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19025 7月9日 晴 重 （4小倉3） 第3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

810 タガノペルマネンテ 牝5黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446－123：07．4 4．1�

77 メイショウアツイタ 牡4黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル B486－103：10．0大差 6．1�
33 スーパーフェイバー 牡4黒鹿60 小野寺祐太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 83：10．2� 3．9�
44 � アスタースウィング 牡8栗 60 白浜 雄造加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 524± 03：13．0大差 11．9�
11 アマネセール �6青鹿60 森 一馬 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 484＋ 43：14．59 3．6	
78 ラマルセイエーズ 牝4鹿 58 大庭 和弥岡田 牧雄氏 堀内 岳志 新冠 タニグチ牧場 478－123：16．5大差 18．3

22 スワーヴドン 牡5鹿 60 西谷 誠�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 498＋ 23：16．92	 13．4�
66 ゼンノジャスタ 牡5黒鹿60 中村 将之大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 458－ 23：18．07 17．1�
55 モーニングアヤメ 牝4栗 58 伴 啓太今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 446－ 4 （競走中止） 26．7
89 アンブローニュ �5鹿 60 大江原 圭 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 474－16 （競走中止） 90．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 17，921，300円 複勝： 21，829，800円 枠連： 6，102，600円
馬連： 32，653，600円 馬単： 17，147，600円 ワイド： 27，325，100円
3連複： 55，821，200円 3連単： 70，509，100円 計： 249，310，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 150円 � 140円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 300円 �� 220円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 179213 的中 � 34954（3番人気）
複勝票数 計 218298 的中 � 41013（1番人気）� 35597（4番人気）� 40767（2番人気）
枠連票数 計 61026 的中 （7－8） 6212（2番人気）
馬連票数 計 326536 的中 �� 26565（2番人気）
馬単票数 計 171476 的中 �� 6533（3番人気）
ワイド票数 計 273251 的中 �� 22789（2番人気）�� 34930（1番人気）�� 18391（3番人気）
3連複票数 計 558212 的中 ��� 39397（1番人気）
3連単票数 計 705091 的中 ��� 10626（2番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 52．3－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノペルマネンテ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．1．5 京都7着

2017．3．12生 牝5黒鹿 母 タガノラヴキセキ 母母 タガノシャルマン 障害：5戦1勝 賞金 9，890，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 アンブローニュ号は，1周目1コーナーで転倒したため競走中止。

モーニングアヤメ号は，2周目1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

19026 7月9日 晴 重 （4小倉3） 第3日 第2競走 ��1，800�2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
1：46．9
1：44．5

良
良

44 マイネルカーライル 牡2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 41：48．8 4．2�

11 リヤンドメテオール 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 460－ 41：49．01� 2．2�
55 リ コ ッ チ 牝2鹿 54 富田 暁谷川 昭雄氏 四位 洋文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：49．74 31．1�
33 ガルヴァナイズ 牡2鹿 54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 クビ 2．5�
66 ベッピンサン 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 488＋ 21：49．91� 11．9	

22 シンドバッド 牡2鹿 54 岩田 望来 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 浦河 ディアレスト

クラブ 464－ 21：51．510 67．1

（6頭）

売 得 金
単勝： 38，796，500円 複勝： 28，410，900円 枠連： 発売なし
馬連： 31，445，300円 馬単： 22，811，000円 ワイド： 18，982，300円
3連複： 37，436，400円 3連単： 119，922，100円 計： 297，804，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 210円 �� 690円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 8，290円

票 数

単勝票数 計 387965 的中 � 77125（3番人気）
複勝票数 計 284109 的中 � 54420（3番人気）� 91004（2番人気）
馬連票数 計 314453 的中 �� 48964（3番人気）
馬単票数 計 228110 的中 �� 16816（6番人気）
ワイド票数 計 189823 的中 �� 27094（3番人気）�� 6120（9番人気）�� 10824（6番人気）
3連複票数 計 374364 的中 ��� 13576（7番人気）
3連単票数 計1199221 的中 ��� 10481（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．5―50．3―1：02．2―1：14．6―1：26．3―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．2
1
3
4，1（2，3）（5，6）
4，1，3（2，6）5

2
4
4－1－3，2（5，6）
4，1，3（2，5，6）

勝馬の
紹 介

マイネルカーライル �
�
父 Bayern �

�
母父 Agnes Gold デビュー 2022．6．11 中京4着

2020．4．28生 牡2鹿 母 サイレンスイズゴールド 母母 Olympic Firstclass 3戦1勝 賞金 7，080，000円

第３回 小倉競馬 第３日



19027 7月9日 晴 不良 （4小倉3） 第3日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

69 ヤマタカフェイス 牡3青鹿56 国分 優作 STレーシング 辻野 泰之 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋ 2 57．8 17．5�
712 クリーンジーニアス 牝3鹿 54 西村 淳也石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 452＋ 6 〃 クビ 1．2�
814 フィオリーカズマ �3鹿 56

54 △松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 466－ 2 58．01� 30．4�
610 ジュエリークラフト 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 B486＋ 4 〃 ハナ 10．7�
711 グッドウッドガイ 牡3栗 56 中井 裕二栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 500－ 4 58．21 14．6�
58 イレギュラー 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心副島 義久氏 北出 成人 様似 小田牧場 440＋ 4 58．94 35．1�
22 アイファームーラン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 442－ 2 59．0� 98．6	
813 エ ル メ ニ ア 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B444－ 6 〃 アタマ 17．2�
57 ポスキアーヴォ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ会田 浩史氏 高橋 康之 日高 奥山 博 404＋ 4 59．31� 45．4�
34 ウォーターアイアイ 牝3鹿 54 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B430－ 1 59．51� 38．5
46 ライブリスマイル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河加藤 哲郎氏 森田 直行 宮城 早坂牧場 456－141：00．13� 157．8�
33 カ マ ン ザ 牡3栗 56 城戸 義政幅田 昌伸氏 杉山 佳明 日高 サンバマウン

テンファーム 472－101：00．84 237．9�
45 ウイングボルドー 牝3鹿 54 富田 暁池田 實氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 488－ 21：01．65 310．5�
11 ヒエラポリス �3栗 56 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482 ―1：09．3大差 106．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，314，300円 複勝： 126，916，100円 枠連： 11，387，300円
馬連： 39，987，800円 馬単： 30，034，400円 ワイド： 42，933，400円
3連複： 70，625，500円 3連単： 113，059，300円 計： 473，258，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 240円 � 100円 � 340円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，610円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 31，570円

票 数

単勝票数 計 383143 的中 � 17430（5番人気）
複勝票数 計1269161 的中 � 28906（5番人気）� 1038339（1番人気）� 18718（6番人気）
枠連票数 計 113873 的中 （6－7） 28946（1番人気）
馬連票数 計 399878 的中 �� 42913（3番人気）
馬単票数 計 300344 的中 �� 7177（11番人気）
ワイド票数 計 429334 的中 �� 31705（4番人気）�� 3780（26番人気）�� 21979（6番人気）
3連複票数 計 706255 的中 ��� 16286（13番人気）
3連単票数 計1130593 的中 ��� 2596（99番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．7―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F35．0
3 ・（10，12）（7，13，14）9－11（2，3）6，8－4－5＝1 4 ・（10，12）（7，9，14）13，11，2，3，8，6－4－5＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤマタカフェイス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．6．12 中京7着

2019．2．13生 牡3青鹿 母 ピアンピアーノ 母母 リキオリンピア 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒエラポリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月9日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ポスキアーヴォ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月9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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンライズモストロ号・ニホンピロペリー号
（非抽選馬） 3頭 ウイングブラボー号・サンライズタイタン号・メイショウヤマジロ号

19028 7月9日 晴 重 （4小倉3） 第3日 第4競走 ��3，390�障害3歳以上オープン
発走11時35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3：40．0良

55 サトノパシュート 牡5黒鹿60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 472－103：44．9 5．1�
66 スズカフロンティア 牡8鹿 61 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 432－163：45．22 1．7�
22 キ ー パ ン チ 牡5鹿 60 田村 太雅北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 464－ 43：45．41� 5．5�
11 � マイネルプロンプト �10黒鹿 65

62 ▲小牧加矢太岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 23：46．46 4．8�
44 ビルジキール 牡6黒鹿60 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 492－103：47．14 23．9�
33 インビジブルレイズ 牡8鹿 60 難波 剛健 	シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 474－123：51．5大差 17．1


（6頭）

売 得 金
単勝： 26，519，600円 複勝： 16，299，300円 枠連： 発売なし
馬連： 24，482，400円 馬単： 17，753，600円 ワイド： 17，952，100円
3連複： 28，569，900円 3連単： 92，037，300円 計： 223，614，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 180円 �� 300円 �� 170円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 3，200円

票 数

単勝票数 計 265196 的中 � 41272（3番人気）
複勝票数 計 162993 的中 � 30861（2番人気）� 58262（1番人気）
馬連票数 計 244824 的中 �� 52402（1番人気）
馬単票数 計 177536 的中 �� 11491（4番人気）
ワイド票数 計 179521 的中 �� 27534（2番人気）�� 12209（5番人気）�� 30473（1番人気）
3連複票数 計 285699 的中 ��� 42703（2番人気）
3連単票数 計 920373 的中 ��� 20840（8番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 51．8－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

�
�
6，1－4（5，2）＝3
6（5，1）2－4＝3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノパシュート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．10．6 京都5着

2017．2．15生 牡5黒鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 障害：8戦2勝 賞金 28，000，000円



19029 7月9日 晴 稍重 （4小倉3） 第3日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

33 タマモブラックタイ 牡2鹿 54
51 ▲角田 大河タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 516 ―1：09．0 14．3�

66 ネ イ キ ッ ド 牡2青鹿54 川田 将雅前田 晋二氏 宮本 博 浦河 宮内牧場 458 ― 〃 クビ 2．5�
77 ニシノトキメキ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 新ひだか 田上 徹 478 ―1：09．21� 12．5�
44 トーホウダリンシア 牝2栗 54 福永 祐一東豊物産� 石坂 公一 千歳 社台ファーム 420 ―1：09．4� 6．4�
11 ストリンジェンド 牡2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：09．82� 4．8	
55 キャビネットバトル 牡2鹿 54 長岡 禎仁琴浦 諒氏 杉山 佳明 新ひだか チャンピオンズファーム 424 ―1：10．01� 63．5

89 ア ル ル カ ン 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈 �カナヤマホール
ディングス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：10．31� 4．4�

810 ナイツオブラウンド 牡2鹿 54 藤岡 康太フィールドレーシング 小崎 憲 新冠 村上 欽哉 444 ―1：11．25 52．7�
78 テイエムアタック 牡2栗 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 438 ―1：11．62� 127．5
22 ダンツセリカ 牡2栗 54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新冠 村上 欽哉 466 ―1：14．1大差 29．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，400，700円 複勝： 43，355，500円 枠連： 6，280，000円
馬連： 50，774，100円 馬単： 26，808，400円 ワイド： 39，271，000円
3連複： 65，134，100円 3連単： 94，972，000円 計： 374，995，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 270円 � 130円 � 250円 枠 連（3－6） 1，810円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，160円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 26，000円

票 数

単勝票数 計 484007 的中 � 28565（6番人気）
複勝票数 計 433555 的中 � 34023（6番人気）� 117886（1番人気）� 36957（5番人気）
枠連票数 計 62800 的中 （3－6） 2683（9番人気）
馬連票数 計 507741 的中 �� 19901（9番人気）
馬単票数 計 268084 的中 �� 3705（23番人気）
ワイド票数 計 392710 的中 �� 17806（8番人気）�� 8211（16番人気）�� 20523（7番人気）
3連複票数 計 651341 的中 ��� 13363（15番人気）
3連単票数 計 949720 的中 ��� 2648（101番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．5―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモブラックタイ �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ブラックタイド 初出走

2020．4．20生 牡2鹿 母 タマモイヤリング 母母 タマモピアス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツセリカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月9日まで平地競走に

出走できない。

19030 7月9日 晴 稍重 （4小倉3） 第3日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：56．8
1：56．1

良
良

12 エピプランセス 牝3栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：59．0 3．1�
611 ルージュラジョア 牝3黒鹿54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 3．2�
816 ライトストリーム 牝3黒鹿54 西村 淳也 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：59．63� 241．2�
612 モンサンプリーモ 牝3青 54 岩田 望来山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 476－10 〃 アタマ 6．4�
11 イヴィステラ 牝3黒鹿54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：59．7� 3．9	
59 セルフエスティーム 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ
ファーム 452＋101：59．91 15．0


47 ベガエクスプレス 牝3黒鹿54 中井 裕二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 424－ 22：00．11� 119．0�
24 タイニープライド 牝3鹿 54 加藤 祥太富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B438－ 82：00．2� 33．9�
35 フォルツァモンド 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大河永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 392－ 62：00．3クビ 108．4
36 ブロセリアンド 牝3黒鹿54 荻野 極 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464－142：00．51� 26．9�
23 エイシントゥワイス 牝3鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 426－ 22：00．71� 161．4�
818 クリノフラッグ 牝3鹿 54 松若 風馬栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 B444－10 〃 アタマ 128．8�
713 スマイルカット 牝3栗 54

50 ★永島まなみ長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 386－ 4 〃 アタマ 196．6�
715 トウシンハナ 牝3栗 54 和田 竜二�サトー 村山 明 新ひだか 服部 牧場 424± 02：01．12� 241．2�
510 インアスピン 牝3栗 54

52 △小沢 大仁�フクキタル 四位 洋文 新冠 パカパカ
ファーム 488－ 62：01．63 75．4�

817 ルックスファミリア 牝3黒鹿 54
52 △松本 大輝吉田 和美氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 394± 02：04．2大差 231．2�

714 バイラプリンセッサ 牝3鹿 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 472－ 82：05．910 368．0�
48 ベラコリーダ 牝3鹿 54 団野 大成名古屋友豊� 斉藤 崇史 新冠 新冠橋本牧場 448－ 82：06．01 50．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，206，500円 複勝： 49，499，400円 枠連： 17，410，700円
馬連： 59，776，900円 馬単： 27，017，900円 ワイド： 54，916，900円
3連複： 88，806，200円 3連単： 101，085，300円 計： 438，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 2，870円 枠 連（1－6） 230円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 250円 �� 9，340円 �� 11，210円

3 連 複 ��� 35，650円 3 連 単 ��� 118，200円

票 数

単勝票数 計 402065 的中 � 102353（1番人気）
複勝票数 計 494994 的中 � 111005（1番人気）� 104872（2番人気）� 2641（17番人気）
枠連票数 計 174107 的中 （1－6） 58303（1番人気）
馬連票数 計 597769 的中 �� 96885（1番人気）
馬単票数 計 270179 的中 �� 22077（1番人気）
ワイド票数 計 549169 的中 �� 69317（1番人気）�� 1331（57番人気）�� 1107（61番人気）
3連複票数 計 888062 的中 ��� 1868（77番人気）
3連単票数 計1010853 的中 ��� 620（269番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．7―34．2―46．7―59．0―1：11．0―1：23．3―1：35．4―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3

12（4，8）（2，10）（11，13）（1，9，18）16，5－（7，14）－6（3，15）17
12，4，2（11，15）10（16，1，8，13）（7，9，18）（5，6）3，17＝14

2
4
12，4，8（2，10）11，13（1，9）18，16，5，7，15（14，6）－3，17
12，2－（4，11）16（1，15）（7，13）10，9（18，6）－（3，5）－8，17＝14

勝馬の
紹 介

エピプランセス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．11．21 阪神3着

2019．4．26生 牝3栗 母 サングレアル 母母 ビ ワ ハ イ ジ 5戦1勝 賞金 11，620，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルックスファミリア号・ベラコリーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月

9日まで平地競走に出走できない。
バイラプリンセッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月9日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 スマイルカット号・トウシンハナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月9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） 2頭 クロミツ号・メイショウカミヨシ号



19031 7月9日 晴 良 （4小倉3） 第3日 第7競走 1，200�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：05．8
1：05．8

良
良

611 ヤマニンアンフィル 牝3青鹿 54
50 ★今村 聖奈土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 452－ 61：08．0 5．6�

24 メイショウソラフネ 牡3黒鹿 56
53 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 442＋ 21：08．21� 2．7�

35 ミ キ ネ ス 牝3青鹿54 松若 風馬�三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 458－ 21：08．51� 29．8�
36 ホワールウィンド 牡3黒鹿 56

54 △松本 大輝寺田 寿男氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464＋ 4 〃 クビ 32．3�

48 タガノタンゴ 牡3栗 56 岩田 望来八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 438＋ 21：08．7� 6．4�

47 ムーンガーデン 牡3鹿 56 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 B460－ 4 〃 クビ 7．6	
715 エイシングラール 牝3芦 54 富田 暁
栄進堂 今野 貞一 新ひだか 木田牧場 454 ―1：08．8アタマ 57．6�
510 アスターデカゴン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 476－101：08．9� 117．4�
714 カワキタオルゴ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼川島 和範氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 482－ 61：09．11� 39．3
713 ヒロシゲダンディ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心
コスモ・コスモ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 486－ 61：09．31� 4．6�
11 ツ ー ボ ン ド 牝3鹿 54 秋山真一郎大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：09．51� 76．4�
818 メイショウサキガケ 牡3鹿 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 448＋ 61：09．92 82．8�
816 スカイストーリー 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁水上ふじ子氏 今野 貞一 浦河 笠松牧場 478 ―1：10．0� 257．5�
12 キ ン プ ウ 牝3鹿 54 長岡 禎仁阿部東亜子氏 高橋 康之 新ひだか 今 牧場 460 ―1：10．21� 208．7�
612 アンナアラジン 牝3黒鹿54 幸 英明橋本 浩氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 408－ 21：10．3� 73．6�
817 ウォーターパンドラ 牝3鹿 54 荻野 極山岡 正人氏 石橋 守 新ひだか 佐竹 学 446＋121：10．51 110．5�
59 エ ル ド ラ ゴ �3鹿 56 岡田 祥嗣
ラ・メール 安田 隆行 新冠 松浦牧場 B462 ―1：10．71� 42．1�
23 クイーンアント 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ 
ゴールドアップ・
カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 396－ 41：13．3大差 138．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，698，700円 複勝： 53，602，100円 枠連： 15，569，400円
馬連： 59，842，500円 馬単： 26，276，600円 ワイド： 59，690，000円
3連複： 94，269，400円 3連単： 95，779，800円 計： 442，728，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 150円 � 530円 枠 連（2－6） 670円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，680円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 18，540円

票 数

単勝票数 計 376987 的中 � 53833（3番人気）
複勝票数 計 536021 的中 � 66509（5番人気）� 118847（1番人気）� 19561（6番人気）
枠連票数 計 155694 的中 （2－6） 17994（2番人気）
馬連票数 計 598425 的中 �� 53393（3番人気）
馬単票数 計 262766 的中 �� 10052（6番人気）
ワイド票数 計 596900 的中 �� 41719（3番人気）�� 8538（15番人気）�� 15079（11番人気）
3連複票数 計 942694 的中 ��� 16111（11番人気）
3連単票数 計 957798 的中 ��� 3745（45番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―44．8―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 6（13，11）（14，12）5（9，7）4（15，18）1，10，8，3（2，16，17） 4 ・（6，11）13（4，14，5）（7，12）15（10，18）1（9，8）－（2，16）（3，17）

勝馬の
紹 介

ヤマニンアンフィル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．4．16 阪神10着

2019．5．14生 牝3青鹿 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンアント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月9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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソングフォーユー号
（非抽選馬） 5頭 インペリアス号・ジュマピリクー号・ジーツーガッキー号・スオウオオシマ号・ベルシャンテ号

19032 7月9日 晴 重 （4小倉3） 第3日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000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

12 タガノクリステル 牝3黒鹿52 松山 弘平八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B474－ 41：44．3 5．6�

815 マテンロウルビー 牝4鹿 55 北村 友一寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 446－ 21：44．72� 55．3�
612 タガノカンデラ 牝3栗 52 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 8 〃 クビ 68．7�
36 ルクスレガート 牝3芦 52

50 △小沢 大仁�ルクス 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 424－ 41：44．8クビ 21．6�
510 ウォーターウキウキ 牝5青鹿55 松若 風馬山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B468＋ 21：45．54 20．0�
816 イッツユアタイム 牝4鹿 55

51 ★今村 聖奈 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 81：46．13� 6．4	
24 アイスヴィスタ 牝5芦 55

52 ▲角田 大河村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478－ 4 〃 クビ 15．6

713 クリノニキータ 牝5鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 466－201：46．2� 34．3�
23 パレドジュスティス 牝4芦 55

54 ☆亀田 温心 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B454＋101：46．41� 129．6
35 アキュートガール 牝3鹿 52

49 ★永島まなみ山口 敦広氏 高橋 義忠 新ひだか 城地牧場 452＋101：46．82 75．7�
11 フォレクラフト 牝3青鹿52 団野 大成林 正道氏 四位 洋文 日高 藤本ファーム 468－ 2 〃 ハナ 77．2�
714 グレナデンシロップ 牝3黒鹿 52

50 △松本 大輝吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 422－141：46．9� 165．9�
47 トーホウジュナール 牝4青鹿55 岩田 望来東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 486＋141：47．0� 23．2�
59 エトワールジェンヌ 牝3鹿 52 西村 淳也福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 496＋121：47．32 10．4�
48 ネ イ ト 牝3栗 52 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 418－ 21：48．910 10．3�
611 ローラスノビリス 牝3鹿 52 福永 祐一 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 470＋101：50．8大差 2．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，294，800円 複勝： 66，345，500円 枠連： 14，703，300円
馬連： 74，990，300円 馬単： 34，377，700円 ワイド： 76，371，900円
3連複： 129，537，400円 3連単： 139，402，000円 計： 586，022，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 970円 � 1，320円 枠 連（1－8） 2，160円

馬 連 �� 15，720円 馬 単 �� 29，000円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 4，050円 �� 20，290円

3 連 複 ��� 117，050円 3 連 単 ��� 443，270円

票 数

単勝票数 計 502948 的中 � 71242（2番人気）
複勝票数 計 663455 的中 � 107539（2番人気）� 15678（11番人気）� 11295（13番人気）
枠連票数 計 147033 的中 （1－8） 5269（9番人気）
馬連票数 計 749903 的中 �� 3695（43番人気）
馬単票数 計 343777 的中 �� 889（81番人気）
ワイド票数 計 763719 的中 �� 6495（37番人気）�� 4881（46番人気）�� 960（98番人気）
3連複票数 計1295374 的中 ��� 830（257番人気）
3連単票数 計1394020 的中 ��� 228（1109番人気）

ハロンタイム 6．9―10．4―11．3―12．3―12．4―12．5―12．7―13．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．3―28．6―40．9―53．3―1：05．8―1：18．5―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノクリステル �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．8．14 小倉12着

2019．4．14生 牝3黒鹿 母 タガノキャンドル 母母 ブゼンキャンドル 10戦2勝 賞金 17，600，000円
〔制裁〕 タガノクリステル号の騎手松山弘平は，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過怠

金50，000円。（被害馬：6番）
〔その他〕 ローラスノビリス号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 サウザンドスマイル号
（非抽選馬） 1頭 メイショウキートス号



19033 7月9日 晴 良 （4小倉3） 第3日 第9競走 1，800�マカオジョッキークラブトロフィー
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
マカオジョッキークラブ賞（1着）

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

67 ヴァモスロード 牡3栗 54 幸 英明久保 博文氏 西園 正都 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－ 41：46．1 2．9�
810 マテンロウスカイ 牡3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：46．31� 2．1�
79 アウサンガテ 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B446＋101：46．83 13．4�
11 アメイジングタイム 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 442－ 21：46．9� 42．9�
811 ヴェールランス 牡3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436－ 41：47．0クビ 4．9	
33 カレンマックナイト 牡3黒鹿54 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：47．1� 92．5

78 グルーヴビート 牡4鹿 57 岩田 望来 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 81：47．31� 30．9�
55 サトノスカイターフ 牡4鹿 57 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 19．9�
22 タガノバルコス 牡3鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 61：48．15 42．9
44 ヒ ロ シ ク ン �3芦 54 和田 竜二瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 01：48．52 53．7�
（10頭）

66 	 プリティユニバンス 牝5黒鹿55 西村 淳也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 458＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 57，995，600円 複勝： 69，264，700円 枠連： 15，265，300円
馬連： 83，214，500円 馬単： 41，896，500円 ワイド： 73，201，900円
3連複： 136，486，400円 3連単： 191，903，900円 計： 669，228，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 200円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 150円 �� 520円 �� 390円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 差引計 579956（返還計 1852） 的中 � 156855（2番人気）
複勝票数 差引計 692647（返還計 3497） 的中 � 147902（2番人気）� 259141（1番人気）� 51473（4番人気）
枠連票数 差引計 152653（返還計 494） 的中 （6－8） 48205（1番人気）
馬連票数 差引計 832145（返還計 9683） 的中 �� 217658（1番人気）
馬単票数 差引計 418965（返還計 4456） 的中 �� 46922（2番人気）
ワイド票数 差引計 732019（返還計 11676） 的中 �� 158550（1番人気）�� 29003（6番人気）�� 41146（4番人気）
3連複票数 差引計1364864（返還計 32010） 的中 ��� 107341（2番人気）
3連単票数 差引計1919039（返還計 41805） 的中 ��� 39865（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．9―11．7―11．7―11．9―12．0―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．2―47．9―59．6―1：11．5―1：23．5―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァモスロード �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．3．27 阪神3着

2019．4．1生 牡3栗 母 スターシンフォニー 母母 クイックリトルミス 4戦2勝 賞金 17，459，000円
〔競走除外〕 プリティユニバンス号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

19034 7月9日 晴 重 （4小倉3） 第3日 第10競走 ��
��1，700�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

33 アラジンバローズ �5鹿 57 西村 淳也猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 476－ 61：42．7 4．9�
22 ト ウ セ ツ 牡3芦 54 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：42．91	 2．3�
68 タイキドミニオン 牡4鹿 57 川田 将雅�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B526＋ 21：43．43 4．0�
55 
 フェブタイズ 牡6鹿 57 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 522＋ 21：43．72 37．8�
811
 ゼンノミチザネ 牡4鹿 57 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 458＋ 81：43．91	 15．4�
79 モンサンイルベント 牡5鹿 57 北村 友一山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 496－ 41：44．0クビ 72．2	
710 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 508－101：44．1� 46．6

812 ヒミノフラッシュ 牡4黒鹿57 福永 祐一佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 536－ 21：44．31� 13．0�
44 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 岩田 望来森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 41：44．51	 8．5�
11 
 オーバーリミット 牡5鹿 57 松本 大輝 吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 506－ 61：45．45 138．7�
56 ドルチェリア �9鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 500－ 41：45．5クビ 87．6�
67 レッドレビン �5鹿 57 富田 暁 東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B488－141：46．03 31．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，667，600円 複勝： 74，054，300円 枠連： 18，915，300円
馬連： 108，568，700円 馬単： 43，404，800円 ワイド： 86，171，600円
3連複： 161，106，700円 3連単： 200，149，200円 計： 749，038，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 120円 � 140円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 250円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 566676 的中 � 91445（3番人気）
複勝票数 計 740543 的中 � 108957（3番人気）� 197212（1番人気）� 127820（2番人気）
枠連票数 計 189153 的中 （2－3） 25114（2番人気）
馬連票数 計1085687 的中 �� 152798（2番人気）
馬単票数 計 434048 的中 �� 25724（4番人気）
ワイド票数 計 861716 的中 �� 88395（2番人気）�� 47618（3番人気）�� 108582（1番人気）
3連複票数 計1611067 的中 ��� 146361（1番人気）
3連単票数 計2001492 的中 ��� 29917（5番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．1―12．6―12．3―11．9―12．2―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．1―41．7―54．0―1：05．9―1：18．1―1：30．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラジンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．4．3生 �5鹿 母 シークレットアセット 母母 Smuggler 6戦3勝 賞金 34，859，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19035 7月9日 晴 重 （4小倉3） 第3日 第11競走 ��
��1，000�マレーシアカップ

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

セランゴールターフクラブ・ペナンターフクラブ・ペラターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

33 � ジャスパーウィン 牡7栗 57 松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift
Farm LLC 504± 0 57．7 7．5�

11 プラチナムレイアー 牡4芦 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B484± 0 〃 クビ 17．5�
79 � ジ ゲ ン 牡5鹿 57 岩田 望来林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A

Racing Corp. 464± 0 57．8クビ 4．3�
66 アッティーヴォ 牡8栗 57 松山 弘平奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 458＋ 2 〃 クビ 6．5�
22 	 ラホーヤノキセキ 牡8青鹿57 小沢 大仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498± 0 58．01 10．9�
810 ペプチドヤマト 牡3栗 54 松若 風馬沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B476＋ 4 〃 クビ 2．1	
44 サウンドカナロア 
6鹿 57 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B460－ 8 58．21 21．1

78 レ ジ ェ モ ー 牝5鹿 55 加藤 祥太吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 434－10 58．31 66．0�
811	 チェリーブリーズ 牝5鹿 55 大庭 和弥�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 476－ 6 58．4� 144．6
67 タマモヒメギミ 牝4鹿 55 秋山真一郎タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490－10 58．61� 19．4�
55  ダイセンハッピー 牝4黒鹿55 荻野 極根田喜久雄氏 今津 博之 新冠 イワミ牧場 484＋ 4 59．23� 119．7�

（愛知）

（11頭）

売 得 金
単勝： 99，766，800円 複勝： 104，823，300円 枠連： 31，677，400円
馬連： 202，646，700円 馬単： 83，622，600円 ワイド： 144，637，500円
3連複： 297，051，500円 3連単： 410，775，500円 計： 1，375，001，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 370円 � 170円 枠 連（1－3） 6，490円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 11，440円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 680円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 57，390円

票 数

単勝票数 計 997668 的中 � 105677（4番人気）
複勝票数 計1048233 的中 � 107374（4番人気）� 62861（6番人気）� 191155（2番人気）
枠連票数 計 316774 的中 （1－3） 3782（20番人気）
馬連票数 計2026467 的中 �� 25226（20番人気）
馬単票数 計 836226 的中 �� 5481（35番人気）
ワイド票数 計1446375 的中 �� 19567（21番人気）�� 57242（6番人気）�� 34100（13番人気）
3連複票数 計2970515 的中 ��� 27914（28番人気）
3連単票数 計4107755 的中 ��� 5189（181番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．0―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F35．0
3 ・（3，4）10（1，9）11－6（2，8）－5，7 4 3，4（1，9，10）－（2，11）6，8－（5，7）

勝馬の
紹 介

�ジャスパーウィン �
�
父 Jimmy Creed �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．4 東京5着

2015．3．7生 牡7栗 母 Chick Flick 母母 Not Enough Time 17戦4勝 賞金 63，672，000円

19036 7月9日 晴 良 （4小倉3） 第3日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15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
1：05．8
1：05．8

良
良

45 エイシンスポッター 牡3栗 54
51 ▲角田 大河平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 484＋ 21：07．6 11．4�

68 トリップトゥムーン 牡3黒鹿54 福永 祐一岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 450＋ 21：07．7� 5．6�
812 ジョーブリッランテ 牡3栗 54 団野 大成上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 500＋ 61：07．8クビ 26．7�
711 インプロバイザー 牡3芦 54 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム B466＋10 〃 � 8．8�
813 ジューンヨシツネ 牡3栗 54

52 △松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 21：07．9クビ 33．2�
69 エイシンピクセル 牝4栗 55 和田 竜二�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 456－ 41：08．11� 4．2	
44 ゴットゴーゴー 牝4黒鹿55 富田 暁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 2 〃 アタマ 107．4

710 マイネルヘルト 牡5青鹿57 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 428＋121：08．2� 108．4�
11 � リ ツ ィ タ ル 牝4栗 55

53 △小沢 大仁永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 400－ 41：08．3� 185．6�
57 ザ ウ リ 牡3鹿 54 幸 英明ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 502－ 81：08．4	 21．9�
56 ウォータールグラン 牝3鹿 52 岩田 望来山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 B500± 01：08．61 3．3�
22 メイショウグラニー 牝3鹿 52 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 448＋ 41：09．34 5．0�
33 ジューンキララ 牝3鹿 52

49 ★永島まなみ吉川 潤氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 420－ 61：09．51 150．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 86，975，900円 複勝： 104，948，800円 枠連： 27，327，600円
馬連： 135，568，900円 馬単： 51，507，600円 ワイド： 111，815，400円
3連複： 201，823，200円 3連単： 237，162，500円 計： 957，129，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 320円 � 210円 � 610円 枠 連（4－6） 1，290円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，370円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 14，010円 3 連 単 ��� 81，990円

票 数

単勝票数 計 869759 的中 � 61022（6番人気）
複勝票数 計1049488 的中 � 85757（6番人気）� 148788（4番人気）� 38894（8番人気）
枠連票数 計 273276 的中 （4－6） 16341（6番人気）
馬連票数 計1355689 的中 �� 43291（11番人気）
馬単票数 計 515076 的中 �� 7246（26番人気）
ワイド票数 計1118154 的中 �� 35724（10番人気）�� 8307（32番人気）�� 12632（27番人気）
3連複票数 計2018232 的中 ��� 10798（49番人気）
3連単票数 計2371625 的中 ��� 2097（272番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―10．8―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．6―44．0―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．0
3 ・（2，6）11（7，9）（8，10）3（5，13）1，12，4 4 ・（2，6）11（7，9）（8，10）（5，13）（3，1，12）4

勝馬の
紹 介

エイシンスポッター �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Barathea デビュー 2021．11．6 阪神7着

2019．3．27生 牡3栗 母 マ ー ゼ リ ン 母母 Juno Marlowe 7戦2勝 賞金 14，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジューンキララ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月9日まで平地競走に出走できな

い。



（4小倉3）第3日 7月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 144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

207，200，000円
1，730，000円
19，370，000円
1，090，000円
22，420，000円
64，066，000円
4，904，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
599，558，300円
759，349，700円
164，638，900円
903，951，700円
422，658，700円
753，269，100円
1，366，667，900円
1，866，758，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，836，852，300円

総入場人員 5，319名 （有料入場人員 4，912名）
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