
19085 7月24日 晴 良 （4小倉3） 第8日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

811 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 464－141：08．4 5．2�

11 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 452＋ 41：08．61 2．8�

67 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 412＋10 〃 クビ 7．1�

812 ニードレストゥセイ 牝2鹿 54 坂井 瑠星ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－ 21：08．7� 4．0�

22 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 406－ 4 〃 ハナ 30．2�
55 スプレンディダ 牝2鹿 54

52 △松本 大輝吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 422－ 61：09．01� 402．5	
68 フェルヴェンテ 牡2鹿 54 国分 優作ロイヤルパーク 加用 正 日高 日高大洋牧場 452－ 21：09．1� 12．1

33 ラガープリンセス 牝2鹿 54

52 △小沢 大仁奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 シンボリ牧場 390－ 61：09．42 202．8�
710 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 452＋ 2 〃 ハナ 22．9�
79 ミヤジミニー 牝2鹿 54

51 ▲角田 大河曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432± 01：09．6� 42．1
44 シャープソーン 牝2鹿 54 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442± 01：09．7� 24．8�
56 ア シ リ パ 牝2鹿 54 松山 弘平飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 442－ 4 〃 アタマ 41．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，926，800円 複勝： 56，282，900円 枠連： 12，949，000円
馬連： 58，451，700円 馬単： 27，582，600円 ワイド： 55，657，600円
3連複： 93，459，500円 3連単： 103，751，800円 計： 449，061，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 120円 � 160円 枠 連（1－8） 320円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 300円 �� 490円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 409268 的中 � 66669（3番人気）
複勝票数 計 562829 的中 � 87735（2番人気）� 153713（1番人気）� 78797（4番人気）
枠連票数 計 129490 的中 （1－8） 30875（1番人気）
馬連票数 計 584517 的中 �� 62329（2番人気）
馬単票数 計 275826 的中 �� 14130（4番人気）
ワイド票数 計 556576 的中 �� 48266（2番人気）�� 27015（6番人気）�� 49788（1番人気）
3連複票数 計 934595 的中 ��� 51560（2番人気）
3連単票数 計1037518 的中 ��� 11130（11番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．3―44．7―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノトキメキ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．7．9 小倉3着

2020．1．23生 牝2鹿 母 レッドアシェット 母母 ウィンドハック 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。
※出走取消馬 テイエムアタック号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

19086 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8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

36 リ ゴ レ ッ ト 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B426－ 41：46．3 4．2�
23 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 B444－ 6 〃 ハナ 4．1�
713 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± 01：46．72� 6．7�
612 エイシンブラボー 牝3栗 54

51 ▲角田 大河�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 408＋ 2 〃 クビ 17．5�
510 ポ ッ ト マ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 平山牧場 464－ 21：47．55 87．3	
59 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 432＋ 21：47．71� 3．6

47 フェルンマンボ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 480 ―1：48．12� 60．9�

714 トーホウパラダイス 牝3栗 54 和田 竜二東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 462－ 4 〃 アタマ 16．9�
815 テイエムハニーダン 牝3黒鹿54 秋山真一郎竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 大島牧場 506－ 81：48．31 26．8
12 サンパティーク 牝3黒鹿54 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 ハナ 95．6�
35 スマートクオーク 牝3鹿 54 岩田 望来大川 徹氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 504＋141：48．72� 28．7�
11 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 456± 01：48．9� 22．0�
24 ハーディネス 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �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 486＋ 41：50．7大差 14．2�
816 ジョーヌヴェール 牝3鹿 54 加藤 祥太川崎 賢二氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 432－ 61：50．91 135．6�
611 カーソンテソーロ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ了德寺健二ホール
ディングス� 高橋 康之 日高 リョーケンファー

ム株式会社 390－14 〃 クビ 249．1�
48 シゲルマンカイ 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 新冠 中央牧場 414 ―1：53．9大差 194．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，716，100円 複勝： 57，187，200円 枠連： 11，564，200円
馬連： 59，144，100円 馬単： 25，104，100円 ワイド： 62，088，600円
3連複： 95，821，600円 3連単： 93，041，200円 計： 442，667，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 150円 � 160円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 350円 �� 500円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 9，130円

票 数

単勝票数 計 387161 的中 � 72161（3番人気）
複勝票数 計 571872 的中 � 98480（2番人気）� 96989（3番人気）� 86882（4番人気）
枠連票数 計 115642 的中 （2－3） 14792（1番人気）
馬連票数 計 591441 的中 �� 50845（3番人気）
馬単票数 計 251041 的中 �� 10479（4番人気）
ワイド票数 計 620886 的中 �� 46877（2番人気）�� 30937（6番人気）�� 33393（5番人気）
3連複票数 計 958216 的中 ��� 39619（4番人気）
3連単票数 計 930412 的中 ��� 7386（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―43．1―55．5―1：07．9―1：20．5―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ゴ レ ッ ト �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．9．11 中京2着

2019．2．4生 牝3鹿 母 プリンセスカメリア 母母 ラトラヴィアータ 7戦1勝 賞金 10，070，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルマンカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月24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 メイショウオリジン号
（非抽選馬） 3頭 グリーンシアター号・ノンズブレス号・メイショウトワニ号

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

第３回 小倉競馬 第８日



19087 7月24日 晴 良 （4小倉3） 第8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

612 ショウナンナダル 牝3黒鹿54 M．デムーロ国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 442－ 41：46．9 7．2�
713 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 472＋ 81：47．43� 2．2�
47 ラブカヒルー 牝3鹿 54 西村 淳也増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 442－ 61：47．61� 63．5�
611 サニーバローズ 牝3栃栗54 団野 大成猪熊 広次氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464± 01：47．81 7．7�
36 ビートルジュース 牝3青 54 加藤 祥太阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 418－ 81：47．9� 113．4�
48 アパショナード 牡3黒鹿56 岩田 望来大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト

クラブ 420－ 8 〃 ハナ 58．7�
59 イドロボニータ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド B470－10 〃 アタマ 91．6	
23 マリーナドンナ 牝3鹿 54 福永 祐一 
サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442－101：48．11� 3．9�
815 クリオミニーズ 牡3青鹿56 北村 友一 
サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 482－ 41：48．2� 9．4�
12 トーホウグラス 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ東豊物産 高橋 康之 日高 竹島 幸治 434＋101：49．15 260．5�
816 カムアウトロール 牝3栗 54 幸 英明服部健太郎氏 辻野 泰之 新冠 三村 卓也 422－ 21：49．2クビ 335．2�
11 メイショウヤマジロ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 高橋フアーム 500－161：50．79 277．1�
714 ヤマニンモノポリー 牡3栗 56

53 ▲川端 海翼土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 516＋12 〃 クビ 241．4�
35 コ ト ル 牝3青鹿54 松若 風馬吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 496 ―1：50．9� 11．9�
24 テーオーインパクト 牡3栗 56

53 ▲角田 大河小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 506－ 31：51．32� 292．9�
510	 ブンダクリフス 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈ゴドルフィン 寺島 良 愛 Dunrowan
Consultancy 484 ―1：51．93� 54．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，389，200円 複勝： 79，709，000円 枠連： 11，865，900円
馬連： 62，811，200円 馬単： 34，160，300円 ワイド： 59，950，800円
3連複： 97，899，400円 3連単： 127，609，500円 計： 521，395，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 110円 � 840円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 370円 �� 5，500円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 12，150円 3 連 単 ��� 60，820円

票 数

単勝票数 計 473892 的中 � 52536（3番人気）
複勝票数 計 797090 的中 � 61479（5番人気）� 356382（1番人気）� 12739（8番人気）
枠連票数 計 118659 的中 （6－7） 20310（1番人気）
馬連票数 計 628112 的中 �� 59830（3番人気）
馬単票数 計 341603 的中 �� 11867（7番人気）
ワイド票数 計 599508 的中 �� 46852（3番人気）�� 2574（37番人気）�� 9722（15番人気）
3連複票数 計 978994 的中 ��� 6043（31番人気）
3連単票数 計1276095 的中 ��� 1521（146番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．3―11．5―11．8―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．2―47．5―59．0―1：10．8―1：22．9―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンナダル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．6．27 阪神3着

2019．1．27生 牝3黒鹿 母 ヴ ィ リ ア 母母 ファイトガリバー 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーインパクト号・ブンダクリフス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

8月24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〕 メイショウヤマジロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月24日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クロミツ号
（非抽選馬） 2頭 イズジョーアーサー号・テイエムラトーヌ号

19088 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第4競走 1，200�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
1：05．8
1：05．8

良
良

612 プリモカリーナ 牝3鹿 54 北村 友一ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440± 01：07．6 2．8�
23 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 440－ 2 〃 ハナ 2．6�
713 ロッホローモンド 牡3鹿 56 幸 英明合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 448＋ 41：08．23� 20．9�
715 タマモテラコッタ 牡3芦 56 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B484－ 4 〃 クビ 11．0�
12 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 462＋ 41：08．3� 10．0	
816 ショウナンナージャ 牝3青鹿54 国分 恭介国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 440－ 21：08．82� 13．4

714 プリムスフィーリア 牝3鹿 54 藤懸 貴志成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 458－ 2 〃 ハナ 279．7�
24 ト イ ム ム 牝3青鹿54 団野 大成成田 才仁氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 456＋ 8 〃 アタマ 80．6�
510 クリノゴールド 牝3黒鹿54 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 新冠 富本 茂喜 422＋10 〃 アタマ 87．4
35 ルクスリリー 牝3鹿 54 横山 典弘�ルクス 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 412＋221：09．33 154．6�
611 ワイズダムアスク 牝3栗 54 加藤 祥太廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 370＋ 2 〃 クビ 479．4�
818 クリノイットウセイ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 川島 正広 430＋ 21：09．72� 303．5�
59 サンドスピリット 牡3鹿 56 西村 淳也下河辺美智子氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 460 ― 〃 アタマ 91．1�
817 タガノマリン 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼八木 良司氏 石坂 公一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 400＋101：09．8クビ 310．3�

48 ブリリアントギフト 牝3黒鹿54 岩田 望来山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 388＋ 21：10．86 82．1�
11 コイニオチテ 牡3鹿 56 田中 勝春野村 茂雄氏 森 秀行 浦河 酒井牧場 B496＋ 2 〃 クビ 14．3�
36 カシノトムキャット �3鹿 56

53 ▲服部 寿希柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 460－141：11．11� 527．1�
47 マテラハチイチ 牡3鹿 56 松山 弘平大野 照旺氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 B504＋ 21：12．05 13．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，028，500円 複勝： 59，271，900円 枠連： 13，783，000円
馬連： 63，443，200円 馬単： 28，246，900円 ワイド： 63，287，600円
3連複： 105，031，900円 3連単： 122，408，200円 計： 504，501，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 130円 � 340円 枠 連（2－6） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 190円 �� 730円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 5，450円

票 数

単勝票数 計 490285 的中 � 137738（2番人気）
複勝票数 計 592719 的中 � 116065（2番人気）� 154679（1番人気）� 28943（8番人気）
枠連票数 計 137830 的中 （2－6） 28165（1番人気）
馬連票数 計 634432 的中 �� 120279（1番人気）
馬単票数 計 282469 的中 �� 25261（2番人気）
ワイド票数 計 632876 的中 �� 107263（1番人気）�� 18919（10番人気）�� 21678（9番人気）
3連複票数 計1050319 的中 ��� 50872（4番人気）
3連単票数 計1224082 的中 ��� 16254（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．5―11．1―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．4―43．5―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．2
3 ・（3，12）15－（5，8）4，13（1，2）（9，16）（11，14）18（17，10）＝（7，6） 4 ・（3，12，15）－5，4（8，13，16）2（9，14）（1，11）10，18，17＝6，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリモカリーナ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Blu Air Force デビュー 2022．3．21 中京11着

2019．2．19生 牝3鹿 母 ベ ッ ト ー レ 母母 Happy Sue 4戦1勝 賞金 7，020，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリリアントギフト号・コイニオチテ号・マテラハチイチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年8月24日まで平地競走に出走できない。
カシノトムキャット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月24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〕 ワイズダムアスク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月24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） 2頭 シルバーペコ号・ナムラキャッツ号
（非抽選馬） 4頭 アスクチャンプガイ号・ダンディジョー号・フィンスタビライザ号・モーニングパス号



19089 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8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

33 レッドソリッド 牡2鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 494 ―1：50．1 8．0�
44 ショウナンアキドン 牡2鹿 54 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 天羽牧場 460 ―1：50．2� 3．9�
89 モズマーカッシン 牡2黒鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 高柳 大輔 日高 白井牧場 436 ― 〃 ハナ 14．2�
78 ディオファントス 牡2青鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492 ―1：50．51� 2．5�
810 ヤマカツキントーン 牡2栗 54 秋山真一郎山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 488 ―1：51．03 27．5	
22 サザンショア 牝2鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 410 ―1：51．31� 4．3

66 アマートカヴァロ 牡2黒鹿54 太宰 啓介猪又 晶介氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 466 ―1：51．83 68．1�
11 ヘラクレスノット 牡2栗 54 西村 淳也吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 アタマ 29．9�
77 オーロイプラータ 牡2鹿 54 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 516 ―1：53．39 59．2
55 コスモアリス 牝2鹿 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 426 ―1：53．83 34．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，715，200円 複勝： 37，046，100円 枠連： 8，983，400円
馬連： 53，879，600円 馬単： 29，285，200円 ワイド： 41，197，200円
3連複： 73，279，600円 3連単： 108，846，100円 計： 406，232，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 150円 � 280円 枠 連（3－4） 1，170円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，030円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 21，910円

票 数

単勝票数 計 537152 的中 � 55972（4番人気）
複勝票数 計 370461 的中 � 48792（4番人気）� 76129（2番人気）� 28841（5番人気）
枠連票数 計 89834 的中 （3－4） 5940（5番人気）
馬連票数 計 538796 的中 �� 32937（5番人気）
馬単票数 計 292852 的中 �� 7430（12番人気）
ワイド票数 計 411972 的中 �� 25006（5番人気）�� 9720（11番人気）�� 16534（8番人気）
3連複票数 計 732796 的中 ��� 12541（15番人気）
3連単票数 計1088461 的中 ��� 3601（75番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―12．9―12．4―12．2―12．0―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．5―38．4―50．8―1：03．0―1：15．0―1：26．6―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドソリッド �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ローエングリン 初出走

2020．3．25生 牡2鹿 母 ステレオグラム 母母 ステレオタイプ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19090 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時55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

12 アドマイヤジェイ 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：46．8 1．7�
510 ミステリーボックス �3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B492－ 41：47．0� 13．2�
35 ブラックサウザー 牡3青 56 国分 恭介今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 430＋ 6 〃 ハナ 14．3�
24 ヒロシゲアトム 牡3鹿 56 岩田 望来�ウエストヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 岡田牧場 480－ 51：47．1� 139．7�
47 タイセイフェイバー 牡3青鹿56 和田 竜二田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 528＋ 21：47．41� 17．3�
611 ペルマナント 牡3黒鹿56 坂井 瑠星	ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ B430－ 61：47．72 5．6

48 ホウオウブリッツ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈小笹 芳央氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494± 01：48．55 10．5�
816 リリーアロー 牡3鹿 56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム B492－ 6 〃 クビ 10．1�
59 ショットオブザデイ 牡3鹿 56 田中 勝春服部健太郎氏 四位 洋文 日高 白井牧場 458＋ 4 〃 ハナ 200．4
11 クチャモザクワジャ 牡3栗 56 団野 大成幅田 京子氏 奥村 豊 新冠 カミイスタット 512＋16 〃 アタマ 58．1�
713 シンゼンハット 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 富田牧場 438－ 21：48．71 163．0�
36 リ ョ ウ フ ウ 牡3鹿 56 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B490－ 81：48．8� 73．5�
23 レッドマグノリア 牡3鹿 56

54 △松本 大輝 	東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 502＋261：49．43� 54．8�
815 サヨノミニスター 牡3黒鹿56 中井 裕二吉岡 泰治氏 長谷川浩大 新冠 ラツキー牧場 B458± 01：50．03� 132．1�
612 テーオーパルフェ 牡3栗 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 41：50．64 51．6�
714 ルクススパーク 牝3鹿 54 福永 祐一	ルクス 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 470＋171：51．98 65．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，396，100円 複勝： 106，454，700円 枠連： 16，305，400円
馬連： 65，856，400円 馬単： 37，506，900円 ワイド： 68，495，700円
3連複： 108，794，200円 3連単： 143，281，200円 計： 596，090，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 320円 枠 連（1－5） 930円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 480円 �� 590円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 16，720円

票 数

単勝票数 計 493961 的中 � 224994（1番人気）
複勝票数 計1064547 的中 � 592648（1番人気）� 62070（5番人気）� 40394（7番人気）
枠連票数 計 163054 的中 （1－5） 13469（4番人気）
馬連票数 計 658564 的中 �� 47083（5番人気）
馬単票数 計 375069 的中 �� 21573（5番人気）
ワイド票数 計 684957 的中 �� 38383（4番人気）�� 30609（6番人気）�� 5729（25番人気）
3連複票数 計1087942 的中 ��� 13302（15番人気）
3連単票数 計1432812 的中 ��� 6212（39番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．9―12．9―12．6―11．8―12．6―12．9―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．3―43．2―55．8―1：07．6―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．2
1
3
7，10（1，14）（2，16）8（3，12）（4，13）（6，11）15－5－9・（7，10）11（1，16，5）2（4，8）（3，14）（6，13）（12，15）－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤジェイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．31 阪神2着

2019．2．17生 牡3鹿 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 5戦1勝 賞金 12，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルクススパーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月24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〕 サヨノミニスター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月24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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サクラトップラン号・フィニッシュアップ号
（非抽選馬） 7頭 キンプウ号・サンサンタイヨウ号・チャーミーアイズ号・テイエムキバイモン号・テイエムケントオー号・

ルールザウイングス号・ロマンドブリエ号



19091 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：56．8
1：56．1

良
良

44 アーティット 牡3鹿 54 坂井 瑠星金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 480± 01：59．5 5．1�

55 セ ル ケ ト 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：59．92� 4．6�
710 ジャスティンヴェル 牡3黒鹿54 福永 祐一三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 478－ 42：00．0� 14．9�
812 サツキハピネス 牝4黒鹿 55

51 ★今村 聖奈小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 450＋ 2 〃 ハナ 39．3�
56 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± 0 〃 ハナ 99．4�
33 テーオーソラネル 牡3黒鹿54 川田 将雅小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B488± 0 〃 ハナ 3．5	
22 ゼンノインヴォーク 牡3鹿 54 田中 勝春大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 442－ 22：00．1アタマ 7．2

68 クラウンドマジック 牡3黒鹿54 横山 典弘�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 498－ 82：00．2� 12．0�
67 ブリングトゥライフ 牝4鹿 55 幸 英明�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 466± 02：00．41� 22．7�
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± 0 〃 クビ 13．7
811 ケンハービンジャー 牡4鹿 57

55 △小沢 大仁中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 432＋162：00．5� 197．9�

79 ロードラプソディ 牡3鹿 54 岩田 望来 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 488＋122：01．35 8．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，194，000円 複勝： 72，378，400円 枠連： 12，286，200円
馬連： 79，549，500円 馬単： 30，883，500円 ワイド： 69，715，900円
3連複： 116，457，200円 3連単： 126，173，800円 計： 557，638，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 170円 � 390円 枠 連（4－5） 1，220円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，100円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 21，470円

票 数

単勝票数 計 501940 的中 � 78505（3番人気）
複勝票数 計 723784 的中 � 113196（3番人気）� 128001（2番人気）� 38163（7番人気）
枠連票数 計 122862 的中 （4－5） 7784（4番人気）
馬連票数 計 795495 的中 �� 55659（3番人気）
馬単票数 計 308835 的中 �� 10081（7番人気）
ワイド票数 計 697159 的中 �� 47524（3番人気）�� 15542（16番人気）�� 17397（13番人気）
3連複票数 計1164572 的中 ��� 19163（15番人気）
3連単票数 計1261738 的中 ��� 4259（57番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．8―12．2―11．7―11．9―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．2―49．0―1：01．2―1：12．9―1：24．8―1：36．3―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アーティット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2021．11．13 阪神3着

2019．4．19生 牡3鹿 母 アブソリュートレディ 母母 Lil’s Jessy 8戦2勝 賞金 26，620，000円

19092 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：43．8
1：43．8

良
良

33 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 B464－ 61：46．5 9．9�
610 シゲルイワイザケ 牝3青鹿52 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：46．81� 2．8�
58 ルヴァンノワール 牝4鹿 55

51 ★今村 聖奈 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 438＋ 21：47．22� 6．7�
69 アランヴェリテ 牡3芦 54 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 21：47．31 11．2�
45 グルーヴビート 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 61：47．4� 14．7�
712� プリティユニバンス 牝5黒鹿55 藤懸 貴志亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452＋ 41：47．5� 189．1	
57 ウォーターブレイク 牝6黒鹿 55

52 ▲角田 大河山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 57．9


34 マンクスホップ 牝3栗 52 松山 弘平 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428± 01：47．61 25．4�

813 ヒルノアントラ �5青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B460± 0 〃 ハナ 8．1
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 476＋ 41：48．23� 36．5�
814 セレッソフレイム 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 440＋ 21：48．62� 380．0�
711� ラストアプローズ 牝4鹿 55

53 △松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 476＋101：49．02 372．7�

46 セルリアンルネッタ 牡3鹿 54 荻野 極�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 456－ 4 〃 ハナ 261．7�
11 グラティトゥー 牡4黒鹿57 福永 祐一ライオンレースホース� 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 81：49．95 3．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，521，200円 複勝： 64，582，100円 枠連： 21，644，900円
馬連： 78，342，800円 馬単： 32，472，500円 ワイド： 67，293，000円
3連複： 119，312，500円 3連単： 135，806，200円 計： 562，975，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 250円 � 140円 � 200円 枠 連（3－6） 730円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，020円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 17，530円

票 数

単勝票数 計 435212 的中 � 35091（5番人気）
複勝票数 計 645821 的中 � 54083（6番人気）� 152438（1番人気）� 78961（3番人気）
枠連票数 計 216449 的中 （3－6） 22711（3番人気）
馬連票数 計 783428 的中 �� 40815（5番人気）
馬単票数 計 324725 的中 �� 6118（16番人気）
ワイド票数 計 672930 的中 �� 29262（7番人気）�� 15547（13番人気）�� 59370（1番人気）
3連複票数 計1193125 的中 ��� 36694（4番人気）
3連単票数 計1358062 的中 ��� 5616（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．0―47．6―58．8―1：10．2―1：21．9―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーシリウス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．12．20 中京3着

2018．4．3生 牡4黒鹿 母 ハロースカーレット 母母 ハローサンライズ 14戦2勝 賞金 21，030，000円



19093 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第9競走 ��1，200�
う ん ぜ ん

雲 仙 特 別
発走14時25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
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

11 セ リ シ ア 牝4芦 55 川田 将雅西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 462＋ 41：07．6 14．7�
22 ブレスレスリー 牝3芦 52 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 61：07．7� 2．7�
79 � ロングファイナリー �6鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 468± 01：07．8クビ 57．9�
78 ジューンベロシティ 牡4青鹿57 松若 風馬吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B468－ 21：07．9	 22．9�
810 アルトシュタット 牡3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 クビ 24．4�
66 メイショウハボタン 牝4鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 450－14 〃 ハナ 25．3	
67 カイカノキセキ 牝3青鹿52 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋121：08．21� 4．5

44 テーオーディエス 牝4鹿 55 幸 英明小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 444－ 21：08．41 38．4�
55 � フローラルドレス 牝5鹿 55 西村 淳也髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 418－ 4 〃 クビ 310．3�
811 ゼットレヨン 牡3鹿 54 福永 祐一�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 41：09．25 13．6
33 ショウナンマッハ 牡3鹿 54 松山 弘平国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 498± 01：09．31 2．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，291，300円 複勝： 70，387，100円 枠連： 17，243，400円
馬連： 94，238，200円 馬単： 41，976，800円 ワイド： 75，779，600円
3連複： 147，862，300円 3連単： 202，907，900円 計： 710，686，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 280円 � 140円 � 770円 枠 連（1－2） 1，710円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 630円 �� 6，090円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 19，260円 3 連 単 ��� 104，700円

票 数

単勝票数 計 602913 的中 � 32720（5番人気）
複勝票数 計 703871 的中 � 56759（4番人気）� 185288（1番人気）� 17109（10番人気）
枠連票数 計 172434 的中 （1－2） 7792（8番人気）
馬連票数 計 942382 的中 �� 48523（4番人気）
馬単票数 計 419768 的中 �� 7882（13番人気）
ワイド票数 計 757796 的中 �� 32697（4番人気）�� 3057（40番人気）�� 10240（22番人気）
3連複票数 計1478623 的中 ��� 5757（55番人気）
3連単票数 計2029079 的中 ��� 1405（275番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．5―11．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．7―32．2―43．5―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ リ シ ア �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．29 新潟2着

2018．2．22生 牝4芦 母 サワノパルファン 母母 サワノプリマベーラ 20戦3勝 賞金 45，908，000円
〔制裁〕 ブレスレスリー号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：10番）

19094 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第10競走 ��1，700�
い わ く に

岩 国 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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

816 レガーメペスカ 牡5黒鹿57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 492－161：44．5 9．6�
59 グットディール 牡3鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：44．7� 2．8�
815 ラ ル フ 牡4栗 57 松山 弘平�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 472－ 6 〃 ハナ 13．7�
713 タガノクリステル 牝3黒鹿52 和田 竜二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B476＋ 21：44．8クビ 7．8�
11 キングズソード 牡3鹿 54 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 500＋ 21：44．9� 7．1�
23 � 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 454－ 4 〃 クビ 19．7	
47 キョウワウォール 牡6黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B474－101：45．0� 20．5

36 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 480＋ 41：45．63� 31．4�
612 ジ ロ ー 牡5鹿 57 西村 淳也エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 ハナ 43．2�
510 サンライズグリット 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 452－ 61：45．81	 6．4
48 
 シェイリーン 牝3芦 52 坂井 瑠星吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country

Horse Farms, LLC B486± 01：46．43� 11．1�
35 � フェブタイズ 牡6鹿 57 岩田 望来釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 516－ 61：46．5クビ 67．8�
611 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 502＋ 61：46．81� 124．6�
12 スズカルビコン 牡4栗 57 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B512－ 61：46．9� 134．1�
24 レッドロムルス 牡4栗 57 荻野 極 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 446－101：47．11	 275．0�
714 リュクスウォリアー 牡5鹿 57 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B500－ 61：49．2大差 40．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，758，900円 複勝： 102，372，200円 枠連： 32，454，100円
馬連： 158，526，600円 馬単： 55，752，900円 ワイド： 128，861，500円
3連複： 253，301，500円 3連単： 256，558，700円 計： 1，060，586，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 150円 � 310円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，320円 �� 910円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 32，860円

票 数

単勝票数 計 727589 的中 � 60518（5番人気）
複勝票数 計1023722 的中 � 78210（5番人気）� 234939（1番人気）� 73559（7番人気）
枠連票数 計 324541 的中 （5－8） 38119（1番人気）
馬連票数 計1585266 的中 �� 71289（5番人気）
馬単票数 計 557529 的中 �� 10219（12番人気）
ワイド票数 計1288615 的中 �� 45973（4番人気）�� 24534（17番人気）�� 36657（6番人気）
3連複票数 計2533015 的中 ��� 31068（17番人気）
3連単票数 計2565587 的中 ��� 5660（87番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―11．6―12．6―12．2―11．8―12．3―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―29．8―42．4―54．6―1：06．4―1：18．7―1：31．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．1
1
3

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

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

レガーメペスカ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2019．9．29 阪神10着

2017．3．20生 牡5黒鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 13戦3勝 賞金 53，098，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 ナムラゴロフキン号

１レース目



19095 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，800�第70回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，R3．7．24以降R4．7．17まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

トヨタ賞（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 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

714 ベ レ ヌ ス 牡5鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 518－ 61：45．9 11．6�
611 カ テ ド ラ ル 牡6鹿 57 団野 大成 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 21：46．0� 28．6�
815 ファルコニア 牡5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 3．8�
12 ミスニューヨーク 牝5青鹿54 M．デムーロ�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 468± 01：46．21� 4．7�
612 ヴァリアメンテ 牡4青鹿54 岩田 望来�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 4 〃 クビ 10．5	
713 カ デ ナ 牡8鹿 57．5 今村 聖奈前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 478－101：46．3クビ 17．3

510 シャーレイポピー 牝4鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 ハナ 8．8�
816 レインボーフラッグ 牡9鹿 52 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 456± 01：46．4クビ 185．3�
47 スーパーフェザー 	7鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 クビ 58．1
35 カイザーミノル 牡6鹿 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B456＋101：46．5� 7．3�
36 アーデントリー 牡6鹿 54 坂井 瑠星巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 446－ 81：46．71� 36．8�
48 モズナガレボシ 牡5芦 55 荻野 極 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 496＋ 4 〃 ハナ 40．6�
59 ワールドウインズ 	5鹿 56 田中 勝春川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 466＋ 41：46．8クビ 28．6�
24 
 ダブルシャープ 牡7鹿 56 幸 英明天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 490＋ 2 〃 クビ 18．3�
11 ベステンダンク 牡10栗 56 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 B506－141：47．22� 57．7�
23 コ ル テ ジ ア 牡5青鹿56 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 21：47．41 12．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 349，878，500円 複勝： 474，226，100円 枠連： 169，570，600円
馬連： 943，312，900円 馬単： 313，560，000円 ワイド： 798，258，100円
3連複： 2，051，786，500円 3連単： 2，155，012，100円 計： 7，255，604，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 350円 � 630円 � 170円 枠 連（6－7） 3，160円

馬 連 �� 15，860円 馬 単 �� 28，790円

ワ イ ド �� 4，420円 �� 770円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 17，920円 3 連 単 ��� 142，070円

票 数

単勝票数 計3498785 的中 � 240248（6番人気）
複勝票数 計4742261 的中 � 325490（6番人気）� 160448（10番人気）� 922587（1番人気）
枠連票数 計1695706 的中 （6－7） 41508（20番人気）
馬連票数 計9433129 的中 �� 46071（52番人気）
馬単票数 計3135600 的中 �� 8168（98番人気）
ワイド票数 計7982581 的中 �� 44892（55番人気）�� 278871（5番人気）�� 104968（21番人気）
3連複票数 計20517865 的中 ��� 85863（56番人気）
3連単票数 計21550121 的中 ��� 10997（485番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―12．0―11．8―11．4―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―48．1―59．9―1：11．3―1：22．6―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．6
1
3
14，3（1，6）5（2，10）（4，9，15）（7，8）16（11，12）－13
14（3，6）（1，10）（5，15，16）（4，2）（8，11）（7，9，12）13

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

勝馬の
紹 介

ベ レ ヌ ス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．8．10 小倉3着

2017．3．6生 牡5鹿 母 カフヴァール 母母 スペシャルアラート 21戦5勝 賞金 124，823，000円
〔制裁〕 ベレヌス号の騎手西村淳也は，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：3番・1番）

レインボーフラッグ号の騎手小牧太は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について戒告。
カテドラル号の騎手団野大成は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2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。
（非抽選馬） 2頭 アスコルターレ号・マンオブスピリット号

19096 7月24日 曇 良 （4小倉3） 第8日 第12競走 1，000�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
56．8
56．8

重
重

67 ウォームライト 牡3青鹿54 福永 祐一窪田 芳郎氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 58．1 3．5�
56 サエールフェイス 牝3芦 52 団野 大成 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 466－ 2 58．31� 4．7�
79 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 498－ 4 58．4クビ 6．4�
812� タガノトランキーロ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486－ 2 58．82� 4．4�

44 テイエムハヤテオー 牡4栗 57
53 ★今村 聖奈竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 464－ 6 59．22� 6．6�

33 カネトシバレンシア 牝4栗 55 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450－ 2 59．3� 62．1	
11 ゴイゴイスー 牡4鹿 57 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 504＋ 6 〃 クビ 7．9

55 � エ ナ ホ ー プ 牝8黒鹿 55

53 △松本 大輝宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 498－25 59．51� 195．5�
22 � ムーンオブバローダ 牡6栗 57 横山 典弘 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 496＋ 8 59．6� 16．2
68 メイショウコミチ 牝6鹿 55

53 △小沢 大仁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 438－38 59．8� 126．4�
710 アイファームーラン 牝3黒鹿52 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± 0 〃 クビ 220．6�
811� ヒメノジャッカル 牡5鹿 57

53 ★永島まなみ橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448－ 81：00．01� 197．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 111，189，400円 複勝： 115，150，600円 枠連： 25，021，000円
馬連： 170，390，800円 馬単： 73，350，900円 ワイド： 137，127，400円
3連複： 252，475，800円 3連単： 334，206，300円 計： 1，218，912，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 160円 � 170円 枠 連（5－6） 950円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 420円 �� 500円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計1111894 的中 � 253564（1番人気）
複勝票数 計1151506 的中 � 186549（1番人気）� 180647（3番人気）� 177190（4番人気）
枠連票数 計 250210 的中 （5－6） 20302（2番人気）
馬連票数 計1703908 的中 �� 134703（2番人気）
馬単票数 計 733509 的中 �� 29624（3番人気）
ワイド票数 計1371274 的中 �� 83916（3番人気）�� 67824（7番人気）�� 92263（2番人気）
3連複票数 計2524758 的中 ��� 103522（3番人気）
3連単票数 計3342063 的中 ��� 31901（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．8―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォームライト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Broken Vow デビュー 2021．6．19 阪神11着

2019．2．26生 牡3青鹿 母 ジェントルヴァウ 母母 Ranter 7戦2勝 賞金 15，000，000円

４レース目



（4小倉3）第8日 7月24日（日曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 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

241，630，000円
26，820，000円
1，690，000円
31，190，000円
74，178，000円
4，919，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
967，005，200円
1，295，048，300円
353，671，100円
1，887，947，000円
729，882，600円
1，627，713，000円
3，515，482，000円
3，909，603，000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 14，286，352，200円

総入場人員 9，085名 （有料入場人員 8，449名）



令和4年度 第3回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，242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

1，727，620，000円
34，480，000円
193，860，000円
10，770，000円
209，060，000円
549，396，000円
37，910，500円
11，923，200円

勝馬投票券売得金
5，610，618，700円
7，442，160，700円
1，762，431，300円
9，681，143，900円
4，111，592，800円
8，004，029，100円
16，142，000，900円
19，774，762，400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 72，528，739，800円

総入場延人員 57，341名 （有料入場延人員 53，444名）
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