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19037 7月10日 晴 稍重 （4小倉3） 第4日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走10時00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

612 スマートムーラン 牝3黒鹿54 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス
マート 452－ 41：45．6 3．7�

714 キョウエイディーズ 牝3鹿 54 西村 淳也田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 430± 01：45．7� 109．4�
35 エルザストラウム 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 450＋ 81：46．44 2．0�
510 タガノヴァレンチ 牝3鹿 54 松若 風馬八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 B456± 0 〃 アタマ 20．2�
36 テリオスリノ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 434－ 41：46．93 5．5�
47 エ ギ ー ユ 牝3栗 54 中井 裕二 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 474± 01：47．64 93．8	
48 ハルキファイト 牝3鹿 54 幸 英明若草クラブ 中村 直也 浦河 バンブー牧場 B466± 01：48．34 19．4

611 ダインスレイフ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ �ゴールドアップ・
カンパニー 中尾 秀正 新ひだか ゴールドアップカンパニー 452＋141：48．4� 62．8�

23 エバーフレッシュ 牝3栗 54 �島 克駿 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 クビ 19．5
816 キャンミナーレ 牝3栗 54 城戸 義政�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 468－121：48．5� 80．6�
11 サンティエレーヌ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 486－ 41：49．35 108．6�
59 パープルツバメ 牝3鹿 54 �島 良太中野 銀十氏 飯田 雄三 新ひだか 竹内 良一 416－ 61：49．4� 428．3�
12 ティンタルレ 牝3鹿 54 北村 友一�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 422－101：49．51 36．6�
815 タ マ テ バ コ 牝3青鹿54 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 B474－ 61：49．92 34．8�
713 リアルファンタジア 牝3鹿 54

52 △松本 大輝吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B440－101：50．11� 78．4�
24 アビークワイア 牝3鹿 54 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 61：50．42 32．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，993，400円 複勝： 62，267，200円 枠連： 13，676，300円
馬連： 58，013，100円 馬単： 30，973，700円 ワイド： 63，949，500円
3連複： 100，804，600円 3連単： 118，188，100円 計： 490，865，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 1，190円 � 110円 枠 連（6－7） 6，660円

馬 連 �� 20，910円 馬 単 �� 31，990円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 250円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 105，000円

票 数

単勝票数 計 429934 的中 � 91993（2番人気）
複勝票数 計 622672 的中 � 115838（2番人気）� 6248（15番人気）� 239685（1番人気）
枠連票数 計 136763 的中 （6－7） 1591（15番人気）
馬連票数 計 580131 的中 �� 2150（40番人気）
馬単票数 計 309737 的中 �� 726（69番人気）
ワイド票数 計 639495 的中 �� 4034（38番人気）�� 78307（2番人気）�� 5292（30番人気）
3連複票数 計1008046 的中 ��� 8007（27番人気）
3連単票数 計1181881 的中 ��� 816（259番人気）

ハロンタイム 7．2―10．7―11．5―12．5―12．2―12．6―13．1―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―17．9―29．4―41．9―54．1―1：06．7―1：19．8―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートムーラン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．30 東京7着

2019．4．12生 牝3黒鹿 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 6戦1勝 賞金 7，280，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19038 7月10日 晴 良 （4小倉3） 第4日 第2競走 ��2，600�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
2：36．4
2：35．1

良
良

714 サンセットクラウド 牡3芦 56 川田 将雅前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438－102：39．2 2．7�

36 フ ァ ベ ル 牡3鹿 56 福永 祐一�フクキタル 友道 康夫 新冠 パカパカ
ファーム 432＋ 2 〃 アタマ 3．2�

815 カルトゥーシュ 牡3鹿 56 �島 克駿 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 470± 02：39．52 19．0�
35 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 松山 弘平服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 428± 02：39．92� 8．0�
11 ルージュヴェルダ 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �東京ホースレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B478－ 62：40．22 48．0	
510 ロードランヴェルセ 牡3鹿 56 和田 竜二 �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 482＋ 62：40．3� 10．5

816 パーラーギター 牝3青鹿54 西村 淳也吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：40．93� 79．2�
48 シ ュ テ ィ ル 牡3鹿 56 幸 英明林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 456－102：41．32� 5．1�
24 クリノセキトバ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森
本スティーブル 426－ 62：41．41 83．2

59 メトリカルセオリー 牝3鹿 54
50 ★今村 聖奈水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 B466＋ 82：41．5� 46．8�

47 ミラクルスター �3黒鹿56 川須 栄彦中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 480－ 82：41．6� 190．6�
23 ワールドパレス 牡3鹿 56 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 444－ 62：42．45 219．6�
12 メイショウヤナガセ 牡3栗 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 本巣 敦 472± 02：43．99 280．0�
713 キンシャチノキセキ 牝3黒鹿 54

51 ▲川端 海翼西村 清子氏 浜田多実雄 新ひだか 静内フアーム 420－ 22：44．32� 340．1�
612 オータムソング 牡3鹿 56 岩田 望来ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 62：45．36 53．1�
611 ドンクライベイビー 牡3栗 56 荻野 極青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：47．9大差 121．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，867，100円 複勝： 47，403，000円 枠連： 11，292，400円
馬連： 54，398，100円 馬単： 25，097，300円 ワイド： 51，028，100円
3連複： 89，562，900円 3連単： 102，233，900円 計： 417，882，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 290円 枠 連（3－7） 320円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 250円 �� 590円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 368671 的中 � 108006（1番人気）
複勝票数 計 474030 的中 � 107195（1番人気）� 102385（2番人気）� 29159（6番人気）
枠連票数 計 112924 的中 （3－7） 26733（1番人気）
馬連票数 計 543981 的中 �� 83164（1番人気）
馬単票数 計 250973 的中 �� 21678（1番人気）
ワイド票数 計 510281 的中 �� 61379（1番人気）�� 20853（8番人気）�� 11562（11番人気）
3連複票数 計 895629 的中 ��� 30733（6番人気）
3連単票数 計1022339 的中 ��� 10715（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―12．9―13．2―12．3―12．6―12．5―12．0―11．7―11．7―11．6―12．1

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�
12．7―24．0―36．6―49．5―1：02．7―1：15．0―1：27．6―1：40．1―1：52．1―2：03．8―2：15．5―2：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．1―3F35．4
1
�

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

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

サンセットクラウド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．16 東京5着

2019．3．7生 牡3芦 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 9戦1勝 賞金 12，430，000円
〔制裁〕 カルトゥーシュ号の騎手�島克駿は，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：8番・4番）

ファベル号の騎手福永祐一は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンシャチノキセキ号・オータムソング号・ドンクライベイビー号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和4年8月10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〕 ワールドパレス号・メイショウヤナガセ号・キンシャチノキセキ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年9月10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 ロードレアル号

第３回 小倉競馬 第４日



19039 7月10日 晴 稍重 （4小倉3） 第4日 第3競走 ��1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

47 テイエムファクター 牡3鹿 56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 456± 01：44．9 2．0�
11 シャドウアイル 牡3栗 56 岩田 望来飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B468－ 41：45．64 21．2�
36 アダマスミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 482± 01：45．81 13．6�
612 メイショウアジロ 牡3栗 56 福永 祐一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 468－ 61：46．01� 3．7�
714 アークデトリオンフ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 488－ 41：46．42� 150．5�
713 ベイパーコーン 牡3栗 56 和田 竜二前田 晋二氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 470＋ 21：46．72 20．3�
510 ハギノロックオン 牡3黒鹿56 西村 淳也日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 26．2	
816 エイシングラス 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河
栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 多田 善弘 472± 01：46．8クビ 23．7�
23 モズニキタイ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝 
キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 多田 善弘 514＋ 61：47．01� 40．5�
12 パイロアクティヴ �3栗 56 団野 大成ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：47．21� 14．4
24 ダイシンアキラ 牡3黒鹿56 川須 栄彦大八木信行氏 梅田 智之 新冠 ムラカミファーム 482－12 〃 クビ 55．6�
59 ノブフェーヴル �3鹿 56 中井 裕二前田 亘輝氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 470＋ 81：47．3クビ 118．9�
815 エバーグロー 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 478－ 41：49．2大差 222．6�
35 エイブルマン 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 利彦氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 B450－ 61：51．4大差 181．8�
48 スズカドゥラメンテ 牡3鹿 56 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 534 ―2：00．0大差 130．0�
611 カフジペンタゴン 牡3鹿 56 北村 友一加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 （競走中止） 9．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，414，300円 複勝： 55，749，800円 枠連： 15，077，600円
馬連： 59，926，100円 馬単： 27，633，400円 ワイド： 61，282，700円
3連複： 94，322，900円 3連単： 107，905，700円 計： 465，312，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 300円 � 280円 枠 連（1－4） 840円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 640円 �� 430円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 434143 的中 � 168215（1番人気）
複勝票数 計 557498 的中 � 160669（1番人気）� 37678（5番人気）� 41716（4番人気）
枠連票数 計 150776 的中 （1－4） 13806（2番人気）
馬連票数 計 599261 的中 �� 31199（4番人気）
馬単票数 計 276334 的中 �� 11246（5番人気）
ワイド票数 計 612827 的中 �� 24687（4番人気）�� 38906（3番人気）�� 7367（21番人気）
3連複票数 計 943229 的中 ��� 21270（10番人気）
3連単票数 計1079057 的中 ��� 7441（20番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―12．1―12．9―12．5―12．2―12．3―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．1―43．0―55．5―1：07．7―1：20．0―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムファクター �
�
父 ザファクター �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．2．12 阪神3着

2019．4．15生 牡3鹿 母 マ ノ ア ラ ニ 母母 マイグリーン 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔競走中止〕 カフジペンタゴン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイブルマン号・スズカドゥラメンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月

10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） 1頭 タイセイフェイバー号
（非抽選馬） 4頭 グローバルブラッド号・シップウドトウ号・スエトニウス号・メイショウテオス号

19040 7月10日 晴 良 （4小倉3） 第4日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11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

714 ヤマニンループ 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 430± 01：46．4 28．1�
713 チェルノボーグ 牡3青鹿56 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490± 01：46．61� 1．8�
816 テ ィ グ ル 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 456－ 4 〃 クビ 276．3�
611� メイショウケイガン 牡3芦 56 松山 弘平松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 506－ 4 〃 ハナ 5．4�
815 ラウルピドゥ 牡3栗 56 福永 祐一 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 アタマ 11．0�
47 スマートドラフト 牝3鹿 54 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 430－ 21：46．7� 5．4	
612 カズプレスト 牡3鹿 56 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 新ひだか 稲葉牧場 494－101：47．23 38．3

48 トモエセンニンギリ 牝3鹿 54 富田 暁髙瀬 真尚氏 武 英智 日高 本間牧場 466＋141：47．41� 75．7�
35 タ イ ク ー ン 牡3栗 56

53 ▲角田 大河 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 514＋ 21：47．5� 25．0

36 ギルトレターズ 牡3黒鹿 56
54 △小沢 大仁水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 478－ 21：47．71� 132．7�

510 フラワリング 牝3青鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B460－ 21：47．91 75．6�
59 ツヴァイシュテルネ 牡3黒鹿56 �島 克駿ライオンレースホース� 武 幸四郎 安平 追分ファーム 494＋22 〃 ハナ 39．1�
12 シ ゲ ル ブ リ 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 日高大洋牧場 412＋ 21：48．0	 72．6�
11 � ベルマレット 牝3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 矢作 芳人 愛 Northern

Racing 466＋281：48．1クビ 15．7�
23 シゲルタヌキ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 468± 01：48．52� 338．9�
24 ヤマニンフルリール 牝3鹿 54 川須 栄彦土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 450－161：49．24 329．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，465，700円 複勝： 145，652，500円 枠連： 12，120，000円
馬連： 64，612，800円 馬単： 35，063，800円 ワイド： 67，723，800円
3連複： 104，688，000円 3連単： 138，313，600円 計： 616，640，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 500円 � 110円 � 3，550円 枠 連（7－7） 1，670円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 670円 �� 34，510円 �� 6，840円

3 連 複 ��� 72，360円 3 連 単 ��� 455，800円

票 数

単勝票数 計 484657 的中 � 13771（7番人気）
複勝票数 計1456525 的中 � 30353（7番人気）� 940296（1番人気）� 3702（14番人気）
枠連票数 計 121200 的中 （7－7） 5606（7番人気）
馬連票数 計 646128 的中 �� 24325（6番人気）
馬単票数 計 350638 的中 �� 5458（14番人気）
ワイド票数 計 677238 的中 �� 27754（6番人気）�� 485（92番人気）�� 2468（45番人気）
3連複票数 計1046880 的中 ��� 1085（121番人気）
3連単票数 計1383136 的中 ��� 220（612番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―12．0―11．6―11．6―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．3―47．3―58．9―1：10．5―1：22．7―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンループ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．10．24 阪神7着

2019．4．13生 牡3鹿 母 ヤマニンプードレ 母母 ヤマニンカルフール 4戦1勝 賞金 5，980，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヤマニンフルリール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月10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 ダイリュウブラック号



19041 7月10日 晴 良 （4小倉3） 第4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

710 ラ ヴ ェ ル 牝2鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444 ―1：49．5 3．1�
22 サンライズサラー 牡2黒鹿54 和田 竜二�ライフハウス 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 436 ―1：49．61 36．0�
811 シルヴァーデューク 牡2鹿 54 福永 祐一田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 沖田 博志 462 ―1：49．81� 4．1�
33 ロードラディウス 牡2栗 54 西村 淳也 �ロードホースクラブ 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 466 ―1：50．11� 8．2�
812 ル フ レ ー ヴ 牡2黒鹿54 川田 将雅長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：50．2� 6．2	
79 ヒノタマボーイ 牡2黒鹿54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 428 ―1：50．51� 70．2

11 ヤマカツラナウェイ 牡2栗 54

52 △小沢 大仁山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：50．6クビ 202．6�
68 ナムラエヴァ 牝2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 吉村 圭司 日高 いとう牧場 464 ― 〃 クビ 28．5�
44 シリンガバルガリス 牡2栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478 ―1：50．7� 5．3
56 ダンツビガー 牡2黒鹿54 横山 典弘山元 哲二氏 四位 洋文 日高 スマイルファーム 470 ―1：50．8� 18．9�
67 カ ミ ー ロ 牡2青鹿 54

51 ▲角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 石橋 守 日高 原田ファーム 466 ―1：51．11� 38．6�

55 アナザーエース 牡2栗 54
52 △松本 大輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：51．95 129．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 62，888，800円 複勝： 61，429，600円 枠連： 10，850，400円
馬連： 63，480，400円 馬単： 29，519，500円 ワイド： 53，527，100円
3連複： 82，868，200円 3連単： 108，120，400円 計： 472，684，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 620円 � 160円 枠 連（2－7） 5，310円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 8，090円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 280円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 26，550円

票 数

単勝票数 計 628888 的中 � 162552（1番人気）
複勝票数 計 614296 的中 � 124173（1番人気）� 17535（8番人気）� 112129（2番人気）
枠連票数 計 108504 的中 （2－7） 1581（16番人気）
馬連票数 計 634804 的中 �� 7765（18番人気）
馬単票数 計 295195 的中 �� 2734（27番人気）
ワイド票数 計 535271 的中 �� 7197（22番人気）�� 58172（1番人気）�� 7106（24番人気）
3連複票数 計 828682 的中 ��� 16037（12番人気）
3連単票数 計1081204 的中 ��� 2952（91番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．4―12．6―12．6―12．4―12．0―11．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．9―49．5―1：02．1―1：14．5―1：26．5―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0
1
3
5（12，8）（3，9）（1，11）2（7，10）6－4
5，8（3，12）9（1，11，10）2（6，7）－4

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

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ェ ル �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．2．14生 牝2鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19042 7月10日 晴 良 （4小倉3） 第4日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走12時55分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

69 アロマデローサ 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 440 ―1：09．5 3．4�
34 クインズエルサ 牝2鹿 54 �島 克駿 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 富田牧場 422 ―1：09．71� 2．7�
58 フェリキタス 牝2鹿 54

52 △松本 大輝 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか 幌村牧場 422 ― 〃 クビ 35．8�
45 テイケイヴィーノ 牝2黒鹿54 団野 大成兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 410 ―1：09．8� 119．4�
22 ミヤジミニー 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432 ― 〃 クビ 5．3	
33 クリノクリスタル 牝2芦 54 幸 英明栗本 守氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 450 ―1：10．01� 13．4

813 フェステスバント 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 396 ― 〃 クビ 12．1�
46 ベロニカブレイン 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心エンジェルレーシング� 北出 成人 浦河 小島牧場 424 ―1：10．31� 61．8�
711 ミレクイーン 牝2鹿 54 富田 暁ミレレーシング 池添 兼雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460 ― 〃 ハナ 43．4
57 スカイピース 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 安惠氏 宮本 博 安平 追分ファーム 462 ―1：10．61� 20．6�
610 スプレンディダ 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 428 ―1：11．45 40．5�
814 メイショウベニバナ 牝2鹿 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 446 ―1：11．82� 116．6�
11 パクパクデスワ 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 418 ―1：16．4大差 39．4�
712 ケイパラパデオ 牝2黒鹿54 荻野 極中西 桂子氏 本田 優 新冠 村上 進治 414 ―1：16．92� 266．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，743，900円 複勝： 54，186，300円 枠連： 13，487，400円
馬連： 64，196，100円 馬単： 29，353，100円 ワイド： 53，771，300円
3連複： 90，323，500円 3連単： 102，704，400円 計： 465，766，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 470円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，350円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 577439 的中 � 141826（2番人気）
複勝票数 計 541863 的中 � 127351（1番人気）� 122476（2番人気）� 18327（9番人気）
枠連票数 計 134874 的中 （3－6） 30505（1番人気）
馬連票数 計 641961 的中 �� 114400（1番人気）
馬単票数 計 293531 的中 �� 22757（2番人気）
ワイド票数 計 537713 的中 �� 74591（1番人気）�� 8974（16番人気）�� 10950（13番人気）
3連複票数 計 903235 的中 ��� 24791（4番人気）
3連単票数 計1027044 的中 ��� 8550（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．7―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．5―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．7
3 ・（6，11）（2，13，14）9（4，8，10）5，3－1－7＝12 4 6（2，11）（9，13）4（5，8）14（7，3，10）－1＝12

勝馬の
紹 介

アロマデローサ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワークフォース 初出走

2020．2．28生 牝2鹿 母 ローズウィスパー 母母 ローザミスティカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 スカイピース号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 パクパクデスワ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パクパクデスワ号・ケイパラパデオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月

10日まで平地競走に出走できない。



19043 7月10日 晴 稍重 （4小倉3） 第4日 第7競走 1，000�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
56．8
56．8

重
重

11 テンクウフラワー 牝3鹿 52 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 斉藤スタッド 416＋ 6 58．6 4．0�
810 メイショウヒヅクリ 牝3黒鹿 52

49 ▲角田 大河松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 468－ 2 58．81 2．7�
22 ケイティレインボー 牡3青鹿54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 464－ 8 58．9� 8．9�
811 ユウグロスファクタ 牝3栗 52 西村 淳也�アイテツ 新谷 功一 新ひだか 静内白井牧場 502＋ 4 〃 アタマ 8．1�
33 アルファマム 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈平井 裕氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 454－ 2 59．22 6．6�
66 � ザモウコダマシイ 牝4鹿 55 団野 大成廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 444－10 59．51� 53．0	
44 サウンドウイッシュ 牡4黒鹿 57

55 △小沢 大仁増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 490－ 61：00．03 43．8

78 ミヤコシスター 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ若草クラブ 中村 直也 むかわ 真壁 信一 B478－ 4 〃 アタマ 89．8�
67 ギ ユ ウ 牡3青鹿54 �島 克駿山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458＋ 41：00．21� 6．9�
79 ジダイノチョウジ 牡3芦 54

52 △松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 500－101：00．3� 17．6
55 ヤマカツオードリー 牝3栗 52 藤懸 貴志山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 454＋ 41：01．47 278．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，599，700円 複勝： 62，280，800円 枠連： 12，270，300円
馬連： 73，556，200円 馬単： 35，158，300円 ワイド： 61，014，500円
3連複： 101，333，900円 3連単： 133，093，900円 計： 531，307，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 120円 � 190円 枠 連（1－8） 460円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 240円 �� 720円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 8，130円

票 数

単勝票数 計 525997 的中 � 104247（2番人気）
複勝票数 計 622808 的中 � 108044（2番人気）� 162763（1番人気）� 67957（5番人気）
枠連票数 計 122703 的中 （1－8） 20537（1番人気）
馬連票数 計 735562 的中 �� 102114（1番人気）
馬単票数 計 351583 的中 �� 20043（3番人気）
ワイド票数 計 610145 的中 �� 70912（1番人気）�� 18966（11番人気）�� 47491（3番人気）
3連複票数 計1013339 的中 ��� 44530（5番人気）
3連単票数 計1330939 的中 ��� 11855（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．7―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンクウフラワー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．26 中京11着

2019．4．13生 牝3鹿 母 エ ヴ ァ 母母 ラブフォーエバー 5戦2勝 賞金 17，100，000円
〔その他〕 ジダイノチョウジ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジダイノチョウジ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年8月10日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ヤマカツオードリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月10日まで平地競走に出走で

きない。

19044 7月10日 晴 稍重 （4小倉3） 第4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）

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

814� シェイリーン 牝3芦 52 松山 弘平吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country
Horse Farms, LLC B486＋ 21：45．4 2．3�

611� ペ ル ア ア 牝3鹿 52 岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Zayat Sta-

bles, LLC 480± 01：45．61� 8．1�
46 ワンダフルトゥデイ 牡3黒鹿54 幸 英明 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 502－ 8 〃 � 14．2�
11 � バハルダール 牡3黒鹿54 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-

poration 488－ 81：45．7クビ 7．4�
815 パイプライナー 牡5芦 57 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B510＋ 21：45．8	 19．1�
23 � モズブーナー 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC B474－ 21：46．54 4．0	

58 ポルテーニャ 牝3栗 52 藤岡 康太�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 41：46．6クビ 125．6


59 ジョイフルダンサー 牝4鹿 55
54 ☆亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 436－ 41：47．55 198．6�

35 シゲルカンガルー 牡3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 B480＋ 11：47．82 273．3�
22 グレイトショーマン 牡3鹿 54

52 △小沢 大仁岡 浩二氏 新谷 功一 様似 様似堀牧場 516＋ 31：48．11	 50．0
712 アメリカンベイビー 牡5黒鹿57 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 482－ 61：48．41	 86．0�
610� メリーセンス 牡3鹿 54

52 △松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley
Farm 494± 01：48．82� 203．7�

713 トランキリテ 牡3鹿 54 
島 克駿 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 81：49．75 11．8�

34 � シ ュ ピ カ 牝4栗 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 新冠 協和牧場 476－ 6 （競走中止） 440．1�
47 レ ガ ー ミ 牝3芦 52 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 辻 牧場 482－10 （競走中止） 19．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，506，600円 複勝： 71，298，300円 枠連： 15，503，600円
馬連： 85，052，800円 馬単： 36，643，700円 ワイド： 77，914，300円
3連複： 138，249，900円 3連単： 167，392，300円 計： 648，561，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 260円 � 320円 枠 連（6－8） 960円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 560円 �� 530円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 19，690円

票 数

単勝票数 計 565066 的中 � 195157（1番人気）
複勝票数 計 712983 的中 � 200757（1番人気）� 58840（4番人気）� 43885（7番人気）
枠連票数 計 155036 的中 （6－8） 12503（5番人気）
馬連票数 計 850528 的中 �� 52677（4番人気）
馬単票数 計 366437 的中 �� 14007（5番人気）
ワイド票数 計 779143 的中 �� 36582（6番人気）�� 38959（4番人気）�� 9236（20番人気）
3連複票数 計1382499 的中 ��� 20519（16番人気）
3連単票数 計1673923 的中 ��� 6162（54番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．6―12．6―12．5―12．3―12．9―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．2―41．8―54．3―1：06．6―1：19．5―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

�シェイリーン �
�
父 Arrogate �

�
母父 Montbrook デビュー 2021．11．27 阪神2着

2019．5．16生 牝3芦 母 Amen Hallelujah 母母 Sara’s Success 5戦2勝 賞金 18，350，000円
〔発走状況〕 シゲルカンガルー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 レガーミ号は，4コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

シュピカ号は，4コーナーで，転倒した「レガーミ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 メリーセンス号の騎手松本大輝は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

レガーミ号の騎手富田暁は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について令和4年7月23日から令和4年7月24日まで
騎乗停止。（被害馬：4番）

※出走取消馬 ヨドノドリーム号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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 マテンロウアイ号・レヴィーアクイーン号

〔発走状況〕 シゲルカンガルー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 レガーミ号は，コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

シュピカ号は，コーナーで，転倒した「レガーミ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 メリーセンス号の騎手松本大輝は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：

レガーミ号の騎手富田暁は，コーナーでの御法（前の馬に接触した）
騎乗停止。（被害馬：13番・1番・5番・4番）



19045 7月10日 晴 良 （4小倉3） 第4日 第9競走 ��
��2，600�タイランドカップ

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

ロイヤルバンコックスポーツクラブ賞（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：36．4
2：35．1

良
良

68 スズノマーベリック 牡3栗 54 福永 祐一小紫 嘉之氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 452－122：37．8 4．4�
22 ミステリーウェイ �4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B484－ 62：38．01	 5．2�
57 エイカイファントム 牡4青 57 岡田 祥嗣二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 498－102：38．1
 30．0�
11 ミッキーワンダー 牡3青鹿54 北村 友一野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458－ 82：38．41
 15．7�
45 メイショウウネビ 牡3鹿 54 富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 456－ 42：38．5� 2．7�
710 マッハモンルード 牝4栗 55 団野 大成 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 494－ 42：38．6
 4．8	
44 ロードマゼラン 牡3青鹿54 松山 弘平 
ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 492－ 62：38．81� 10．9�
813 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 512－ 82：38．9� 115．3�
812 ジャカランダ 牡3黒鹿54 藤岡 康太
ノースヒルズ 河内 洋 新ひだか 土居牧場 570－ 22：40．28 40．3
711� スワーヴジョーダン �4栗 57 松若 風馬
NICKS 安田 隆行 千歳 社台ファーム 442－ 22：40．52 107．3�
56 エメヴィベール 牡3芦 54 島 克駿ライオンレースホース
 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム B556± 02：40．6� 94．4�
69 アストゥーリアス 牡5栗 57 岩田 望来菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 472＋ 42：40．81	 158．2�
33 ク ル ー ク 牡4芦 57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス
 中内田充正 安平 ノーザンファーム 542＋ 42：53．0大差 72．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 48，436，900円 複勝： 55，202，000円 枠連： 14，326，600円
馬連： 84，122，800円 馬単： 34，841，800円 ワイド： 62，603，500円
3連複： 117，384，500円 3連単： 146，566，900円 計： 563，485，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 190円 � 540円 枠 連（2－6） 1，160円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，900円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 28，120円

票 数

単勝票数 計 484369 的中 � 87083（2番人気）
複勝票数 計 552020 的中 � 94426（2番人気）� 80888（4番人気）� 20600（7番人気）
枠連票数 計 143266 的中 （2－6） 9567（5番人気）
馬連票数 計 841228 的中 �� 54331（5番人気）
馬単票数 計 348418 的中 �� 11688（9番人気）
ワイド票数 計 626035 的中 �� 30953（6番人気）�� 8188（19番人気）�� 7411（22番人気）
3連複票数 計1173845 的中 ��� 11710（25番人気）
3連単票数 計1465669 的中 ��� 3778（96番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．2―12．4―12．5―13．0―12．4―12．1―12．2―11．9―11．3―11．7

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�
12．7―24．0―36．1―48．3―1：00．7―1：13．2―1：26．2―1：38．6―1：50．7―2：02．9―2：14．8―2：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F47．1―3F34．9
1
�
12（2，11）8，4（10，6）（1，5）－（9，13）7＝3
12（2，11，8，10）5（4，13，6）（1，7）9＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズノマーベリック �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．8．8 新潟3着

2019．4．24生 牡3栗 母 ル サ ビ 母母 ア ビ 6戦2勝 賞金 21，357，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クルーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月10日まで平地競走に出

走できない。

19046 7月10日 晴 良 （4小倉3） 第4日 第10競走 ��1，800�フィリピントロフィー
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．7．10以降R4．7．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

マニラジョッキークラブ・フィリピンレーシングクラブ・メトロマニラターフクラブ賞（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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

22 トゥルーヴィル 牡5鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 466－ 21：46．5 8．8�
810� ア ト ミ カ 牝7鹿 52 今村 聖奈東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 448－ 61：46．71� 11．0�
78 セグレドスペリオル 牡6鹿 54 松若 風馬名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：46．91� 48．4�
66 メイショウカクウン 牡7青鹿53 富田 暁松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 462＋12 〃 クビ 47．9�
89 � サトノペルセウス �4黒鹿56 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 ハナ 2．5	
77 ホウオウジョルノ 牡4芦 54 横山 典弘小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B470＋ 81：47．11� 8．3

55 メイショウベッピン 牝5鹿 54 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 502＋12 〃 ハナ 13．7�
11 アトリビュート 牝5鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：47．2� 2．6�
33 ハローユニコーン 牝8鹿 53 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 474－ 21：47．41� 59．6
44 ベストクィーン 牝6栗 51 藤懸 貴志田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 438＋ 2 〃 ハナ 30．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，384，300円 複勝： 59，539，900円 枠連： 17，274，400円
馬連： 104，797，900円 馬単： 50，887，000円 ワイド： 78，132，100円
3連複： 151，037，300円 3連単： 234，955，900円 計： 756，008，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 250円 � 320円 � 800円 枠 連（2－8） 1，130円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 3，930円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 44，110円 3 連 単 ��� 210，300円

票 数

単勝票数 計 593843 的中 � 53571（4番人気）
複勝票数 計 595399 的中 � 68931（3番人気）� 49454（5番人気）� 16916（10番人気）
枠連票数 計 172744 的中 （2－8） 11819（4番人気）
馬連票数 計1047979 的中 �� 17345（13番人気）
馬単票数 計 508870 的中 �� 4013（28番人気）
ワイド票数 計 781321 的中 �� 15316（14番人気）�� 5060（36番人気）�� 5020（37番人気）
3連複票数 計1510373 的中 ��� 2568（86番人気）
3連単票数 計2349559 的中 ��� 810（374番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―47．9―1：00．0―1：12．2―1：23．8―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥルーヴィル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fasliyev デビュー 2019．11．3 京都1着

2017．3．6生 牡5鹿 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 15戦3勝 賞金 62，208，000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



19047 7月10日 晴 稍重 （4小倉3） 第4日 第11競走 ��
��1，700�第27回プロキオンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，R3．7．10以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬1�増，R3．7．9以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬
2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2
歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

612 ゲンパチルシファー 牡6鹿 56 川田 将雅平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 520－ 41：43．7 7．0�
510� ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 小沢 大仁岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 520－101：43．8	 92．7�
59 サクラアリュール 牡7栗 56 藤岡 康太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B478－ 81：43．9	 45．7�
23 � ロードレガリス 牡7黒鹿56 富田 暁 �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 522＋ 6 〃 クビ 51．3�
714� ヴェルテックス 牡5栗 58 西村 淳也 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B528± 01：44．43 32．2	
36 
 アンセッドヴァウ �5栗 56 団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 468＋101：44．5クビ 252．0

12 サンライズノヴァ 牡8栗 58 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 534＋ 31：44．7� 13．5�
35 メイショウウズマサ 牡6黒鹿56 北村 友一松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 502± 01：45．01� 7．4�
24 エブリワンブラック 牡5鹿 56 岩田 望来 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B496＋101：45．1� 36．3
47 ア ル ド ー レ 牡7栗 56 和田 竜二安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B494＋ 6 〃 ハナ 6．2�
815 サンライズウルス 牡4鹿 56 横山 典弘松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B484＋ 21：45．41	 5．0�
816 ラ ー ゴ ム 牡4栗 56 島 克駿林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 522－ 41：45．71� 4．9�
11 
 エアアルマス 牡7鹿 57 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B492＋ 4 〃 クビ 10．9�
48 エクレアスパークル 牡8青鹿56 荻野 極李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B474－ 21：46．33	 16．6�
611 トップウイナー 牡6栗 56 城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B460－ 81：46．62 93．3�
713
 ユニコーンライオン 牡6黒鹿56 川須 栄彦ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 516－ 81：49．6大差 16．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 223，226，500円 複勝： 298，073，800円 枠連： 133，897，100円
馬連： 661，842，600円 馬単： 207，736，600円 ワイド： 491，639，800円
3連複： 1，351，046，200円 3連単： 1，325，158，000円 計： 4，692，620，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 1，490円 � 910円 枠 連（5－6） 9，500円

馬 連 �� 29，630円 馬 単 �� 42，130円

ワ イ ド �� 6，500円 �� 3，530円 �� 15，320円

3 連 複 ��� 147，360円 3 連 単 ��� 719，650円

票 数

単勝票数 計2232265 的中 � 253675（4番人気）
複勝票数 計2980738 的中 � 387320（2番人気）� 46474（14番人気）� 78464（11番人気）
枠連票数 計1338971 的中 （5－6） 10919（28番人気）
馬連票数 計6618426 的中 �� 17306（76番人気）
馬単票数 計2077366 的中 �� 3698（128番人気）
ワイド票数 計4916398 的中 �� 19492（71番人気）�� 36269（42番人気）�� 8219（98番人気）
3連複票数 計13510462 的中 ��� 6876（323番人気）
3連単票数 計13251580 的中 ��� 1335（1620番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．7―12．1―11．9―12．4―12．9―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．3―41．4―53．3―1：05．7―1：18．6―1：31．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
1（5，8，11）－13，16，12－7，3（6，10）（4，14）9，2＝15
1（5，11）（8，12）（9，16，10）（3，14，7，6）（13，4，2）＝15

2
4

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

ゲンパチルシファー �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．25 小倉7着

2016．3．30生 牡6鹿 母 ラブリイステラ 母母 タイキステラ 29戦5勝 賞金 159，530，000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。
（非当選馬） 1頭 アメリカンシード号
（非抽選馬） 2頭 ニューモニュメント号・ミヤジコクオウ号

19048 7月10日 晴 良 （4小倉3） 第4日 第12競走 ��1，200�シンガポールターフクラブ賞
発走16時15分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
シンガポールターフクラブ賞（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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

77 テイエムトッキュウ 牡4鹿 57 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 498－ 21：07．2 1．8�
44 � ジュストコル 牡4鹿 57 西村 淳也吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B508＋ 21：07．62� 6．2�
33 � コンクパール 牝3栗 52 福永 祐一前田 幸大氏 中竹 和也 米 Triemore

Stud 486＋ 81：07．7クビ 3．5�
66 ジューンベロシティ 牡4青鹿57 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B470＋ 61：08．23 6．1�
11 ファイアーボーラー �6黒鹿57 藤岡 康太 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 472± 01：08．3� 33．9�
22 テーオーアマゾン 牡6青鹿57 松山 弘平小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 480－ 61：08．72� 14．7	
55 アイアンムスメ 牝4鹿 55 団野 大成西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 424－181：08．8� 92．7


（7頭）

売 得 金
単勝： 82，110，000円 複勝： 45，767，000円 枠連： 発売なし
馬連： 99，581，700円 馬単： 60，694，600円 ワイド： 62，227，300円
3連複： 120，745，500円 3連単： 379，640，500円 計： 850，766，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 190円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 821100 的中 � 353388（1番人気）
複勝票数 計 457670 的中 � 180784（1番人気）� 67348（3番人気）
馬連票数 計 995817 的中 �� 135711（3番人気）
馬単票数 計 606946 的中 �� 56433（4番人気）
ワイド票数 計 622273 的中 �� 84049（3番人気）�� 106514（1番人気）�� 39696（6番人気）
3連複票数 計1207455 的中 ��� 166757（3番人気）
3連単票数 計3796405 的中 ��� 121776（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．8―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．1―44．5―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．1
3 7，3，4－（1，5）2，6 4 ・（7，3）4－1，5（6，2）

勝馬の
紹 介

テイエムトッキュウ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．7．18 阪神13着

2018．5．14生 牡4鹿 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 8戦3勝 賞金 36，748，000円

４レース目



（4小倉3）第4日 7月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 162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

245，530，000円
7，340，000円
25，500，000円
1，770，000円
30，410，000円
71，745，000円
4，699，500円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
814，637，200円
1，018，850，200円
269，776，100円
1，473，580，600円
603，602，800円
1，184，814，000円
2，542，367，400円
3，064，273，600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 10，971，901，900円

総入場人員 8，979名 （有料入場人員 8，534名）


