
3連複： 63，791，500円 3連単： 94，688，400円 計： 381，183，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 220円 � 140円 枠 連（4－8） 1，220円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 570円 �� 310円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 12，400円

票 数

単勝票数 計 492781 的中 � 135205（1番人気）
複勝票数 計 401675 的中 � 105981（1番人気）� 34449（5番人気）� 73536（2番人気）
枠連票数 計 136650 的中 （4－8） 8667（5番人気）
馬連票数 計 529368 的中 �� 20333（8番人気）
馬単票数 計 268604 的中 �� 7968（11番人気）
ワイド票数 計 397959 的中 �� 17238（9番人気）�� 36776（2番人気）�� 12489（11番人気）
3連複票数 計 637915 的中 ��� 20732（8番人気）
3連単票数 計 946884 的中 ��� 5534（43番人気）

ハロンタイム 13．1―12．7―13．5―13．8―14．3―12．7―12．6―11．9―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．8―39．3―53．1―1：07．4―1：20．1―1：32．7―1：44．6―1：56．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ ス ト ア �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．3．18生 牡2黒鹿 母 ブルジュオン 母母 ラ テ ィ ー ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18078 7月23日 晴 稍重 （4福島2） 第7日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走13時05分 （芝・右）

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

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

812 デイドリームビーチ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 436 ―1：12．2 26．9�
79 マーレアペルト 牝2黒鹿54 江田 照男中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 地興牧場 412 ―1：12．3� 14．4�
710 ペイシャフェリ 牝2鹿 54 戸崎 圭太北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 友田牧場 466 ―1：12．4� 2．1�
56 ナックブライアン 牡2鹿 54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 456 ―1：13．03� 103．9�
55 アナザームーン 牡2黒鹿54 柴田 善臣吉田 好雄氏 水野 貴広 新冠 山岡牧場 444 ― 〃 アタマ 48．0�
44 ニフェーデービル 牡2鹿 54 石川裕紀人瀬谷 	雄氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 472 ―1：13．21 6．5

811 ロジブライアン 牡2鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 500 ―1：13．3� 52．7�
33 ショウナンカムイ 牡2青鹿54 菅原 明良国本 哲秀氏 久保田貴士 平取 二風谷ファーム 488 ― 〃 クビ 15．5�
68 コクセンプウ 牡2鹿 54 石橋 脩中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 今 牧場 468 ―1：13．5� 4．7
22 クリントンテソーロ 牡2黒鹿54 M．デムーロ 了德寺健二ホールディングス� 牧 光二 日高 リョーケンファー

ム株式会社 422 ―1：13．92� 7．6�
11 サーフライド 牡2鹿 54

51 ▲佐々木大輔�和田牧場 和田正一郎 日高 スマイルファーム 438 ―1：16．7大差 107．4�
67 ケ レ ン シ ア 牝2黒鹿 54

52 △小林 脩斗�ミルファーム 村田 一誠 浦河 ミルファーム 460 ―1：20．4大差 198．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，437，200円 複勝： 39，923，900円 枠連： 9，719，700円
馬連： 49，181，300円 馬単： 27，801，300円 ワイド： 41，116，800円
3連複： 68，173，500円 3連単： 99，177，200円 計： 382，530，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 420円 � 330円 � 130円 枠 連（7－8） 1，460円

馬 連 �� 11，600円 馬 単 �� 27，800円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 790円 �� 510円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 74，200円

票 数

単勝票数 計 474372 的中 � 14935（7番人気）
複勝票数 計 399239 的中 � 18222（7番人気）� 24305（6番人気）� 123820（1番人気）
枠連票数 計 97197 的中 （7－8） 5149（6番人気）
馬連票数 計 491813 的中 �� 3285（26番人気）
馬単票数 計 278013 的中 �� 750（54番人気）
ワイド票数 計 411168 的中 �� 3630（25番人気）�� 13416（10番人気）�� 22085（4番人気）
3連複票数 計 681735 的中 ��� 7699（23番人気）
3連単票数 計 991772 的中 ��� 969（204番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．2―12．0―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―34．9―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デイドリームビーチ �
�
父 ビーチパトロール �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2020．3．6生 牡2鹿 母 デイドリーマー 母母 ドリームスキーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ナックブライアン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サーフライド号・ケレンシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月23日ま

で平地競走に出走できない。



18079 7月23日 晴 稍重 （4福島2） 第7日 第7競走 1，800�3歳未勝利
発走13時35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
1：45．3
1：43．8

良
良

510 オメガオリーブ 牝3芦 54 菅原 明良原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 390－121：50．6 7．6�
48 チューウィー 牝3栗 54 田辺 裕信 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 428－ 41：51．02� 4．2�
59 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝3黒鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 394－ 21：51．1� 8．8�
611 デルマセイレーン 牝3鹿 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 430－ 21：51．52� 38．4�
815 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 B438＋ 61：51．6� 8．9	
36 ピアツァサンマルコ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�G1レーシング 小手川 準 千歳 社台ファーム 440－ 21：51．81� 18．6

12 ローゼシュティア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 2．6�
23 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± 01：52．01� 18．8�
714 ア レ ナ リ 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 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 420＋161：52．63� 121．8
24 デルタインディ 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 434＋121：53．02� 194．8�

47 ネージュプドルーズ 牝3青 54 三浦 皇成�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 404 ―1：53．1クビ 47．3�
816 クロシンジュ 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 422－101：53．31� 14．6�
11 カルセドニー 牝3鹿 54 江田 照男 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 394－221：53．4� 41．1�
612 パリーアーク 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗 �フジワラ・ファーム 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 450＋181：54．78 146．0�
35 ラガッツァアレグラ 牝3黒鹿54 松岡 正海島井新一郎氏 田中 剛 新冠 佐藤牧場 426＋ 41：55．23 300．0�
713 ジュパンスアトワ 牝3鹿 54 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 筒井 征文 436＋ 41：56．79 259．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，483，600円 複勝： 55，518，200円 枠連： 16，393，000円
馬連： 68，973，000円 馬単： 28，222，900円 ワイド： 62，893，000円
3連複： 99，776，100円 3連単： 111，415，300円 計： 484，675，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 190円 � 220円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，150円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 22，780円

票 数

単勝票数 計 414836 的中 � 43136（3番人気）
複勝票数 計 555182 的中 � 43447（5番人気）� 86355（2番人気）� 65696（3番人気）
枠連票数 計 163930 的中 （4－5） 14274（4番人気）
馬連票数 計 689730 的中 �� 31406（5番人気）
馬単票数 計 282229 的中 �� 5332（15番人気）
ワイド票数 計 628930 的中 �� 22555（7番人気）�� 13522（13番人気）�� 26704（6番人気）
3連複票数 計 997761 的中 ��� 19630（9番人気）
3連単票数 計1114153 的中 ��� 3545（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．8―48．9―1：00．9―1：13．0―1：25．5―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガオリーブ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．2．6 東京4着

2019．4．11生 牝3芦 母 ファンシーリシェス 母母 ワイキューブ 5戦1勝 賞金 7，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パリーアーク号・ラガッツァアレグラ号・ジュパンスアトワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年8月23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。
（非抽選馬） 2頭 エイシングリッター号・ソフィーズチョイス号

18080 7月23日 晴 重 （4福島2） 第7日 第8競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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 アレクサンドラ 牝3栗 52 菅原 明良�大樹ファーム 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 510＋161：07．1 15．7�
510 カ リ ュ ウ 牝3鹿 52 M．デムーロ林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 420± 01：07．31� 4．0�
12 ニシノラーナ 牝3鹿 52 野中悠太郎西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 482－ 2 〃 ハナ 14．2�
24 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 436－ 41：07．93� 8．0�
35 ニシノコニャック 牡3栗 54 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 460＋ 41：08．21� 27．7�
23 ノアファンタジー 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 B480＋ 2 〃 ハナ 36．8	
11 トップヴィヴィット 牡4栗 57 宮崎 北斗紅露 純氏 中川 公成 新冠 細川農場 532＋24 〃 クビ 39．6

47 � ウォーカーテソーロ 牝3栗 52 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 434＋101：08．72� 5．4�

816 モ ネ 牝3栗 52 石川裕紀人 �ニッシンホール
ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 456± 0 〃 クビ 2．8

713 キャンディキューブ 牝4黒鹿 55
52 ▲原 優介原 	子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 466＋10 〃 アタマ 148．0�

59 ライヴアメシスト 牝3鹿 52 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 420＋101：09．01� 190．0�
714 サンフィニティ 牝4鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 438± 01：09．1� 48．3�
48 プランセスカグヤ 牝3鹿 52

50 △小林 脩斗岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 450± 0 〃 ハナ 51．5�
612 グ リ モ リ オ 牝4鹿 55 菊沢 一樹吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 504－ 81：09．2
 21．1�
815 サンマルクレイジー 牡3黒鹿54 松岡 正海相馬 勇氏 中野 栄治 日高 西野 春樹 424＋121：09．51� 78．9�
611� アイファーライオン 牡4栃栗57 的場 勇人中島 稔氏 的場 均 新ひだか 野表 篤夫 496－ 61：10．45 463．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，074，900円 複勝： 67，264，400円 枠連： 15，906，100円
馬連： 73，643，800円 馬単： 32，015，300円 ワイド： 71，715，300円
3連複： 110，095，300円 3連単： 122，012，000円 計： 538，727，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 490円 � 180円 � 380円 枠 連（3－5） 2，320円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，710円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 13，360円 3 連 単 ��� 84，810円

票 数

単勝票数 計 460749 的中 � 23390（6番人気）
複勝票数 計 672644 的中 � 30762（7番人気）� 125601（2番人気）� 41844（5番人気）
枠連票数 計 159061 的中 （3－5） 5305（10番人気）
馬連票数 計 736438 的中 �� 15889（12番人気）
馬単票数 計 320153 的中 �� 2797（28番人気）
ワイド票数 計 717153 的中 �� 14583（13番人気）�� 6625（29番人気）�� 18770（8番人気）
3連複票数 計1100953 的中 ��� 6180（40番人気）
3連単票数 計1220120 的中 ��� 1043（247番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．1―11．8―11．6―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．1―42．9―54．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 4，6（2，10）（3，16）（5，7，15）（13，14）（1，12）8，9－11 4 ・（4，6）10（2，3）16（5，7）13，15（1，14）12－（8，9）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アレクサンドラ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 Forestry デビュー 2022．1．10 中山3着

2019．5．5生 牝3栗 母 イータカリーナ 母母 リトルアロー 3戦2勝 賞金 14，400，000円
※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 ヤンチャプリヒメ号



18081 7月23日 晴 稍重 （4福島2） 第7日 第9競走 1，800�
だ て

伊 達 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
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

711 ロ ジ レ ッ ト 牝3黒鹿52 石川裕紀人久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：50．4 6．7�
33 グランドライン 牡3青鹿54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 534＋201：50．5� 2．5�
45 スウィートブルーム 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B434± 01：50．71� 8．0�
46 スプリッツァー 牡5栗 57 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 468－101：51．12� 55．9�
58 � ザスリーサーティ 牡7青鹿57 吉田 豊諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B482＋ 2 〃 クビ 17．6�
610 オウケンボルト 牡3青鹿54 M．デムーロ福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 446－ 81：51．2クビ 3．5	
712 マイネルアルザス 牡3鹿 54 森 裕太朗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 458－ 61：51．3� 182．7


34 インフィニタス 牝4鹿 55 松岡 正海�G1レーシング 伊坂 重信 安平 追分ファーム 460－ 81：51．61� 23．1�
57 コスモアシュラ 牡4芦 57 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 512－ 21：52．02� 15．3
22 パ ノ テ ィ ア 牡4黒鹿57 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 21：52．1クビ 15．9�
69 � ゲッレールト 牝4鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 478＋ 81：52．2� 118．7�
814 アルコディオーサ 牝4鹿 55 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 桜井牧場 B460－ 41：52．3� 72．2�
813� ブライドグルーム �5鹿 57 柴田 善臣 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 4 〃 クビ 55．0�
11 � キットサクラサク �5栗 57 野中悠太郎塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 B466－ 81：53．25 91．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，335，600円 複勝： 62，955，100円 枠連： 17，209，300円
馬連： 91，639，200円 馬単： 37，240，800円 ワイド： 74，474，400円
3連複： 129，329，900円 3連単： 147，955，200円 計： 609，139，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 140円 � 210円 枠 連（3－7） 830円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 450円 �� 770円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 483356 的中 � 57486（3番人気）
複勝票数 計 629551 的中 � 88840（3番人気）� 143541（1番人気）� 64147（4番人気）
枠連票数 計 172093 的中 （3－7） 15982（3番人気）
馬連票数 計 916392 的中 �� 73595（2番人気）
馬単票数 計 372408 的中 �� 11647（7番人気）
ワイド票数 計 744744 的中 �� 43477（3番人気）�� 23649（9番人気）�� 39908（4番人気）
3連複票数 計1293299 的中 ��� 40793（4番人気）
3連単票数 計1479552 的中 ��� 7713（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．3―49．4―1：01．8―1：14．0―1：26．0―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ レ ッ ト �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．10．10 東京3着

2019．4．2生 牝3黒鹿 母 ロジフェローズ 母母 スイートフェローズ 5戦2勝 賞金 18，978，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
※キットサクラサク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18082 7月23日 晴 重 （4福島2） 第7日 第10競走 ��1，700�
よ こ て

横 手 特 別
発走15時10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
横手市長賞・横手市観光協会賞（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 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

713� ロードインファイト 牡5黒鹿57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B450± 01：45．0 17．7�
46 カズロレアート 牡4黒鹿57 藤懸 貴志合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B478－10 〃 クビ 20．5�
35 トーアシオン �6栗 57 菅原 明良高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 B482－ 8 〃 ハナ 5．6�
34 � ラ ン ス ル ー 牡4栗 57 田辺 裕信前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536＋ 21：45．1クビ 6．9�
22 ホウオウジャッジ 牡7鹿 57 小林 脩斗小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド B466－101：45．63 89．6�
610 ジューンクエスト 牡4栗 57 荻野 琢真吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 460± 0 〃 クビ 143．2	
58 エ ル パ ソ 牡3黒鹿54 三浦 皇成�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 456± 01：45．7� 2．2

611 ブリッツェンシチー �6鹿 57 菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 B514－ 61：45．8	 231．6�
59 タイセイスラッガー 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B536＋ 81：46．0	 8．3�
712 コトブキアルニラム 牝4芦 55 江田 照男尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 442－101：46．21
 197．7
47 コモレビキラリ 牝4青鹿55 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 クビ 43．4�
815� ブルーカルセドニー 牝4鹿 55 戸崎 圭太 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 450－ 21：46．4	 8．1�
11 リュードマン 牡5黒鹿57 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B478－ 4 〃 アタマ 91．0�
814 クアトロマジコ 牡3鹿 54 内田 博幸大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 522± 01：47．46 19．2�
23 マイネルイリャルギ 牡5鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 508－ 41：47．82� 65．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，215，400円 複勝： 94，235，800円 枠連： 29，056，200円
馬連： 121，588，300円 馬単： 49，608，100円 ワイド： 101，891，100円
3連複： 190，912，700円 3連単： 219，600，500円 計： 868，108，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 530円 � 650円 � 230円 枠 連（4－7） 8，960円

馬 連 �� 16，190円 馬 単 �� 36，910円

ワ イ ド �� 4，140円 �� 1，560円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 27，670円 3 連 単 ��� 208，930円

票 数

単勝票数 計 612154 的中 � 27580（6番人気）
複勝票数 計 942358 的中 � 42861（6番人気）� 34282（8番人気）� 129157（2番人気）
枠連票数 計 290562 的中 （4－7） 2512（19番人気）
馬連票数 計1215883 的中 �� 5817（33番人気）
馬単票数 計 496081 的中 �� 1008（76番人気）
ワイド票数 計1018911 的中 �� 6239（36番人気）�� 17080（15番人気）�� 14432（18番人気）
3連複票数 計1909127 的中 ��� 5173（76番人気）
3連単票数 計2196005 的中 ��� 762（465番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．8―30．2―42．7―55．4―1：07．2―1：19．7―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロードインファイト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ

2017．3．26生 牡5黒鹿 母 パ ル テ ノ ン 母母 レディパステル 11戦2勝 賞金 27，350，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔発走状況〕 ランスルー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ランスルー号は，発走調教再審査。



18083 7月23日 晴 重 （4福島2） 第7日 第11競走 ��1，150�
あ だ た ら

安達太良ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．7．24以降R4．7．17まで1回以上出走馬，除未出走馬および未
勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

福島競馬振興会長賞（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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

34 クインズメリッサ 牝4鹿 53 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 478＋101：06．6 3．7�
11 マーチリリー 牝4青鹿52 菊沢 一樹手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B498＋ 61：07．02� 10．4�
35 � ア テ ィ ー ド 牡4栗 56 田辺 裕信髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 小林 仁 514－ 6 〃 アタマ 3．5�
46 � フォルツァエフ 牡7鹿 54 松岡 正海大野 照旺氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells B492－ 41：07．1� 23．5�
47 マイヨアポア 牝4鹿 53 戸崎 圭太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 480＋101：07．41� 5．4	
815 ナイトブリーズ 牝5黒鹿53 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 494－121：07．5� 13．2

58 � リンカーンテソーロ 牡4栗 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 466＋ 2 〃 クビ 59．3�

712 レディオマジック 牡5黒鹿54 菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 486－ 41：07．6� 14．4�

23 グッドマックス 牝5芦 52 森 裕太朗長谷川光司氏 小林 真也 浦河 ヒダカフアーム 466± 01：07．7� 47．4
611 ナイスプリンセス 牝6鹿 52 野中悠太郎田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 466＋ 81：07．8� 130．5�
713 カ イ ア ワ セ 牝5栗 53 M．デムーロ内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 452－ 2 〃 アタマ 8．6�
59 ビップエレナ 牝4芦 52 小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 470＋ 61：08．43� 25．7�
610 トモジャドット 牡6栗 54 吉田 豊吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 538－ 41：09．03� 97．7�
22 マ テ ィ ア ス 牡5栗 54 石川裕紀人本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 500－ 21：09．32 124．3�
814 ワイドカント 牡5栗 54 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム B508－101：10．04 51．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 125，963，400円 複勝： 174，140，300円 枠連： 66，892，500円
馬連： 305，487，900円 馬単： 112，163，600円 ワイド： 244，934，600円
3連複： 509，215，100円 3連単： 558，350，200円 計： 2，097，147，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 290円 � 150円 枠 連（1－3） 1，200円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 740円 �� 360円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 11，840円

票 数

単勝票数 計1259634 的中 � 265947（2番人気）
複勝票数 計1741403 的中 � 290336（2番人気）� 122501（6番人気）� 334397（1番人気）
枠連票数 計 668925 的中 （1－3） 42936（6番人気）
馬連票数 計3054879 的中 �� 116938（6番人気）
馬単票数 計1121636 的中 �� 23488（10番人気）
ワイド票数 計2449346 的中 �� 81776（7番人気）�� 191856（1番人気）�� 65964（11番人気）
3連複票数 計5092151 的中 ��� 168273（2番人気）
3連単票数 計5583502 的中 ��� 34168（16番人気）

ハロンタイム 9．6―10．5―10．8―11．6―11．8―12．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．1―30．9―42．5―54．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズメリッサ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2020．9．21 中京1着

2018．3．21生 牝4鹿 母 ケイアイアテナ 母母 Anna Sterz 8戦4勝 賞金 58，768，000円

18084 7月23日 曇 稍重 （4福島2） 第7日 第12競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走16時30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
2：37．3
2：35．1

良
良

59 シャインユニバンス 牝4鹿 55 石橋 脩亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 420－ 62：43．9 18．0�
11 � スカイテラス 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B490＋ 6 〃 クビ 4．4�
58 エイカイファントム 牡4青 57 三浦 皇成二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 490－ 82：44．0クビ 5．6�
610 パーディシャー 牡5鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 444＋ 42：44．53 4．6�
712 マンインザミラー 牡4鹿 57 菅原 明良�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B498＋142：44．92	 7．1	
34 カトゥルスフェリス 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 434－ 82：45．0クビ 6．3

814 ワンダークローバー 牡4芦 57 藤懸 貴志山本 能成氏 森田 直行 浦河 高昭牧場 B488＋242：45．1
 37．4�
815 ウインシュクラン �4栗 57 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 452－ 62：45．31 28．6�
47 ピ ナ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 480－ 22：45．4
 36．8
22 ケイティミラクル 牡5黒鹿 57

55 △小林 脩斗瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 494＋ 22：45．5
 152．2�
23 ハーツシンフォニー �5青鹿57 内田 博幸 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 B456－ 22：45．6	 41．2�
713 タスマンハイウェイ �4黒鹿57 木幡 育也吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B524－ 22：45．7	 103．3�
46 ワカミヤプレスト 牡3鹿 54 江田 照男芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 62：45．91� 27．0�
35 デュアルレインボー 牡3鹿 54 松岡 正海近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 496－ 22：47．510 8．8�
611 ヴァルプルギス 牡4鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 446－ 6 （競走中止） 349．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 92，065，900円 複勝： 120，947，100円 枠連： 33，191，600円
馬連： 161，211，000円 馬単： 61，411，300円 ワイド： 143，062，100円
3連複： 252，386，300円 3連単： 282，194，900円 計： 1，146，470，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 380円 � 170円 � 200円 枠 連（1－5） 1，100円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 9，060円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，630円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 49，560円

票 数

単勝票数 計 920659 的中 � 40739（7番人気）
複勝票数 計1209471 的中 � 66986（7番人気）� 214407（1番人気）� 162812（3番人気）
枠連票数 計 331916 的中 （1－5） 23300（5番人気）
馬連票数 計1612110 的中 �� 38079（14番人気）
馬単票数 計 614113 的中 �� 5080（37番人気）
ワイド票数 計1430621 的中 �� 32757（15番人気）�� 21627（18番人気）�� 76193（3番人気）
3連複票数 計2523863 的中 ��� 35438（16番人気）
3連単票数 計2821949 的中 ��� 4128（155番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．3―12．7―13．0―12．0―12．2―12．9―12．4―12．5―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．2―37．5―50．2―1：03．2―1：15．2―1：27．4―1：40．3―1：52．7―2：05．2―2：17．9―2：30．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャインユニバンス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．28 東京5着

2018．3．19生 牝4鹿 母 メテオーリカ 母母 アルヴァーダ 11戦2勝 賞金 16，340，000円
〔競走中止〕 ヴァルプルギス号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。



（4福島2）第7日 7月23日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 171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

189，760，000円
1，730，000円
29，150，000円
1，400，000円
23，920，000円
75，934，000円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
657，813，600円
867，352，900円
250，880，800円
1，147，646，900円
480，141，600円
996，624，000円
1，784，020，000円
2，043，328，500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 8，227，808，300円

総入場人員 5，873名 （有料入場人員 5，619名）
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