
19049 7月16日 曇 稍重 （4小倉3） 第5日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

九州産馬；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
1：07．5
1：07．5

良
良

47 テイエムユメキュウ 牝2鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 444－ 61：09．4 3．2�
34 オバケノキンタ 牡2鹿 54

52 △小沢 大仁内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 438－ 41：09．61� 6．0�
713 コウユーオモイノセ 牡2芦 54 団野 大成加治屋貞光氏 斉藤 崇史 宮崎 田上 勝雄 468－ 21：10．02� 12．0�
46 カシノサヴィ 牝2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 福田 米造 430＋14 〃 アタマ 3．9�
11 カシノスターリング 牡2栗 54

51 ▲角田 大河柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 460－101：10．2� 115．6�
712 ゴーツウキリシマ 牝2鹿 54 藤岡 康太西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 448－ 8 〃 クビ 13．1�
610 キリシマラッキー 牡2栗 54 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 444－ 41：10．41� 99．2	
611 エイヨーチャクラ 牝2青鹿54 小牧 太柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 430－ 21：10．71� 202．1

58 セロンテソーロ 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 422 ―1：10．91� 38．4�

815 テイエムハヤカケン 牡2黒鹿54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 494－ 2 〃 アタマ 4．7
59 テイエムジンキュウ 牡2鹿 54 西村 淳也竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 474－ 8 〃 クビ 93．6�
35 カシノジャッカル 牡2青 54

53 ☆亀田 温心柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 徳重 正幸 398± 01：11．0クビ 150．2�
814 キ ス ウ マ イ 牡2青鹿54 藤懸 貴志山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 472＋ 41：12．49 58．0�
22 カシノロマネ 牝2鹿 54 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 鹿児島 上村 利幸 376＋ 21：12．5� 253．1�
23 カシノアルバ 牡2黒鹿 54

52 △松本 大輝柏木 務氏 和田 雄二 熊本 ストームファーム
コーポレーション 438＋ 21：12．71� 78．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，812，500円 複勝： 39，478，600円 枠連： 12，136，700円
馬連： 45，174，900円 馬単： 21，724，200円 ワイド： 42，711，900円
3連複： 77，678，000円 3連単： 80，727，700円 計： 350，444，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 190円 � 290円 枠 連（3－4） 570円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 360円 �� 880円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 17，170円

票 数

単勝票数 計 308125 的中 � 77677（1番人気）
複勝票数 計 394786 的中 � 99054（1番人気）� 51187（4番人気）� 26700（6番人気）
枠連票数 計 121367 的中 （3－4） 16469（3番人気）
馬連票数 計 451749 的中 �� 37693（3番人気）
馬単票数 計 217242 的中 �� 9981（4番人気）
ワイド票数 計 427119 的中 �� 34219（3番人気）�� 11973（11番人気）�� 6430（15番人気）
3連複票数 計 776780 的中 ��� 14424（12番人気）
3連単票数 計 807277 的中 ��� 3407（54番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムユメキュウ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2022．7．2 小倉3着

2020．4．10生 牝2鹿 母 ユメノタイト 母母 テイエムユメノコ 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 カシノスターリング号の騎手角田大河は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノロマネ号・カシノアルバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月16日

まで平地競走に出走できない。

19050 7月16日 曇 重 （4小倉3） 第5日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10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

713 ラ ニ カ イ 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－ 21：44．4 4．0�

611 ブランアルディ 牝3芦 54 川田 将雅野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 484＋ 41：44．61� 3．1�
48 ラストファンタジー 牝3鹿 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 480－ 21：45．77 8．8�
59 アルファカリーナ 牝3青鹿54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：46．12� 5．7�
11 クリニエールグラス 牝3鹿 54 西村 淳也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 440± 01：46．84 30．1	
12 エイシンスマック 牝3黒鹿54 岩田 望来�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 430－ 41：47．22� 9．1

714 モ ズ ネ ズ コ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 谷川牧場 488－101：47．62� 10．5�
815 サ ル セ ル 牝3栗 54 川須 栄彦中村 祐子氏 茶木 太樹 浦河 田中スタッド 480＋101：47．7� 393．2�
35 オリビアバローズ 牝3鹿 54 松若 風馬猪熊 広次氏 上村 洋行 新ひだか 服部 牧場 474－16 〃 クビ 73．2
612 チェリーオントップ 牝3青鹿54 藤岡 康太吉田ひとみ氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 21：47．8クビ 183．2�
47 ルクスアモール 牝3青鹿54 富田 暁�ルクス 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 468 ―1：49．07 54．7�
23 ソフィアコール 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈髙瀬 正志氏 小崎 憲 浦河 上山牧場 422－ 21：49．1� 24．0�
816 ラティツィア 牝3芦 54 幸 英明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 01：49．2� 177．0�
36 メイショウセロジネ 牝3栗 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 21：49．62� 70．7�
510 ミ ス オ タ ワ 牝3栗 54 加藤 祥太高田 博氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 448－181：49．81� 19．7�
24 シエラメンテ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 476＋ 21：50．33 220．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，965，300円 複勝： 54，793，300円 枠連： 10，788，400円
馬連： 55，699，700円 馬単： 23，718，600円 ワイド： 56，342，200円
3連複： 88，529，900円 3連単： 88，306，100円 計： 415，143，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 200円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 270円 �� 640円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 369653 的中 � 73013（2番人気）
複勝票数 計 547933 的中 � 104624（2番人気）� 123488（1番人気）� 55941（4番人気）
枠連票数 計 107884 的中 （6－7） 17193（1番人気）
馬連票数 計 556997 的中 �� 71613（1番人気）
馬単票数 計 237186 的中 �� 12704（3番人気）
ワイド票数 計 563422 的中 �� 59482（1番人気）�� 20774（7番人気）�� 28032（4番人気）
3連複票数 計 885299 的中 ��� 38756（3番人気）
3連単票数 計 883061 的中 ��� 8370（11番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―13．1―12．3―12．0―12．2―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．9―55．2―1：07．2―1：19．4―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ニ カ イ �
�
父 ラ ニ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2021．9．25 中京4着

2019．3．14生 牝3栗 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 12戦1勝 賞金 19，270，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウセロジネ号・ミスオタワ号・シエラメンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年8月16日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 グリーンシアター号・サンサンタイヨウ号・ノンズブレス号・ルールザウイングス号
（非抽選馬） 1頭 タマモエストレジャ号

第３回 小倉競馬 第５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



19051 7月16日 曇 稍重 （4小倉3） 第5日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05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

36 オーダーナチュラル 牡3黒鹿 56
52 ★今村 聖奈 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 442－ 41：48．0 5．0�

816 ダノンマイソウル 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 526＋12 〃 アタマ 6．6�
48 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 和田 竜二新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 464± 0 〃 ハナ 2．2�
59 マノンルージュ 牡3鹿 56 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 466＋10 〃 アタマ 19．8�
612 サウンドエトワール 牝3栗 54 国分 優作増田 雄一氏 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 442－ 21：48．1� 142．4	
713 チ ョ ッ ピ ー 牝3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 448± 01：48．41� 4．6

12 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 458＋ 2 〃 クビ 9．6�
24 アリアンロッド 牝3栗 54 国分 恭介�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 41：48．5� 112．0�
611 ロストボール �3栗 56 森 裕太朗大田 恭充氏 小林 真也 日高 山田 政宏 402± 01：48．81� 390．3
23 サンライズルーチェ 牡3黒鹿56 富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 508－ 4 〃 ハナ 87．5�
11 フ レ イ エ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 畠山牧場 464± 01：48．9� 266．1�
35 オーウェンバローズ 牡3鹿 56 西村 淳也猪熊 広次氏 辻野 泰之 洞�湖 レイクヴィラファーム 448－101：49．11� 41．1�
510 ブーケコサージュ 牝3黒鹿54 �島 良太 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 422－ 61：49．73� 137．8�
815 メイマックス �3鹿 56 太宰 啓介古賀 和夫氏 昆 貢 新冠 上井農場 B444－ 61：49．91� 529．8�
714 アスペッタティーバ 牡3青鹿56 松若 風馬小松 達昌氏 森 秀行 日高 新生ファーム 532 ―1：52．6大差 114．4�
47 レッドヴェルティス 牡3鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－121：52．81� 49．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，106，600円 複勝： 57，397，900円 枠連： 7，842，000円
馬連： 45，999，500円 馬単： 23，557，000円 ワイド： 43，756，000円
3連複： 71，580，500円 3連単： 85，614，900円 計： 369，854，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 230円 � 110円 枠 連（3－8） 1，870円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 750円 �� 230円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 341066 的中 � 54357（3番人気）
複勝票数 計 573979 的中 � 76635（3番人気）� 40559（5番人気）� 227328（1番人気）
枠連票数 計 78420 的中 （3－8） 3244（8番人気）
馬連票数 計 459995 的中 �� 14941（9番人気）
馬単票数 計 235570 的中 �� 3615（19番人気）
ワイド票数 計 437560 的中 �� 12908（10番人気）�� 57266（1番人気）�� 27295（4番人気）
3連複票数 計 715805 的中 ��� 33057（5番人気）
3連単票数 計 856149 的中 ��� 5503（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―48．6―1：00．3―1：12．3―1：24．1―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーダーナチュラル �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Doctor Dino デビュー 2022．2．6 中京5着

2019．2．21生 牡3黒鹿 母 フィジオクラート 母母 Affaire de Moeurs 6戦1勝 賞金 9，720，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスペッタティーバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月16日まで平地

競走に出走できない。
レッドヴェルティス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月16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〕 メイマックス号・レッドヴェルティス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月16日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アパショナード号・クリノキューチャン号・ショウナンナダル号・ダイリュウブラック号・ビートルジュース号・

ラブカヒルー号
（非抽選馬） 1頭 テイエムケントオー号

19052 7月16日 曇 重 （4小倉3） 第5日 第4競走 ��1，000�3歳未勝利
発走11時35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

57 ロックユアハート 牝3鹿 54 坂井 瑠星青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 458＋ 6 57．9 5．0�
610 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 488－ 4 58．0クビ 2．0�
711 ピンクムーン 牝3栗 54

52 △小沢 大仁森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 428－ 6 58．32 7．2�

33 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 506＋ 6 58．51� 14．5�
22 ミ テ ィ エ ラ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 22．3�
69 キャプテンローレル 牡3栗 56 城戸 義政 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 アラキフアーム 458－ 2 〃 ハナ 122．4	
712 ワンダークレイモア 牡3黒鹿56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 472－ 2 58．7� 5．7

58 ユーフェイス 牡3栗 56 松山 弘平 STレーシング 鈴木 孝志 日高 木村牧場 490＋ 4 59．12� 31．8�
34 サザンクロスナイト 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 B472－ 2 〃 クビ 66．4�
45 サンライズモストロ 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 492－18 〃 ハナ 90．5
46 ニホンピロペリー 牡3鹿 56 国分 恭介小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 476＋ 6 59．2� 46．2�
813 スペースザリッパー 牡3鹿 56 幸 英明 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 木村牧場 510－ 6 59．62� 31．9�
814 メイショウベレー 牝3栗 54

52 △松本 大輝松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村下 明博 440＋ 2 59．7クビ 269．4�
11 シンシナティ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心中西 桂子氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 444＋ 61：00．02 60．3�
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売 得 金
単勝： 46，914，200円 複勝： 69，569，000円 枠連： 9，882，100円
馬連： 55，950，000円 馬単： 28，654，000円 ワイド： 56，645，700円
3連複： 82，938，600円 3連単： 103，353，700円 計： 453，907，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 220円 �� 770円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 7，150円

票 数

単勝票数 計 469142 的中 � 74125（2番人気）
複勝票数 計 695690 的中 � 79312（2番人気）� 311659（1番人気）� 68282（4番人気）
枠連票数 計 98821 的中 （5－6） 16247（2番人気）
馬連票数 計 559500 的中 �� 88367（1番人気）
馬単票数 計 286540 的中 �� 20532（3番人気）
ワイド票数 計 566457 的中 �� 73620（1番人気）�� 15800（8番人気）�� 49109（3番人気）
3連複票数 計 829386 的中 ��� 43784（3番人気）
3連単票数 計1033537 的中 ��� 10479（12番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．9―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロックユアハート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sholokhov デビュー 2022．5．22 中京12着

2019．4．8生 牝3鹿 母 ロックマイハート 母母 Rondinay 4戦1勝 賞金 7，820，000円
〔3走成績による出走制限〕 シンシナティ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月16日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナオミニデレデレヤ号
（非抽選馬） 3頭 アジアンライナー号・サンライズタイタン号・テイエムキバイモン号



19053 7月16日 晴 良 （4小倉3） 第5日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25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
1：46．9
1：44．5

良
良

66 コンクシェル 牝2黒鹿54 福永 祐一前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444 ―1：48．4 6．3�

77 サトノキャサリン 牝2栗 54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 426 ―1：48．72 17．8�
33 フラッシングレート 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468 ―1：49．12� 4．1�
44 ネ ー ブ ル 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：49．31� 20．5�
11 ウインターズテイル 牝2芦 54 松山 弘平 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 450 ―1：49．4� 5．3	
22 エルモサミオ 牝2黒鹿54 川田 将雅山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 480 ―1：49．82� 2．1

55 マロンアルジャン 牝2栗 54 岩田 望来 �YGGホースクラブ 牧田 和弥 日高 門別山際牧場 444 ― 〃 クビ 38．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 46，269，000円 複勝： 25，431，600円 枠連： 発売なし
馬連： 40，178，400円 馬単： 24，963，400円 ワイド： 27，195，700円
3連複： 45，316，800円 3連単： 106，522，400円 計： 315，877，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 300円 � 690円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 840円 �� 370円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 29，620円

票 数

単勝票数 計 462690 的中 � 61372（4番人気）
複勝票数 計 254316 的中 � 35904（4番人気）� 13401（6番人気）
馬連票数 計 401784 的中 �� 9610（10番人気）
馬単票数 計 249634 的中 �� 3450（19番人気）
ワイド票数 計 271957 的中 �� 7937（10番人気）�� 20174（5番人気）�� 9152（9番人気）
3連複票数 計 453168 的中 ��� 8500（15番人気）
3連単票数 計1065224 的中 ��� 2607（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．8―48．7―1：00．4―1：12．4―1：24．5―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
・（1，5）（3，7）4，6－2・（1，5）（3，7）2（4，6）

2
4
1，5（3，7）－4（6，2）・（1，5，7）（3，6，2）－4

勝馬の
紹 介

コンクシェル �

父 キ ズ ナ �


母父 Galileo 初出走

2020．4．25生 牝2黒鹿 母 ザ ナ 母母 Maskaya 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19054 7月16日 晴 良 （4小倉3） 第5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

11 タガノタント 牡2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510 ―1：08．8 4．6�

66 ト ー ル キ ン 牡2鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 488 ―1：08．9クビ 5．6�
88 ペイシャフラワー 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ北所 直人氏 高橋 康之 新ひだか 友田牧場 454 ―1：09．96 12．1�
77 タロントゥーズ 牡2鹿 54 川田 将雅前田 晋二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450 ―1：10．11� 1．9�
44 ラ コ ン チ ャ 牡2黒鹿54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：10．73� 7．8�
55 タガノヴィクター 牡2黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478 ―1：10．8� 16．3�
22 エスオールージュ 牝2鹿 54

52 △小沢 大仁岡本 昌市氏 藤沢 則雄 様似 猿倉牧場 448 ―1：10．9クビ 111．6	
33 カ シ ノ ニ ケ 牝2鹿 54 中井 裕二柏木 務氏 西田雄一郎 鹿児島 柏木 務 462 ―1：14．1大差 95．7


（8頭）

売 得 金
単勝： 48，136，600円 複勝： 31，060，700円 枠連： 発売なし
馬連： 41，674，500円 馬単： 25，765，300円 ワイド： 28，168，200円
3連複： 45，107，100円 3連単： 100，158，800円 計： 320，071，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 170円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 390円 �� 580円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 481366 的中 � 86858（2番人気）
複勝票数 計 310607 的中 � 64454（2番人気）� 45910（3番人気）� 29915（5番人気）
馬連票数 計 416745 的中 �� 28456（5番人気）
馬単票数 計 257653 的中 �� 9157（10番人気）
ワイド票数 計 281682 的中 �� 19497（5番人気）�� 12191（9番人気）�� 9082（12番人気）
3連複票数 計 451071 的中 ��� 12832（11番人気）
3連単票数 計1001588 的中 ��� 6217（47番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノタント �
�
父 ヤマカツエース �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．3．7生 牡2栗 母 タガノヴィアーレ 母母 ビーグレイシャス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 カシノニケ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノニケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月16日まで平地競走に

出走できない。



19055 7月16日 晴 良 （4小倉3） 第5日 第7競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

611 バレエマスター 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 464－ 81：59．2 15．5�
48 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± 01：59．62 2．1�
12 エルゲルージ 牡3鹿 56 坂井 瑠星犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 500－101：59．71 2．8�
59 ヴァレプロフォンダ 牡3鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 杉山 晴紀 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 42：00．01� 8．4�
713 ス タ ロ ー ン 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：00．21 16．5�
818 バクシンフォワード 牡3鹿 56 団野 大成杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 454± 02：00．52 59．3	
612 ニシノクレセント 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 502－ 62：00．71� 14．3

23 アイスソード 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 446＋ 2 〃 クビ 272．7�
715 ムーンスター 牝3栗 54 北村 友一田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B424－ 62：01．12 222．8�
35 � スタニングスター 牝3鹿 54 福永 祐一 社台レースホース友道 康夫 英 Teruya

Yoshida B422－ 62：01．2	 22．6�
47 レイワガンタン 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 458－ 62：02．37 219．1�
510 ロードレアル 牡3青鹿56 長岡 禎仁 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム B460－ 82：02．4	 271．6�
816 メイショウカミヨシ 牝3黒鹿54 富田 暁松本 好雄氏 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 442＋ 42：02．5� 298．1�
24 ラヴァーズリング 牝3青鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 472－ 22：04．09 419．0�
11 カリグラフィー 牝3青鹿54 高倉 稜広尾レース� 田中 克典 新ひだか 木村 秀則 456－102：04．21 304．6�
817 シャルムランプ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 408－ 22：04．52 264．3�
36 メイショウコウヨウ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 416－ 82：04．71� 229．8�
714 ホープインザダーク 牡3鹿 56 荻野 極 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム B516＋ 62：04．91 37．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，385，300円 複勝： 63，494，800円 枠連： 15，617，300円
馬連： 66，584，700円 馬単： 34，537，100円 ワイド： 63，199，600円
3連複： 109，115，800円 3連単： 138，477，800円 計： 541，412，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 230円 � 110円 � 110円 枠 連（4－6） 810円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 480円 �� 640円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 16，040円

票 数

単勝票数 計 503853 的中 � 25971（5番人気）
複勝票数 計 634948 的中 � 36891（5番人気）� 231509（1番人気）� 147155（2番人気）
枠連票数 計 156173 的中 （4－6） 14765（2番人気）
馬連票数 計 665847 的中 �� 32869（6番人気）
馬単票数 計 345371 的中 �� 5950（15番人気）
ワイド票数 計 631996 的中 �� 28976（7番人気）�� 20490（8番人気）�� 129382（1番人気）
3連複票数 計1091158 的中 ��� 64950（3番人気）
3連単票数 計1384778 的中 ��� 6257（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―34．4―47．0―59．5―1：11．5―1：23．7―1：35．8―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

・（14，12）（2，13）5（4，17）7，11，3（1，15）8，6，9－（18，16）－10・（12，13）（2，11）（14，9）（5，8）7，4（18，3）（1，15）10－（6，16）17
勝馬の
紹 介

バレエマスター �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．12．11 阪神5着

2019．2．1生 牡3鹿 母 パドパピヨン 母母 グランパドドゥ 6戦1勝 賞金 9，020，000円
〔その他〕 シャルムランプ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウコウヨウ号・ホープインザダーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年8月16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〕 レイワガンタン号・ロードレアル号・メイショウカミヨシ号・ホープインザダーク号は，「3走成績による出走

制限」のため，令和4年9月16日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルプレミアム号
（非抽選馬） 3頭 ウォーターレクラ号・セピアーチェ号・ソリトン号

19056 7月16日 晴 重 （4小倉3） 第5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

813 ヒロノシュン �3芦 54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 484－ 61：43．9 3．5�
11 スーパーチーフ 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480－ 61：44．85 7．6�
33 ウインアウォード 牡3栗 54 松若 風馬�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 514－ 8 〃 アタマ 32．7�
46 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 490± 01：45．01� 28．8�
58 サンライズアリオン 牡3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 512－ 41：45．1クビ 2．4	
22 ブライトホルン 牡3黒鹿 54

52 △松本 大輝�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 41：45．42 12．7


711 ポルテーニャ 牝3栗 52
50 △小沢 大仁�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± 0 〃 クビ 142．4�
69 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 B478－ 21：46．03� 394．6�
45 ワールドハート 牡3黒鹿54 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 424－111：46．21 58．6
610� シャープレシオ 牡5黒鹿57 富田 暁青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 472－ 91：46．62� 97．5�
712 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 440＋ 41：46．81 223．8�
57 メイショウキートス 牝4青鹿55 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 444－ 81：47．12 9．7�
34 アクティブバイオ 牡3芦 54 団野 大成バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 478－ 61：47．2クビ 52．5�
814 ブレーヴジャッカル 牡4栗 57 岩田 望来 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム B470－ 21：47．41� 7．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，756，400円 複勝： 59，615，100円 枠連： 16，821，500円
馬連： 67，195，600円 馬単： 27，902，400円 ワイド： 61，788，500円
3連複： 106，446，600円 3連単： 121，582，400円 計： 505，108，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 230円 � 640円 枠 連（1－8） 1，060円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，530円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 28，970円

票 数

単勝票数 計 437564 的中 � 99681（2番人気）
複勝票数 計 596151 的中 � 119567（2番人気）� 68260（3番人気）� 18457（8番人気）
枠連票数 計 168215 的中 （1－8） 12269（3番人気）
馬連票数 計 671956 的中 �� 37956（4番人気）
馬単票数 計 279024 的中 �� 8672（8番人気）
ワイド票数 計 617885 的中 �� 33523（5番人気）�� 10085（21番人気）�� 5067（28番人気）
3連複票数 計1064466 的中 ��� 8853（28番人気）
3連単票数 計1215824 的中 ��� 3042（89番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．6―12．6―12．1―11．9―12．4―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．6―42．2―54．3―1：06．2―1：18．6―1：31．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノシュン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．11．13 阪神5着

2019．4．7生 �3芦 母 スイートスズラン 母母 スイートケンメア 8戦2勝 賞金 21，550，000円



19057 7月16日 晴 良 （4小倉3） 第5日 第9競走 2，000�
と い み さ き

都 井 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ラ リ ュ エ ル 牝3黒鹿52 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 430＋ 61：59．0 2．3�
88 エグランタイン 牝3黒鹿52 小崎 綾也�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋181：59．21� 31．0�
66 エーデルブルーメ 牝3鹿 52 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 468－ 21：59．83� 2．9�
77 エピプランセス 牝3栗 52 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± 0 〃 クビ 5．0�
33 プレミアスコア 牝3栗 52 岩田 望来 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：59．9� 10．1	
22 ツッチーフェイス 牝3黒鹿52 小沢 大仁 STレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 470＋ 82：00．11 19．1

11 サ ク 牝3鹿 52 幸 英明増田江利子氏 北出 成人 日高 前野牧場 452＋182：00．52� 24．9�
55 ワイドアウェイク 牝4栗 55 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 105．1�
89 カ ツ コ 牝4黒鹿55 今村 聖奈武田 修氏 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 82：00．92� 19．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，220，800円 複勝： 48，339，800円 枠連： 10，251，200円
馬連： 65，044，700円 馬単： 31，857，800円 ワイド： 49，782，300円
3連複： 93，108，200円 3連単： 161，563，000円 計： 507，167，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 420円 � 110円 枠 連（4－8） 1，800円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 920円 �� 170円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 11，280円

票 数

単勝票数 計 472208 的中 � 162171（1番人気）
複勝票数 計 483398 的中 � 121643（2番人気）� 15176（8番人気）� 149876（1番人気）
枠連票数 計 102512 的中 （4－8） 4398（7番人気）
馬連票数 計 650447 的中 �� 14620（13番人気）
馬単票数 計 318578 的中 �� 4743（18番人気）
ワイド票数 計 497823 的中 �� 11494（14番人気）�� 96144（1番人気）�� 14564（10番人気）
3連複票数 計 931082 的中 ��� 40228（5番人気）
3連単票数 計1615630 的中 ��� 10381（37番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．3―12．5―12．1―11．6―11．3―12．0―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―36．9―49．4―1：01．5―1：13．1―1：24．4―1：36．4―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ リ ュ エ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．4 阪神1着

2019．3．27生 牝3黒鹿 母 カウアイレーン 母母 シルバーレーン 4戦2勝 賞金 23，496，000円

19058 7月16日 晴 重 （4小倉3） 第5日 第10競走 ��1，000�
い と し ま

糸 島 特 別
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
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

814 ショウゲッコウ 牝5鹿 55 荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 472－ 8 57．8 11．6�

712 ム ジ ッ ク 牝4栗 55 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B484± 0 58．12 34．2�
46 ラインガルーダ 牡5鹿 57 小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 464－ 8 〃 アタマ 8．4�
11 オ カ リ ナ 牡5栗 57 �島 良太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528－14 58．41� 117．8�
711� フ リ ー ド 牝4鹿 55 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 西園 正都 愛 Lynch

Bages Ltd 504± 0 58．5� 2．4	
45 シホノディレット 牡3鹿 54 松本 大輝村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞	湖 レイクヴィラファーム B528－ 4 58．6
 6．6

58 ミ ラ ク ル 牝4鹿 55 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454－14 58．7クビ 41．1�
34 ゴッドクインビー 牝3鹿 52 角田 大河中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 432－ 8 〃 ハナ 5．7�
22 デアリングウーマン 牝4鹿 55 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450＋16 〃 クビ 7．9
813 ビートマジック �6黒鹿57 藤懸 貴志岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 470－ 4 58．8
 34．6�
33 パロットビーク 牝4黒鹿55 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋10 59．01� 22．4�
610 クリノカサット 牝7栗 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 452－ 6 59．2
 336．6�
57 ロードクラージュ �5鹿 57 中井 裕二 �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 B466＋12 59．41� 34．5�
69  フチサンメルチャン 牡5栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 470＋ 2 〃 クビ 67．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 66，917，800円 複勝： 74，364，700円 枠連： 28，596，500円
馬連： 111，656，000円 馬単： 44，888，000円 ワイド： 92，966，900円
3連複： 165，048，700円 3連単： 181，757，300円 計： 766，195，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 320円 � 680円 � 360円 枠 連（7－8） 1，280円

馬 連 �� 16，640円 馬 単 �� 32，550円

ワ イ ド �� 3，970円 �� 1，750円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 39，800円 3 連 単 ��� 344，050円

票 数

単勝票数 計 669178 的中 � 46092（6番人気）
複勝票数 計 743647 的中 � 63950（5番人気）� 26105（8番人気）� 56698（6番人気）
枠連票数 計 285965 的中 （7－8） 17308（5番人気）
馬連票数 計1116560 的中 �� 5200（47番人気）
馬単票数 計 448880 的中 �� 1034（87番人気）
ワイド票数 計 929669 的中 �� 5992（45番人気）�� 13918（21番人気）�� 6881（39番人気）
3連複票数 計1650487 的中 ��� 3110（123番人気）
3連単票数 計1817573 的中 ��� 383（858番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．0―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウゲッコウ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2019．11．16 京都1着

2017．4．5生 牝5鹿 母 スウィープイン 母母 フェザースティッチ 22戦3勝 賞金 55，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ビートマジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ロードクラージュ号の騎手中井裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒヤ号
（非抽選馬） 1頭 テンテキセンセキ号



19059 7月16日 晴 重 （4小倉3） 第5日 第11競走 ��1，700�西部日刊スポーツ杯
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．7．17以降R4．7．10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

西部日刊スポーツ新聞社賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

11 ミステリオーソ 牡5黒鹿56 藤岡 康太 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 486－ 41：43．8 4．7�
48 ハンディーズピーク 牡4鹿 54 坂井 瑠星前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B512－ 21：43．9クビ 8．7�
47 ファシネートゼット 牝5栗 53 秋山真一郎吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：44．22 45．8�
510 アドマイヤメティス 牝5鹿 53 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 414－ 4 〃 ハナ 32．7�
612 エターナリー 牡5栗 54 岩田 望来吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 450－ 41：44．3クビ 8．1�
36 セイクリッドゲイズ 牡4鹿 55 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 アタマ 9．4	
23 アジャストザルート 牡5鹿 54 富田 暁 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム B488－101：44．4� 53．0

611 ダノンロイヤル 牡7鹿 54 小沢 大仁�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 548＋ 21：44．82� 56．1�
35 モダスオペランディ 牡6鹿 55 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 21：45．01 10．2
714� クリノホノオ 牡5鹿 56 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 500＋181：45．1� 13．4�
815 ヴァーチャリティ 牝4鹿 52 西村 淳也�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 448－121：45．2� 38．7�
816 ウインダークローズ 牡5青鹿53 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム B484－141：45．3� 87．4�
713 ランスオブアース 牝4青鹿52 今村 聖奈五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 41：45．4クビ 8．1�
59 ソルトイブキ 牡6黒鹿54 高倉 稜杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 484± 01：45．72 116．7�
12 ヴィクターバローズ �5鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 454－101：46．01� 62．4�
24 アルメイダミノル 牡4芦 55 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 洞	湖 レイクヴィラファーム 528＋ 61：48．4大差 4．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，236，000円 複勝： 124，615，800円 枠連： 52，177，900円
馬連： 238，116，100円 馬単： 81，047，300円 ワイド： 183，035，200円
3連複： 414，924，400円 3連単： 417，034，200円 計： 1，608，186，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 320円 � 910円 枠 連（1－4） 1，910円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，890円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 18，430円 3 連 単 ��� 79，330円

票 数

単勝票数 計 972360 的中 � 164482（2番人気）
複勝票数 計1246158 的中 � 213520（1番人気）� 98717（6番人気）� 28917（11番人気）
枠連票数 計 521779 的中 （1－4） 21108（11番人気）
馬連票数 計2381161 的中 �� 88928（5番人気）
馬単票数 計 810473 的中 �� 15935（9番人気）
ワイド票数 計1830352 的中 �� 62410（5番人気）�� 15964（32番人気）�� 10107（46番人気）
3連複票数 計4149244 的中 ��� 16884（60番人気）
3連単票数 計4170342 的中 ��� 3811（265番人気）

ハロンタイム 7．0―10．5―11．1―12．5―12．6―12．2―12．5―12．9―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．5―28．6―41．1―53．7―1：05．9―1：18．4―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミステリオーソ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．1．10生 牡5黒鹿 母 ミステリアスオーラ 母母 レディソヴリン 18戦4勝 賞金 91，107，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ギブミーラブ号・タイセイアゲイン号・ダッチマン号

19060 7月16日 晴 良 （4小倉3） 第5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

44 スノーテーラー 牝5芦 55 坂井 瑠星中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 454＋161：07．9 10．2�
55 テーオースパロー 牡3黒鹿54 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 484－ 21：08．11 4．6�
68 � モラトリアム 牝4鹿 55 和田 竜二安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 446＋ 41：08．2� 6．2�
710 オラヴェリタス 牡3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B496± 01：08．31 6．6�
11 � ナ サ 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大河杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 B456± 01：08．51 31．0�
79 � バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 7．6	
22 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 448－ 81：08．6� 5．8

811 プレヴォール 牡3栗 54 団野 大成杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 462－ 21：08．7� 76．4�
67 メイショウナスカ 牝7鹿 55

51 ★永島まなみ松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 472－201：08．8� 50．0�
33 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 442－ 21：08．9� 5．2
56 グラストンベリー 牝3鹿 52 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 422－ 21：09．0� 18．9�
812 フ ァ タ リ テ 牡6鹿 57

55 △小沢 大仁奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 B452＋ 21：09．21	 64．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 69，139，200円 複勝： 89，111，500円 枠連： 22，090，000円
馬連： 125，561，800円 馬単： 47，708，300円 ワイド： 101，956，100円
3連複： 192，000，900円 3連単： 226，108，700円 計： 873，676，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 290円 � 170円 � 210円 枠 連（4－5） 2，380円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 830円 �� 940円 �� 620円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 35，590円

票 数

単勝票数 計 691392 的中 � 53812（7番人気）
複勝票数 計 891115 的中 � 69929（7番人気）� 159998（1番人気）� 105849（4番人気）
枠連票数 計 220900 的中 （4－5） 7191（11番人気）
馬連票数 計1255618 的中 �� 37216（13番人気）
馬単票数 計 477083 的中 �� 5813（36番人気）
ワイド票数 計1019561 的中 �� 31303（12番人気）�� 27368（15番人気）�� 43603（4番人気）
3連複票数 計1920009 的中 ��� 26202（23番人気）
3連単票数 計2261087 的中 ��� 4605（152番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．3―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．5―44．9―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．4
3 1，4（8，9）（10，12）5（6，11）2，7，3 4 ・（1，4）（8，9）（10，12）（5，6，11）（2，7）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スノーテーラー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．10 京都4着

2017．3．16生 牝5芦 母 クラウンミストラル 母母 プロヴァンス 14戦2勝 賞金 26，110，000円



（4小倉3）第5日 7月16日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 159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
2，990，000円
26，160，000円
1，180，000円
22，660，000円
69，082，000円
4，372，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
617，859，700円
737，272，800円
186，203，600円
958，835，900円
416，323，400円
807，548，300円
1，491，795，500円
1，811，207，000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 7，027，046，200円

総入場人員 5，255名 （有料入場人員 4，810名）
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