
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

19013 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00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3：06．6良

44 ニホンピロヘイロー 牝7鹿 58 中村 将之小林 英一氏 服部 利之 平取 稲原牧場 474－ 83：08．3 1．3�
22 メイショウベンガル 牡5芦 60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 468－ 63：09．47 7．1�
88 サンライズアキレス 牡6芦 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 510± 03：10．57 6．9�
11 メイショウメイユウ 牡5鹿 60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430－ 23：10．71 23．5�
66 スズカブランコ 牡6栗 60 大庭 和弥永井 啓弍氏 堀内 岳志 様似 様似共栄牧場 458－143：10．91� 67．6�
33 メイショウシャガ 牡5黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 520＋ 83：14．2大差 15．6�
77 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 60 小坂 忠士 	キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 496＋ 23：19．4大差 13．9

55 � テーオールノワール �4黒鹿60 難波 剛健小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 490－ 43：20．46 110．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，519，200円 複勝： 65，305，200円 枠連： 発売なし
馬連： 28，371，200円 馬単： 23，741，300円 ワイド： 23，339，900円
3連複： 45，298，700円 3連単： 115，358，300円 計： 326，933，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 160円 �� 180円 �� 410円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，230円

票 数

単勝票数 計 255192 的中 � 156346（1番人気）
複勝票数 計 653052 的中 � 523047（1番人気）� 30778（3番人気）� 37361（2番人気）
馬連票数 計 283712 的中 �� 58760（1番人気）
馬単票数 計 237413 的中 �� 39432（2番人気）
ワイド票数 計 233399 的中 �� 44341（1番人気）�� 35060（2番人気）�� 10978（6番人気）
3連複票数 計 452987 的中 ��� 59353（1番人気）
3連単票数 計1153583 的中 ��� 67828（1番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 52．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
4＝2－6－8，7，1－3－5
4＝2＝8，6＝1＝3＝7＝5

�
�
4＝2－6－8－7，1，3＝5
4＝2＝8－6，1＝3＝7＝5

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘイロー �

父 キングヘイロー �


母父 ニホンピロニール デビュー 2017．11．11 京都6着

2015．5．10生 牝7鹿 母 ニホンピロコナユキ 母母 ニホンピロダンス 障害：7戦1勝 賞金 17，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19014 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10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
1：43．8
1：43．8

良
良

35 クラシックステップ 牡3鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 61：46．7 17．5�
24 スウィートスカー 牝3鹿 54 川田 将雅池袋レーシング �島 一歩 新ひだか 田中 裕之 464＋101：47．12 1．7�
713 クリオミニーズ 牡3青鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486－ 21：47．42 5．5�
23 カフジペンタゴン 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 81：47．61 7．6�
12 ミエノアラジン 牡3鹿 56 長岡 禎仁里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 444＋ 21：48．13� 91．4�
47 ミーナティエルナ 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 	YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 428＋ 21：48．31 27．3

611 フ ァ ジ ュ ル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河岡田 牧雄氏 辻野 泰之 新ひだか 増本牧場 442－ 4 〃 クビ 65．0�
612 ライラックワイン 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414 ―1：48．51 28．6�
11 セルリアンルネッタ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 460＋ 21：48．6� 53．7
48 アオイアルファワン 牡3黒鹿56 松山 弘平新谷 幸義氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 41：48．7� 6．0�
816 マテンロウシリウス 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 様似 猿倉牧場 502＋ 8 〃 クビ 72．0�
36 ソ リ ト ン 牡3鹿 56 加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 440± 0 〃 クビ 336．8�
714 サンデーブライアン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希戸部 政彦氏 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 430 ― 〃 ハナ 190．0�
510 サトノラッシュ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁 	サトミホースカンパニー 音無 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 21：49．12 95．2�
59 テイエムフォンテ 牡3鹿 56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B498＋ 61：49．95 151．2�
815 ブリエールセレスト 牝3栗 54 西村 淳也土井久美子氏 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 386＋ 22：00．1大差 402．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，382，800円 複勝： 53，340，900円 枠連： 11，323，200円
馬連： 56，090，100円 馬単： 31，237，200円 ワイド： 54，044，700円
3連複： 93，407，800円 3連単： 119，447，900円 計： 459，274，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 270円 � 110円 � 160円 枠 連（2－3） 1，330円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 600円 �� 930円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 20，680円

票 数

単勝票数 計 403828 的中 � 18366（5番人気）
複勝票数 計 533409 的中 � 32214（5番人気）� 190481（1番人気）� 76547（3番人気）
枠連票数 計 113232 的中 （2－3） 6573（6番人気）
馬連票数 計 560901 的中 �� 26133（6番人気）
馬単票数 計 312372 的中 �� 4550（16番人気）
ワイド票数 計 540447 的中 �� 21623（7番人気）�� 13274（9番人気）�� 65396（1番人気）
3連複票数 計 934078 的中 ��� 35349（4番人気）
3連単票数 計1194479 的中 ��� 4186（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．7―48．5―59．5―1：11．1―1：23．1―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラシックステップ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．9．20 中京7着

2019．3．12生 牡3鹿 母 レッドジゼル 母母 スタイルリスティック 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリエールセレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」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 スマートドラフト号
（非抽選馬） 1頭 サンライズルーチェ号

第３回 小倉競馬 第２日



19015 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2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 5，200，000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
56．8
56．8

重
重

46 ゴーウィズフェイス 牝3鹿 54 富田 暁前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 山野牧場 472＋ 2 58．7 1．7�
58 テイエムフェロー 牡3鹿 56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 492－ 4 58．91� 5．1�
813 ハクサンチェイス 牡3鹿 56 藤懸 貴志河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 456－ 4 59．75 11．4�
34 オーシンアズキ 牡3芦 56

54 △松本 大輝大田 慎治氏 宮 徹 日高 門別牧場 452－16 〃 クビ 58．5�
33 コイニオチテ 牡3鹿 56 横山 典弘野村 茂雄氏 森 秀行 浦河 酒井牧場 494－ 5 59．8クビ 7．8�
11 オーシンプラス 牡3黒鹿56 藤岡 康太大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 468＋ 4 59．9� 28．8�
711 クラウンスター �3黒鹿56 中井 裕二田島 政光氏 飯田 雄三 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444＋ 21：00．0クビ 39．9	
712 メイショウアカツキ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－ 21：00．1	 94．1

69 スーサンシーヴァー �3鹿 56 小牧 太林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 456－ 81：00．52� 271．6�
610 ルクスラピッド 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河�ルクス 小林 真也 日高 本間牧場 458－ 8 〃 クビ 38．4
22 メイショウモヒート 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 494－ 21：00．6� 159．0�
814 トーアレインボー 牝3鹿 54 国分 恭介高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 484－ 21：00．81 28．7�
57 エムズフラッシュ 牡3黒鹿56 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 440＋ 2 〃 クビ 8．6�
45 タケノマグナム 牡3栗 56 団野 大成小林毅圭也氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム B460－161：01．54 102．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，395，100円 複勝： 59，769，200円 枠連： 10，611，700円
馬連： 54，047，000円 馬単： 29，397，800円 ワイド： 56，819，600円
3連複： 85，066，100円 3連単： 112，583，100円 計： 447，689，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（4－5） 290円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 360円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 393951 的中 � 176284（1番人気）
複勝票数 計 597692 的中 � 253487（1番人気）� 94816（2番人気）� 49334（3番人気）
枠連票数 計 106117 的中 （4－5） 27444（1番人気）
馬連票数 計 540470 的中 �� 102276（1番人気）
馬単票数 計 293978 的中 �� 36824（1番人気）
ワイド票数 計 568196 的中 �� 101280（1番人気）�� 36110（3番人気）�� 23294（5番人気）
3連複票数 計 850661 的中 ��� 57267（2番人気）
3連単票数 計1125831 的中 ��� 31618（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．1―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーウィズフェイス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Monarchos デビュー 2021．6．5 中京7着

2019．4．12生 牝3鹿 母 ココロノスポーツ 母母 Summer Wildfire 6戦1勝 賞金 10，600，000円
※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） 3頭 グッドウッドガイ号・サンライズモストロ号・メイショウアポイ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウヤマジロ号

19016 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時35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
1：40．9
1：40．9

重
重

510 オースミリン 牝3栗 54 西村 淳也�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 444＋ 41：46．3 6．5�
48 ワイルドベティ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 416－ 81：46．61� 16．0�
23 リ ゴ レ ッ ト 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B430＋ 21：46．7� 10．9�
714 タガノヒモロギ 牝3鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 2 〃 ハナ 3．9�
611 クリニエールグラス 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 440－ 61：46．91� 14．2	
35 アンジュレイ 牝3鹿 54 北村 友一竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472－ 21：47．0クビ 9．6

36 シャウビンダー 牝3栗 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 412＋141：47．42� 4．4�
24 ヴァラダムドラー 牝3鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B516－101：47．5� 23．2�
59 ポジティブガール 牝3栗 54 和田 竜二平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 B448－ 81：48．13� 7．2
816 ヨリナホワイト 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 426－101：48．95 187．9�
612 レモンソフィア 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 492＋141：49．11� 74．5�
47 カンパニュール 牝3鹿 54 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 新ひだか 矢野牧場 B488± 01：49．2クビ 23．9�
815 ルージュディザイア 牝3栗 54 富田 暁 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458－121：49．3� 92．1�
713 スズカアーム 牝3鹿 54 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 480＋ 41：50．25 76．6�
11 カンタルーパ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋221：53．3大差 53．4�
12 アイリスハート 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 424＋121：55．3大差 165．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，684，500円 複勝： 65，551，600円 枠連： 16，347，600円
馬連： 64，832，700円 馬単： 26，796，000円 ワイド： 68，947，000円
3連複： 104，606，000円 3連単： 101，504，200円 計： 491，269，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 470円 � 410円 枠 連（4－5） 1，840円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，500円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 22，090円 3 連 単 ��� 109，830円

票 数

単勝票数 計 426845 的中 � 52467（3番人気）
複勝票数 計 655516 的中 � 82512（4番人気）� 33611（8番人気）� 39587（7番人気）
枠連票数 計 163476 的中 （4－5） 6861（9番人気）
馬連票数 計 648327 的中 �� 10987（19番人気）
馬単票数 計 267960 的中 �� 2546（33番人気）
ワイド票数 計 689470 的中 �� 16623（11番人気）�� 11850（20番人気）�� 5795（36番人気）
3連複票数 計1046060 的中 ��� 3551（74番人気）
3連単票数 計1015042 的中 ��� 670（388番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．8―13．3―12．4―12．4―12．9―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．6―42．9―55．3―1：07．7―1：20．6―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
1（3，11）（6，14）13（5，8）10，4（12，15）－（2，16）－（7，9）・（3，11）（6，14）（1，10）8（15，9）（13，4）5，12－（7，16）＝2

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

勝馬の
紹 介

オースミリン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．5 阪神5着

2019．3．15生 牝3栗 母 マルハチラブーム 母母 ホッコーオウカ 8戦1勝 賞金 8，240，000円
〔制裁〕 スズカアーム号の騎手森裕太朗は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンタルーパ号・アイリスハート号は，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エギーユ号



19017 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第5競走 1，800�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
1：46．9
1：44．5

良
良

66 アリスヴェリテ 牝2鹿 54 川田 将雅加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448 ―1：50．6 3．9�

22 トーホウガレオン 牡2鹿 54 福永 祐一東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 496 ―1：50．81 3．1�
（トーホウスティール）

88 カルンウェナン 牡2黒鹿54 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 浦河 オカモトファーム 502 ― 〃 クビ 16．3�
44 サトノクローク 牡2黒鹿54 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 浦河 辻 牧場 474 ―1：50．9クビ 3．6�
55 シャドウフューリー 牡2栗 54 西村 淳也飯塚 知一氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 458 ―1：51．0� 9．6�
33 ロジウムエポック 牡2鹿 54 富田 暁平沼 宣秀氏 四位 洋文 新冠 秋田牧場 476 ―1：51．11 36．5	
11 コパノハンプトン 牡2黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 490 ―1：51．2クビ 43．3

77 ミヤジシャルマン 牡2黒鹿54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 466 ― 〃 ハナ 7．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，221，000円 複勝： 37，009，300円 枠連： 発売なし
馬連： 53，246，300円 馬単： 27，890，500円 ワイド： 36，534，600円
3連複： 61，347，300円 3連単： 115，386，800円 計： 380，635，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 140円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 250円 �� 560円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 492210 的中 � 106296（3番人気）
複勝票数 計 370093 的中 � 81129（1番人気）� 74692（2番人気）� 27402（6番人気）
馬連票数 計 532463 的中 �� 75388（1番人気）
馬単票数 計 278905 的中 �� 18109（3番人気）
ワイド票数 計 365346 的中 �� 43659（1番人気）�� 15450（10番人気）�� 12395（11番人気）
3連複票数 計 613473 的中 ��� 22725（8番人気）
3連単票数 計1153868 的中 ��� 10359（28番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．7―12．6―12．4―12．5―12．1―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．6―50．2―1：02．6―1：15．1―1：27．2―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
1（5，8）4，6（3，2）7・（1，5，8）（4，6）（3，2）7

2
4
1（5，8）4，6（3，2）7・（1，5）8（4，6）3（7，2）

勝馬の
紹 介

アリスヴェリテ �

父 キ ズ ナ �


母父 Cozzene 初出走

2020．4．28生 牝2鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19018 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55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

66 ロンドンプラン 牡2鹿 54 松山 弘平下河辺隆行氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 508 ―1：08．2 4．2�
55 パラシュラーマ 牡2栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448 ―1：08．52 4．1�
88 ミカッテヨンデイイ 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈ニューマレコード� 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 402 ―1：08．6� 8．2�
89 キールロワイヤル 牡2鹿 54 団野 大成�G1レーシング 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 450 ―1：09．45 3．2�
77 シ ュ ハ リ 牡2黒鹿54 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 石田牧場 416 ―1：09．6� 10．0�
11 テイエムポピー 牝2黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 平取 二風谷ファーム 430 ―1：10．34 29．2	
33 タムロショウリュー 牡2栗 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 木戸口牧場 476 ―1：11．68 7．2

22 カシノラシット 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ柏木 務氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 454 ―1：12．34 70．3�
（8頭）

44 � ジャスパーティアラ 牝2鹿 54
52 △松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米

Chris Baccari,
Brad Stephens
& Breeze Easy

― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 50，804，900円 複勝： 36，560，300円 枠連： 6，532，200円
馬連： 50，554，600円 馬単： 25，792，700円 ワイド： 36，674，500円
3連複： 59，142，900円 3連単： 98，551，100円 計： 364，613，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 150円 � 220円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 380円 �� 740円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 差引計 508049（返還計 1262） 的中 � 100604（3番人気）
複勝票数 差引計 365603（返還計 662） 的中 � 71662（2番人気）� 67307（3番人気）� 36005（5番人気）
枠連票数 差引計 65322（返還計 456） 的中 （5－6） 5474（3番人気）
馬連票数 差引計 505546（返還計 3086） 的中 �� 42699（3番人気）
馬単票数 差引計 257927（返還計 1240） 的中 �� 11583（5番人気）
ワイド票数 差引計 366745（返還計 1879） 的中 �� 26079（3番人気）�� 12182（13番人気）�� 14339（11番人気）
3連複票数 差引計 591429（返還計 5529） 的中 ��� 18118（11番人気）
3連単票数 差引計 985511（返還計 9229） 的中 ��� 6834（43番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．0―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―33．7―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンドンプラン �

父 グレーターロンドン �


母父 ア フ リ ー ト 初出走

2020．3．4生 牡2鹿 母 パッションローズ 母母 マヤノクリオネ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ジャスパーティアラ号は，疾病〔四肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノラシット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月3日まで平地競走に

出走できない。



19019 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第7競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：40．9
1：40．9

重
重

56 サンライズグリット 牡4栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 458－ 21：45．0 3．9�
68 ニューダイアリーズ 牡3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 464＋ 21：45．1� 3．4�
11 エ ル バ リ オ 牡3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B516＋ 21：45．52� 5．0�
22 スマートビクター 牡3栗 54 高倉 稜大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 502± 01：45．71 55．5�
710 ニホンピロクリフ 牡4黒鹿57 森 裕太朗小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 480± 0 〃 クビ 12．7�
79 シゲルオトヒメ 牝3芦 52

49 ★永島まなみ森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 428＋ 21：45．91 41．3	
33 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈ライオンレースホース
 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 424－ 61：46．32� 7．6�
811� フ ロ イ ン グ 牡4鹿 57 小牧 太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 468＋ 21：46．4クビ 147．3�
812 ゼウスバイオ 牡3栗 54 秋山真一郎バイオ
 畑端 省吾 日高 中館牧場 498＋ 61：46．82� 31．9
67 ハギノメーテル 牝3黒鹿 52

50 △松本 大輝日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484± 01：47．01� 10．9�

44 エアフォースワン 牡3鹿 54 幸 英明藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 452－ 6 〃 クビ 8．9�
55 アンノウンウォリア 牡3黒鹿54 団野 大成�田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 466± 01：48．710 62．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，562，900円 複勝： 68，477，100円 枠連： 12，435，700円
馬連： 78，585，200円 馬単： 33，467，800円 ワイド： 76，084，000円
3連複： 126，105，700円 3連単： 139，923，600円 計： 582，642，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（5－6） 510円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 250円 �� 350円 �� 320円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 475629 的中 � 95672（2番人気）
複勝票数 計 684771 的中 � 113629（2番人気）� 143620（1番人気）� 112809（3番人気）
枠連票数 計 124357 的中 （5－6） 18673（1番人気）
馬連票数 計 785852 的中 �� 94631（1番人気）
馬単票数 計 334678 的中 �� 18369（2番人気）
ワイド票数 計 760840 的中 �� 82025（1番人気）�� 52396（3番人気）�� 58880（2番人気）
3連複票数 計1261057 的中 ��� 105485（1番人気）
3連単票数 計1399236 的中 ��� 18905（4番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―13．0―12．5―12．1―12．6―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．6―55．1―1：07．2―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズグリット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．12．13 阪神8着

2018．4．30生 牡4栗 母 テーオールネサンス 母母 ユーモレスク 14戦2勝 賞金 25，870，000円

19020 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：06．0
1：06．0

良
良

44 カフジテトラゴン 牝3鹿 52 富田 暁加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 448＋ 41：06．8 3．2�
22 ポメランチェ 牝3黒鹿 52

49 ★今村 聖奈 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 398± 01：07．12 6．2�
68 タムロキュラムン 牝3鹿 52 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 444－ 6 〃 ハナ 22．0�
812 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 52 和田 竜二�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424＋ 61：07．2� 8．7�
55 テイエムエメラルド 牝4黒鹿55 松山 弘平竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前川 勝春 456＋ 4 〃 アタマ 12．7	
11 ヴェールクレール 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 466－ 21：07．3� 4．2

79 ニューノーマル 牝3鹿 52

49 ▲角田 大河フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：07．4クビ 7．1�
33 オーガスタスカイ 牝3黒鹿52 西村 淳也林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486－ 61：07．5� 23．3�
811 ヴィルトゥオシタ 牝5鹿 55

53 △松本 大輝�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 450± 01：07．71� 11．8
67 プリモプレミオ 牝6黒鹿 55

53 △小沢 大仁堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 456－ 81：07．91� 193．5�
710 フライングバレル 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B468－ 41：08．75 54．2�
56 � ア ザ ル 牝4栗 55 藤岡 康太ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B434± 01：09．76 57．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，136，200円 複勝： 78，269，200円 枠連： 13，763，700円
馬連： 95，795，600円 馬単： 36，982，300円 ワイド： 79，081，700円
3連複： 134，463，200円 3連単： 151，590，100円 計： 644，082，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 250円 � 540円 枠 連（2－4） 1，270円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，140円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 26，950円

票 数

単勝票数 計 541362 的中 � 133018（1番人気）
複勝票数 計 782692 的中 � 160964（1番人気）� 79396（5番人気）� 29670（9番人気）
枠連票数 計 137637 的中 （2－4） 8392（6番人気）
馬連票数 計 957956 的中 �� 61346（2番人気）
馬単票数 計 369823 的中 �� 11581（6番人気）
ワイド票数 計 790817 的中 �� 39074（4番人気）�� 17517（14番人気）�� 11476（24番人気）
3連複票数 計1344632 的中 ��� 13739（28番人気）
3連単票数 計1515901 的中 ��� 4078（91番人気）

ハロンタイム 11．6―10．2―10．6―11．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．8―32．4―43．5―54．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフジテトラゴン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Dalakhani デビュー 2021．9．25 中京11着

2019．3．26生 牝3鹿 母 カフジジュエル 母母 マ ル ケ サ 9戦2勝 賞金 22，100，000円



19021 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第9競走 ��
��2，000�

く に さ き

国 東 特 別
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

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

22 ガイアフォース 牡3芦 54 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 490＋ 21：56．8レコード 1．4�
44 サクセスドレーク 牡3黒鹿54 藤岡 康太�タカシマ 野中 賢二 平取 坂東牧場 490－ 61：57．97 10．7�
33 ゼンノインヴォーク 牡3鹿 54 富田 暁大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 444± 01：58．22 12．6�
810 ミスターホワイト 牡3芦 54 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 506± 01：58．51� 8．1�
89 テーオーシリウス 牡4黒鹿57 西村 淳也小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B470＋121：58．6	 45．1�
55 サトノマジェスタ 牡4青鹿57 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482－ 81：58．81 108．4	
66 リュウセイグン 牡4栗 57 幸 英明二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 520＋101：59．12 171．8

77 アルファヒディ 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488－ 41：59．52	 6．3�
78 ジョーコモド 牡3青鹿54 服部 寿希上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 478－ 8 〃 ハナ 300．9
11 デュアルレインボー 牡3鹿 54 団野 大成近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 498＋ 62：00．35 17．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 61，462，100円 複勝： 201，188，400円 枠連： 14，544，000円
馬連： 85，845，800円 馬単： 57，085，800円 ワイド： 67，745，500円
3連複： 124，186，900円 3連単： 284，267，300円 計： 896，325，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（2－4） 590円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 200円 �� 220円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 3，010円

票 数

単勝票数 計 614621 的中 � 344512（1番人気）
複勝票数 計2011884 的中 � 1549801（1番人気）� 104386（2番人気）� 70012（5番人気）
枠連票数 計 145440 的中 （2－4） 18905（3番人気）
馬連票数 計 858458 的中 �� 123270（3番人気）
馬単票数 計 570858 的中 �� 69469（2番人気）
ワイド票数 計 677455 的中 �� 95139（2番人気）�� 84956（3番人気）�� 19973（8番人気）
3連複票数 計1241869 的中 ��� 76741（7番人気）
3連単票数 計2842673 的中 ��� 68455（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．1―11．7―11．5―11．7―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．9―34．2―46．3―58．0―1：09．5―1：21．2―1：33．0―1：44．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ガイアフォース �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．9．5 小倉2着

2019．2．21生 牡3芦 母 ナ タ ー レ 母母 ロージーチャーム 4戦2勝 賞金 23，112，000円

19022 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第10競走 ��1，700�西部スポニチ賞
発走15時00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
スポーツニッポン新聞社賞（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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

79 デ ィ パ ッ セ 牡3鹿 54 川田 将雅村上 稔氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 474－121：46．0 3．1�
812 ジョウショーリード 牝5黒鹿55 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 476－ 21：46．63� 10．8�
67 ミッキーヌチバナ 牡4鹿 57 太宰 啓介野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 536＋ 2 〃 クビ 3．7�
22 ラ ル フ 牡4栗 57 松山 弘平�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 478－ 61：46．7クビ 3．3�
44 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿55 団野 大成幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B440－101：46．91� 43．7�
55 イ グ ナ ー ツ 牡6鹿 57 富田 暁前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－101：47．43 37．6	
33 ラブスピール 牝5鹿 55 川須 栄彦増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 448＋101：47．5アタマ 63．7

811 テイエムラッシュ 牡5鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 496＋ 2 〃 ハナ 45．6�
56 スカーレットジンク 牡4芦 57 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 456－ 41：47．61 11．0
710 ハイパーノヴァ 	8栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 496＋ 41：48．23� 12．8�
68 イロエンピツ 牝4黒鹿55 幸 英明内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 460－20 〃 クビ 72．0�
11 ド ゥ リ ト ル 牡7黒鹿57 城戸 義政大林 一彦氏 村山 明 洞
湖 レイクヴィラファーム 488＋ 41：48．3クビ 254．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，753，800円 複勝： 59，122，500円 枠連： 17，073，200円
馬連： 105，708，800円 馬単： 47，632，500円 ワイド： 82，552，400円
3連複： 160，576，700円 3連単： 217，649，800円 計： 744，069，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 200円 � 140円 枠 連（7－8） 990円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 470円 �� 320円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 537538 的中 � 137081（1番人気）
複勝票数 計 591225 的中 � 99835（3番人気）� 63529（4番人気）� 123636（2番人気）
枠連票数 計 170732 的中 （7－8） 13280（4番人気）
馬連票数 計1057088 的中 �� 49119（5番人気）
馬単票数 計 476325 的中 �� 14477（8番人気）
ワイド票数 計 825524 的中 �� 43452（5番人気）�� 69559（3番人気）�� 44136（4番人気）
3連複票数 計1605767 的中 ��� 66738（4番人気）
3連単票数 計2176498 的中 ��� 18733（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．9―31．5―44．4―56．8―1：09．2―1：21．5―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ィ パ ッ セ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2021．9．26 中京5着

2019．4．29生 牡3鹿 母 ワレンダラッド 母母 マルゼンラッド 9戦3勝 賞金 30，830，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



19023 7月3日 曇 良 （4小倉3） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第58回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，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

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

35 テイエムスパーダ 牝3芦 48 今村 聖奈竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 486－ 21：05．8レコード 5．0�
48 タイセイビジョン 牡5栗 57 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：06．43� 5．7�
12 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿49 藤懸 貴志岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 436± 01：06．5� 3．9�
612 スマートリアン 牝5鹿 53 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476－ 21：06．71� 6．5�
510 メイショウチタン 牡5黒鹿54 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 470＋ 41：06．8	 97．7�
59 ロードベイリーフ 牡5黒鹿54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 478－101：06．9アタマ 28．2	
815 ス テ ィ ク ス 牝4鹿 52 幸 英明 
シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 アタマ 10．2�
714 タマモティータイム 牝5鹿 50 国分 恭介タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B474＋ 8 〃 アタマ 49．3�
611 カ リ ボ ー ル 牡6鹿 54 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496± 01：07．0	 20．7
816 アンコールプリュ 牝7黒鹿53 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 21：07．1クビ 73．3�
36 メイショウケイメイ 牝6鹿 51 小沢 大仁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 438＋ 41：07．2	 191．8�
817
 ファストフォース 牡6黒鹿56 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B508－141：07．41� 6．0�
11 レインボーフラッグ 牡9鹿 53 国分 優作 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 456－ 41：07．5� 230．5�
24 シホノレジーナ 牝5栗 49 角田 大河村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 498－ 81：07．82 126．8�
47 スナークスター �6鹿 52 富田 暁杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 460－ 61：07．9	 277．9�
23 レ ジ ェ ー ロ 牝5黒鹿54 団野 大成山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 422＋ 41：08．43 29．1�
713 モントライゼ 牡4鹿 55 北村 友一 
キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：09．14 37．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 266，858，600円 複勝： 314，027，800円 枠連： 126，042，700円
馬連： 723，050，400円 馬単： 244，927，300円 ワイド： 523，647，600円
3連複： 1，438，708，100円 3連単： 1，551，458，500円 計： 5，188，721，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 170円 � 160円 枠 連（3－4） 1，750円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 680円 �� 480円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 12，160円

票 数

単勝票数 計2668586 的中 � 418959（2番人気）
複勝票数 計3140278 的中 � 414824（3番人気）� 472403（2番人気）� 541780（1番人気）
枠連票数 計1260427 的中 （3－4） 55529（10番人気）
馬連票数 計7230504 的中 �� 316480（6番人気）
馬単票数 計2449273 的中 �� 57933（9番人気）
ワイド票数 計5236476 的中 �� 193211（8番人気）�� 285047（1番人気）�� 245261（2番人気）
3連複票数 計14387081 的中 ��� 464178（1番人気）
3連単票数 計15514585 的中 ��� 92439（11番人気）

ハロンタイム 11．4―10．0―10．4―10．9―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．4―21．4―31．8―42．7―53．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F34．0
3 5，15（2，17）（1，3，13）（10，14）4（9，11，16）8，12，6，7 4 5－15，2（1，3，17，14）（9，13，10）4（8，11，16）（6，12）－7

勝馬の
紹 介

テイエムスパーダ �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2021．7．11 小倉1着

2019．4．25生 牝3芦 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 7戦4勝 賞金 81，047，000円
〔発走状況〕 ファストフォース号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻6分遅延。

19024 7月3日 晴 良 （4小倉3） 第2日 第12競走 1，700�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 7，700，000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
1：40．9
1：40．9

重
重

813 キングズソード 牡3鹿 54
50 ★今村 聖奈 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 498± 01：45．4 2．2�
45 ケイアイメビウス 牡3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 B504－ 11：46．14 15．7�
812� ロードドミニオン �5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 畑端 省吾 新ひだか タイヘイ牧場 438± 01：46．41� 10．1�
68 ミキノプリンス 牡3鹿 54 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 478－ 2 〃 ハナ 61．2�
44 サムハンター 牡4栗 57 横山 典弘�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 488＋121：46．61� 13．3�
711 ウインアウォード 牡3栗 54

51 ▲角田 大河�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 522＋ 8 〃 クビ 7．0	
56 エ グ モ ン ト 牝3黒鹿 52

50 △小沢 大仁 KAJIMOTOホー
ルディングス� 中村 直也 日高 前川 義則 514－ 21：47．23� 8．4


22 ノーブルキャニオン 牡4鹿 57 	島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B480＋10 〃 アタマ 125．3�
710 テイエムシニスター 牡3栗 54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 472－ 81：47．83� 18．0�
33 � ヴィジャーヤ �4鹿 57 城戸 義政広尾レース� 奥村 豊 浦河 桑田牧場 456＋ 21：48．01 43．1
57 � ヴィオマージュ 牡4鹿 57 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：48．1クビ 32．0�
11 � キクノクライフ 牡4鹿 57

55 △松本 大輝菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 498－ 21：48．74 45．0�
69 ア フ ァ ン 牝3栗 52 幸 英明合同会社雅苑興業 平田 修 新冠 森永 聡 490－101：53．0大差 6．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 74，573，200円 複勝： 74，231，800円 枠連： 34，268，200円
馬連： 152，146，800円 馬単： 64，578，100円 ワイド： 119，292，800円
3連複： 259，601，200円 3連単： 323，947，800円 計： 1，102，639，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 340円 � 240円 枠 連（4－8） 800円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 820円 �� 370円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 14，360円

票 数

単勝票数 計 745732 的中 � 265075（1番人気）
複勝票数 計 742318 的中 � 165891（1番人気）� 46322（7番人気）� 73144（3番人気）
枠連票数 計 342682 的中 （4－8） 32877（3番人気）
馬連票数 計1521468 的中 �� 60518（7番人気）
馬単票数 計 645781 的中 �� 18295（9番人気）
ワイド票数 計1192928 的中 �� 36540（7番人気）�� 90877（2番人気）�� 12441（31番人気）
3連複票数 計2596012 的中 ��� 40718（14番人気）
3連単票数 計3239478 的中 ��� 16349（33番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．0―12．4―12．2―12．0―12．8―13．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．8―42．2―54．4―1：06．4―1：19．2―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．0
1
3
・（5，6）8，1（12，9）10，13－（3，11）2－7－4
5（6，8）－（12，10）13，1，3，9（2，11）－4，7

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

勝馬の
紹 介

キングズソード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．1．10 中山1着

2019．4．4生 牡3鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 4戦2勝 賞金 13，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アファン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月3日まで平地競走に出走

できない。

４レース目



（4小倉3）第2日 7月3日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 146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

241，980，000円
3，020，000円
25，980，000円
1，610，000円
28，820，000円
65，001，000円
4，776，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
806，354，300円
1，112，853，300円
262，942，200円
1，548，274，500円
649，529，300円
1，224，764，300円
2，692，510，600円
3，331，668，500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 11，628，897，000円

総入場人員 9，709名 （有料入場人員 9，172名）
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