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18001 7月3日 曇 良 （3福島1） 第1日 第1競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走10時10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� 基準タイム2：57．4良

69 ビレッジイーグル 牡4黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 500－ 62：58．2 8．6�
34 ベイビーステップ 牡7鹿 60 伴 啓太大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 496± 02：58．41 10．1�
22 メリディアンローグ 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：58．71� 5．1�
46 シゲルベンガルトラ 牡7栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 472－142：59．65 6．6�
57 ニシノオクタゴン 牡6青鹿60 小野寺祐太西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 488＋ 23：00．23� 52．4�
45 ハーツシンフォニー 牡4青鹿60 石神 深一 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 478＋ 43：00．83� 7．2	
711 キタノギャラクシー 牡4鹿 60 植野 貴也北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 486＋ 43：01．97 34．1

33 � モズエロイコ 牡5鹿 60 平沢 健治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 490＋ 43：02．11	 2．2�
610
 ビッグスコール 牡5鹿 60 金子 光希木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 556± 03：03．59 43．9�
58 シ ン ラ イ 牡5芦 60 蓑島 靖典丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 B476－ 23：03．81� 137．3
11 トゥーフラッシー 牝5鹿 58 高野 和馬西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 464－ 43：03．9� 53．0�
814 アスターコルネット 牡4黒鹿60 小坂 忠士加藤 久枝氏 南井 克巳 様似 髙村 伸一 498＋103：08．0大差 146．5�
813
 トーセンアイアン 牡5鹿 60 大庭 和弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 520－103：13．2大差 180．7�
712 オンワードセルフ 牡5鹿 60 田村 太雅樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B504＋113：13．51� 119．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，053，600円 複勝： 29，648，900円 枠連： 10，681，300円
馬連： 38，013，400円 馬単： 20，952，500円 ワイド： 33，005，400円
3連複： 70，650，500円 3連単： 82，555，500円 計： 306，561，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 200円 � 260円 � 180円 枠 連（3－6） 650円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 910円 �� 570円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 36，010円

票 数

単勝票数 計 210536 的中 � 19496（5番人気）
複勝票数 計 296489 的中 � 40090（3番人気）� 26913（6番人気）� 46304（2番人気）
枠連票数 計 106813 的中 （3－6） 12700（3番人気）
馬連票数 計 380134 的中 �� 8608（15番人気）
馬単票数 計 209525 的中 �� 2131（31番人気）
ワイド票数 計 330054 的中 �� 9041（12番人気）�� 15261（6番人気）�� 11418（10番人気）
3連複票数 計 706505 的中 ��� 12693（15番人気）
3連単票数 計 825555 的中 ��� 1662（116番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．1－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビレッジイーグル �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ニューイングランド デビュー 2019．10．6 東京7着

2017．3．12生 牡4黒鹿 母 トキノナスティア 母母 ブランディニー 障害：6戦1勝 賞金 11，890，000円
〔制裁〕 シゲルベンガルトラ号の騎手草野太郎は，1周目3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：1番）

18002 7月3日 曇 稍重 （3福島1） 第1日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

814 ア デ ウ ス 牝3鹿 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 442－ 61：48．7 15．2�
57 ユキヤコンコン 牝3芦 54

53 ☆菅原 明良椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 470＋ 41：48．8� 8．6�
58 ビリーヴインミー 牝3黒鹿54 三浦 皇成�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 468－ 8 〃 アタマ 3．2�
69 ロジディープ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 438－ 21：49．54 18．8�
813 アポロスマイル 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 B484＋ 81：49．6� 4．0�
46 モモエチャン 牝3芦 54 柴田 大知 	リトルブルーファーム 和田 雄二 清水 リトルブルーファーム 438－ 61：49．7� 39．0

711 ラブカプチーノ 牝3芦 54 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 498－ 41：49．8クビ 3．7�
712 ルージュブラン 牝3芦 54 嶋田 純次 	東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 454± 01：50．01� 20．0�
22 サトミノヒカリ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 448－ 61：50．63� 11．2

11 グローリアスカムイ 牝3栗 54 木幡 巧也日下部勝德氏 松山 将樹 日高 ノースガーデン 462± 01：50．7� 122．6�
34 モーニングアヤメ 牝3栗 54 宮崎 北斗今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 462＋ 41：50．8� 288．6�
33 ピュアマジョリック 牝3鹿 54 木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B450＋ 41：51．01� 113．2�
45 イ ト ザ ク ラ 牝3鹿 54 武士沢友治村上 卓史氏 小手川 準 浦河 川越ファーム B412－ 81：51．32 192．8�
610 キタノサスピション 牝3芦 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 438－ 41：51．4� 149．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，636，100円 複勝： 45，785，200円 枠連： 11，307，300円
馬連： 53，904，500円 馬単： 25，218，300円 ワイド： 47，488，800円
3連複： 84，054，100円 3連単： 91，389，400円 計： 389，783，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 340円 � 210円 � 160円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 6，170円 馬 単 �� 14，110円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 960円 �� 640円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 70，410円

票 数

単勝票数 計 306361 的中 � 16108（6番人気）
複勝票数 計 457852 的中 � 28986（6番人気）� 57017（4番人気）� 88627（1番人気）
枠連票数 計 113073 的中 （5－8） 15819（2番人気）
馬連票数 計 539045 的中 �� 6763（21番人気）
馬単票数 計 252183 的中 �� 1340（45番人気）
ワイド票数 計 474888 的中 �� 7671（21番人気）�� 12714（13番人気）�� 19877（5番人気）
3連複票数 計 840541 的中 ��� 7323（32番人気）
3連単票数 計 913894 的中 ��� 941（238番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―11．8―13．2―13．4―13．3―13．0―12．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．3―43．5―56．9―1：10．2―1：23．2―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア デ ウ ス �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．11 福島12着

2018．4．2生 牝3鹿 母 サーレムフォレスト 母母 ウッドマンズシック 10戦1勝 賞金 7，420，000円
〔3走成績による出走制限〕 モーニングアヤメ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月3日まで平地競走に出走でき

ない。
※出走取消馬 アッシュゲイル号（疾病〔感冒〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインジュノー号

第１回 福島競馬 第１日



18003 7月3日 曇 稍重 （3福島1） 第1日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

23 � アメリカンエール 牡3芦 56 石橋 脩 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. B492± 01：47．3 3．7�

611 グランディス 牡3鹿 56 三浦 皇成石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 B458± 0 〃 ハナ 19．3�
610� ニルアドミラリ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-

worth 562± 01：47．51� 13．1�
712 ヴ ァ ル ガ ス 牡3鹿 56 津村 明秀�フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム 492－ 81：47．92� 12．2�
713 ゲットアップ �3黒鹿56 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B472± 01：48．75 6．9�
35 シングンジョーイ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 446＋ 11：48．8クビ 133．9	
46 グランドアルナイル 牡3栗 56 吉田 豊田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 474－ 21：48．9� 25．5

47 トーセンマルコ 牡3青鹿56 丸田 恭介島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 21：49．0� 2．8�
815 タマモコレクト 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵タマモ� 辻 哲英 新冠 対馬 正 476－101：49．1アタマ 35．7
34 サトルアプローチ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 448± 01：49．42 108．5�
22 フジマサインパクト 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 424－ 21：49．5クビ 5．8�
11 ヤマタケメジャー 牡3鹿 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新冠 大狩部牧場 470－ 6 〃 クビ 258．4�
59 リングボーイ �3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 404－ 61：50．03 190．6�

58 ブールタング �3青鹿56 丸山 元気�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510＋ 21：50．1� 193．6�

814 シ ズ ヨ シ 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子吉岡 泰治氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 504 ―1：56．5大差 83．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，897，500円 複勝： 53，974，500円 枠連： 13，654，700円
馬連： 57，880，100円 馬単： 26，099，200円 ワイド： 52，345，800円
3連複： 88，357，600円 3連単： 96，625，000円 計： 426，834，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 470円 � 320円 枠 連（2－6） 1，020円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 800円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 41，870円

票 数

単勝票数 計 378975 的中 � 80247（2番人気）
複勝票数 計 539745 的中 � 116561（2番人気）� 24244（8番人気）� 39835（5番人気）
枠連票数 計 136547 的中 （2－6） 10353（5番人気）
馬連票数 計 578801 的中 �� 13174（13番人気）
馬単票数 計 260992 的中 �� 3825（19番人気）
ワイド票数 計 523458 的中 �� 12651（13番人気）�� 17359（8番人気）�� 6238（22番人気）
3連複票数 計 883576 的中 ��� 6463（33番人気）
3連単票数 計 966250 的中 ��� 1673（143番人気）

ハロンタイム 6．9―12．0―12．0―13．1―12．8―12．3―12．3―12．3―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．9―30．9―44．0―56．8―1：09．1―1：21．4―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3

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

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

�アメリカンエール �
�
父 Tapit �

�
母父 Broken Vow デビュー 2020．10．31 東京11着

2018．4．7生 牡3芦 母 Sindy With an S 母母 Backroom Blues 9戦1勝 賞金 12，190，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シズヨシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月3日まで平地競走に出走

できない。

18004 7月3日 曇 良 （3福島1） 第1日 第4競走 ��2，750�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （ 芝 ）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
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� 基準タイム2：57．4良

68 マサハヤドリーム �9鹿 62 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 460－ 82：58．8 2．0�
67 マイネルヴァッサー 牡8鹿 60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430± 02：59．01� 10．6�
55 � ジ ゲ ン 牡4鹿 60 難波 剛健林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 456＋ 62：59．31	 4．0�
44 
 ウインリベロ 牡6栗 60 石神 深一�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 436－ 43：00．04 20．8�
710 パリカラノテガミ 牡10鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 456－ 43：00．31� 14．0�
812 プレシャスタイム 牡8鹿 60 高田 潤小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 444－ 6 〃 ハナ 127．0	
811 インシュラー �7鹿 60 蓑島 靖典 
シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456－123：00．83 32．1�
22 
 メイショウハチク �7鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 468－103：00．9� 9．4�
33 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 熊沢 重文 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 524± 03：01．11� 56．8
56 ザ メ イ ダ ン 牡5黒鹿60 金子 光希大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 492± 03：01．41	 10．3�
79 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 502＋ 43：02．03� 51．1�
11 
 ブラックワンダー �5青鹿60 伴 啓太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 456＋ 13：04．0大差 40．2�
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売 得 金
単勝： 23，576，600円 複勝： 31，386，200円 枠連： 10，835，000円
馬連： 40，146，500円 馬単： 22，579，000円 ワイド： 33，666，500円
3連複： 70，086，300円 3連単： 95，301，400円 計： 327，577，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 150円 枠 連（6－6） 700円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 310円 �� 250円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 235766 的中 � 92112（1番人気）
複勝票数 計 313862 的中 � 94786（1番人気）� 35595（4番人気）� 47113（2番人気）
枠連票数 計 108350 的中 （6－6） 11842（3番人気）
馬連票数 計 401465 的中 �� 38918（2番人気）
馬単票数 計 225790 的中 �� 15693（2番人気）
ワイド票数 計 336665 的中 �� 27699（2番人気）�� 37736（1番人気）�� 11974（6番人気）
3連複票数 計 700863 的中 ��� 43236（1番人気）
3連単票数 計 953014 的中 ��� 16771（3番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．9－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．12 京都1着

2012．3．17生 �9鹿 母 ラ ン ペ イ ア 母母 ス マ ラ 障害：13戦3勝 賞金 66，776，000円



18005 7月3日 曇 良 （3福島1） 第1日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時35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
1：08．5
1：07．5

良
良

22 ウ ィ リ ン 牝2黒鹿54 M．デムーロジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 418 ―1：09．1 2．0�
11 セキテイホノオー 牡2芦 54 田中 勝春杉山 元洋氏 古賀 史生 新ひだか ウエスタンファーム 436 ―1：10．37 21．9�
44 ベ ニ ッ シ モ 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 460 ― 〃 クビ 22．1�
33 エ シ ェ ロ ン 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 山岡牧場 452 ―1：10．4クビ 34．6�
68 ザナイトカフェ 牡2鹿 54 津村 明秀 �コスモヴューファーム 宗像 義忠 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：10．5� 24．1	
69 ヴェールアンレーヴ 牝2鹿 54 丸山 元気 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 432 ―1：10．71� 3．5

812 チ ア リ ン グ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 448 ―1：10．9� 57．2�
45 ニ シ ノ ア ナ 牝2鹿 54 石川裕紀人西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 468 ―1：11．11� 7．1�
56 デ フ ィ デ リ 牡2青鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 448 ―1：11．41� 98．1
710 スピードドリブン 牡2鹿 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 496 ―1：11．61� 15．5�
57 プランセスカグヤ 牝2鹿 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 440 ―1：12．34 75．9�
711 ナ ム ラ メ イ 牝2鹿 54 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 446 ―1：12．72� 103．7�
813 キタノパフューム 牝2鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 小林 仁 422 ―1：18．3大差 160．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，018，800円 複勝： 44，007，500円 枠連： 10，820，900円
馬連： 58，692，400円 馬単： 28，698，500円 ワイド： 44，754，400円
3連複： 82，242，000円 3連単： 104，968，700円 計： 424，203，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 360円 � 280円 枠 連（1－2） 1，690円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 720円 �� 560円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 21，370円

票 数

単勝票数 計 500188 的中 � 202666（1番人気）
複勝票数 計 440075 的中 � 138797（1番人気）� 23348（7番人気）� 32411（4番人気）
枠連票数 計 108209 的中 （1－2） 4952（6番人気）
馬連票数 計 586924 的中 �� 25972（5番人気）
馬単票数 計 286985 的中 �� 9672（8番人気）
ワイド票数 計 447544 的中 �� 16265（7番人気）�� 21325（5番人気）�� 4503（26番人気）
3連複票数 計 822420 的中 ��� 10197（21番人気）
3連単票数 計1049687 的中 ��� 3560（66番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．0―11．7―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．3―46．0―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ィ リ ン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．3．23生 牝2黒鹿 母 レッドカーラ 母母 シンデレラロマンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 キタノパフューム号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

18006 7月3日 曇 稍重 （3福島1） 第1日 第6競走 ��1，150�2歳新馬
発走13時05分 （ダート・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
1：07．4
1：07．4

不良
不良

712 イチネンエーグミ 牡2鹿 54 石川裕紀人藤本 彰氏 茶木 太樹 新ひだか 前田牧場 538 ―1：09．5 15．8�
35 カラフルキューブ 牝2鹿 54 津村 明秀�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：09．82 2．2�
46 モ ネ 牝2栗 54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 458 ―1：10．01� 7．8�
814 ル ピ コ ラ 牝2栗 54 柴田 大知ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：10．95 48．9�
713 ラッパラッパー 牝2栗 54 武藤 雅西森 功氏 堀井 雅広 平取 二風谷ファーム 454 ―1：11．32 7．1�
59 ジェイケイボニータ 牝2鹿 54 M．デムーロ小谷野次郎氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 478 ―1：11．61� 7．0	
815 キタノアンコール 牡2鹿 54

53 ☆木幡 育也北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 坂本牧場 478 ―1：11．81� 55．2

47 アルティマボス 牡2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子�木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 486 ―1：11．9クビ 23．3�
610 ミスターブリーズ 牡2栗 54

51 ▲原 優介木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 484 ―1：12．43 202．0
34 フェスティヴメノコ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心臼井義太郎氏 清水 英克 浦河 富田牧場 412 ―1：12．61� 44．2�
11 ミスターサマンサ 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480 ― 〃 アタマ 8．2�
58 ジャパンナイト 牡2黒鹿54 野中悠太郎森口 聡氏 杉浦 宏昭 浦河 チェスナット

ファーム 446 ― 〃 ハナ 84．6�
23 ディーロジャー 牡2鹿 54 内田 博幸吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 平取 スガタ牧場 454 ―1：12．7� 89．1�
22 ループアンドループ 牝2鹿 54 丸田 恭介松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 382 ―1：14．5大差 213．2�
611 アイノエクスプレス 牡2栗 54 江田 照男ライフエンタープライズ� 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 436 ―1：19．4大差 159．3�
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売 得 金
単勝： 46，597，700円 複勝： 43，556，300円 枠連： 12，403，000円
馬連： 56，510，400円 馬単： 25，980，300円 ワイド： 46，417，800円
3連複： 81，708，900円 3連単： 94，214，000円 計： 407，388，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 270円 � 120円 � 180円 枠 連（3－7） 540円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，180円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 465977 的中 � 24941（6番人気）
複勝票数 計 435563 的中 � 30084（6番人気）� 124721（1番人気）� 57269（3番人気）
枠連票数 計 124030 的中 （3－7） 17595（2番人気）
馬連票数 計 565104 的中 �� 33701（5番人気）
馬単票数 計 259803 的中 �� 5163（11番人気）
ワイド票数 計 464178 的中 �� 23431（5番人気）�� 9160（14番人気）�� 39772（1番人気）
3連複票数 計 817089 的中 ��� 24697（7番人気）
3連単票数 計 942140 的中 ��� 3285（59番人気）

ハロンタイム 9．8―11．2―11．7―11．9―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．0―32．7―44．6―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．8
3 12，6（5，13）－9－14－（7，15）（8，4）－10，2－（1，3）＝11 4 12，6（5，13）－9，14－（15，4）7＝（8，10）－（1，3）2＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イチネンエーグミ �
�
父 ポアゾンブラック �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．3．10生 牡2鹿 母 アマノブラウニイー 母母 エイユーヴィーナス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 アイノエクスプレス号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



18007 7月3日 曇 良 （3福島1） 第1日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

816 ウインシュクラン 牡3栗 56 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 42：03．1 16．9�
48 マイネルグロン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 82：03．2クビ 4．9�
510 ハ ム レ ボ 牡3鹿 56 丸田 恭介伊藤 功一氏 手塚 貴久 新ひだか 千代田牧場 506－ 22：03．41� 50．5�
11 ランドヘルツ 牡3黒鹿56 石橋 脩多田 賢司氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 450－ 2 〃 アタマ 31．2�
612 マイネルパリオート 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 6 〃 ハナ 2．6�
611 ダノンマデイラ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466＋ 22：03．5� 10．6	
47 スマイルフェアリー 牝3青 54 杉原 誠人飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 436－ 4 〃 クビ 17．9

35 ギャラクサイト 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 484± 02：03．6クビ 20．2�
714 ボーンジーニアス 牡3鹿 56 丸山 元気和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 462＋ 62：03．81� 41．1
24 グッドスペンサー 牡3鹿 56 嶋田 純次吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 新ひだか 藤原牧場 474－ 6 〃 クビ 47．8�
36 シゲルシャイン 牡3鹿 56 木幡 巧也森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 462± 0 〃 アタマ 4．0�
12 ミラキュラスサイン 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 22：04．01 259．6�

23 カフェテオドーラ 牝3黒鹿54 武藤 雅西川 光一氏 古賀 慎明 熊本 本田 土寿 460± 02：04．63� 417．4�
59 グラシアディヴィナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 526＋ 22：05．23� 21．0�
815 オンリーグローリー �3鹿 56 武士沢友治落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 516 ―2：06．58 167．6�
713 サンマルシップ 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 468－ 4 〃 クビ 220．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，240，600円 複勝： 61，284，200円 枠連： 14，506，600円
馬連： 72，501，600円 馬単： 29，534，300円 ワイド： 58，614，100円
3連複： 99，400，700円 3連単： 113，419，900円 計： 488，502，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 410円 � 210円 � 940円 枠 連（4－8） 3，090円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 10，480円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 8，630円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 54，770円 3 連 単 ��� 305，680円

票 数

単勝票数 計 392406 的中 � 18539（5番人気）
複勝票数 計 612842 的中 � 37458（5番人気）� 92139（3番人気）� 14401（11番人気）
枠連票数 計 145066 的中 （4－8） 3636（10番人気）
馬連票数 計 725016 的中 �� 11809（16番人気）
馬単票数 計 295343 的中 �� 2113（35番人気）
ワイド票数 計 586141 的中 �� 9692（17番人気）�� 1724（52番人気）�� 3854（37番人気）
3連複票数 計 994007 的中 ��� 1361（118番人気）
3連単票数 計1134199 的中 ��� 269（641番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―35．9―49．1―1：02．4―1：15．2―1：27．0―1：39．1―1：50．9

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

2
4

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

ウインシュクラン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2021．1．31 東京7着

2018．5．11生 牡3栗 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔その他〕 グラシアディヴィナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グラシアディヴィナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月3日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 4頭 インプレストサマー号・ショウナンラッキー号・ネフュージュニア号・ベルベデール号

18008 7月3日 曇 稍重 （3福島1） 第1日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

44 スノームーン 牝3鹿 52
51 ☆菅原 明良�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 448－ 61：46．8 3．1�

33 ノットイェット 牝3鹿 52 武藤 雅�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B466－101：47．33 3．7�
88 ズ ー ル ー 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 21：47．61� 5．1�
66 ネオヴィットーリア 牝7黒鹿55 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 460－ 41：47．92 53．8�
11 ナーシサステソーロ 牝4芦 55

52 ▲永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 448－ 81：48．0� 16．0�

55 コーンフィールド 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 502＋101：48．32 4．6

77 � マベルロンジュ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 456－201：49．15 80．1�
22 キタサンマーベラス 牝3栗 52

49 ▲原 優介	大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 468－ 41：49．41� 5．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 41，258，500円 複勝： 42，418，500円 枠連： 発売なし
馬連： 61，199，600円 馬単： 28，985，000円 ワイド： 40，720，300円
3連複： 71，079，400円 3連単： 147，264，300円 計： 432，925，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 270円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，650円

票 数

単勝票数 計 412585 的中 � 104894（1番人気）
複勝票数 計 424185 的中 � 99610（1番人気）� 81576（2番人気）� 67958（4番人気）
馬連票数 計 611996 的中 �� 72503（1番人気）
馬単票数 計 289850 的中 �� 18712（1番人気）
ワイド票数 計 407203 的中 �� 40374（1番人気）�� 27464（6番人気）�� 31393（4番人気）
3連複票数 計 710794 的中 ��� 57038（2番人気）
3連単票数 計1472643 的中 ��� 22946（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―43．2―56．3―1：08．5―1：20．9―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．3
1
3
2（3，4）（1，5）－（6，8）＝7・（2，3）（1，4）5－6，8＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スノームーン 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 Bernardini デビュー 2020．10．25 東京8着

2018．3．11生 牝3鹿 母 ドルドラムズ 母母 Appealing Storm 4戦2勝 賞金 12，700，000円
〔その他〕 キタサンマーベラス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キタサンマーベラス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月3日まで出走できない。



18009 7月3日 曇 良 （3福島1） 第1日 第9競走 ��2，600�
か い せ い ざ ん

開 成 山 特 別
発走14時35分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

66 ドリームインパクト 牡5鹿 57 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 500± 02：40．2 2．0�
77 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿57 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 496－102：40．73 6．1�
78 シャイニングライト 牡3鹿 54 菅原 明良井山 登氏 武井 亮 日高 日高大洋牧場 490± 02：41．01� 3．9�
44 � スカイテラス 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B478－ 42：41．1� 113．9�
810 トーセンクライマー 牡3芦 54 永野 猛蔵島川 	哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 02：41．31� 17．2

11 � ウインエアフォルク 牡4鹿 57 藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 464－ 42：41．4クビ 10．2�
22 ケイティミラクル 牡4黒鹿57 江田 照男瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 490± 02：41．5	 55．6�
55 ラヴィアンレーヴ 
5鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 13．7
89 ルーパステソーロ 牡3芦 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 530－ 42：42．03 12．3�
33 ラズベリーラバー 牝3黒鹿52 原 優介石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 450± 02：43．49 178．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，492，400円 複勝： 60，281，100円 枠連： 17，001，200円
馬連： 79，966，200円 馬単： 38，618，700円 ワイド： 57，629，300円
3連複： 118，578，200円 3連単： 184，986，900円 計： 604，554，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 210円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 230円 �� 220円 �� 350円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 2，080円

票 数

単勝票数 計 474924 的中 � 188097（1番人気）
複勝票数 計 602811 的中 � 191390（1番人気）� 96146（3番人気）� 110695（2番人気）
枠連票数 計 170012 的中 （6－7） 61537（1番人気）
馬連票数 計 799662 的中 �� 113174（2番人気）
馬単票数 計 386187 的中 �� 39925（2番人気）
ワイド票数 計 576293 的中 �� 66247（2番人気）�� 70998（1番人気）�� 37997（4番人気）
3連複票数 計1185782 的中 ��� 142468（1番人気）
3連単票数 計1849869 的中 ��� 64295（2番人気）

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

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�
13．2―25．3―38．2―50．6―1：02．6―1：14．7―1：27．5―1：40．5―1：53．2―2：05．4―2：17．0―2：28．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．0―3F34．8
1
�
・（4，7）（2，6，8）－5，9，10－3，1・（7，6）8（4，2）5（10，9）3，1

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

勝馬の
紹 介

ドリームインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shirocco デビュー 2019．7．13 福島1着

2016．1．27生 牡5鹿 母 タ ミ ー ン 母母 Najah 8戦2勝 賞金 29，113，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

18010 7月3日 曇 良 （3福島1） 第1日 第10競走 1，800�
ま つ し ま

松 島 特 別
発走15時10分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

69 クリノプレミアム 牝4栗 55 木幡 巧也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社
吉田ファーム 478＋ 61：47．4 6．6�

68 クールウォーター 牝5鹿 55 津村 明秀金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 416－ 81：47．93 5．7�

812 ミ ア マ ン テ 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋161：48．32� 38．1�
11 ウインメルシー 牝5鹿 55 田辺 裕信�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 494－ 2 〃 アタマ 14．5�
57 ヴェルザスカ 牝4鹿 55 森 一馬矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 444＋ 8 〃 ハナ 16．9�
813� ヴィオリーナ 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 470＋10 〃 クビ 10．7	
22 � ア ト ミ カ 牝6鹿 55 亀田 温心東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 450－ 21：48．4� 14．4

711 ル タ ン ブ ル 牝5黒鹿55 菅原 明良杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 466－ 21：48．5� 23．0�
45 ウルクラフト 牝5黒鹿55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B416－ 81：48．6� 147．9
56 グレイテスト 牝5芦 55 石橋 脩荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 482－ 41：48．7� 2．5�
710 ブルーバード 牝3鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 水丸牧場 430－ 41：48．91� 35．5�
33 イルヴェントデーア 牝5鹿 55 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト

クラブ 444± 0 〃 アタマ 8．2�
44 フローズンスタイル 牝4黒鹿55 藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 448－121：50．510 84．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，221，400円 複勝： 91，031，300円 枠連： 24，701，600円
馬連： 134，704，600円 馬単： 51，646，800円 ワイド： 95，498，700円
3連複： 193，094，800円 3連単： 223，312，100円 計： 875，211，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 210円 � 900円 枠 連（6－6） 2，900円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 900円 �� 4，770円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 36，710円 3 連 単 ��� 167，770円

票 数

単勝票数 計 612214 的中 � 74014（3番人気）
複勝票数 計 910313 的中 � 122382（3番人気）� 125964（2番人気）� 20769（10番人気）
枠連票数 計 247016 的中 （6－6） 6600（11番人気）
馬連票数 計1347046 的中 �� 37852（10番人気）
馬単票数 計 516468 的中 �� 7200（18番人気）
ワイド票数 計 954987 的中 �� 28564（7番人気）�� 5030（45番人気）�� 6282（40番人気）
3連複票数 計1930948 的中 ��� 3944（109番人気）
3連単票数 計2233121 的中 ��� 965（522番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．2―12．4―12．0―11．6―11．8―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―35．3―47．7―59．7―1：11．3―1：23．1―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノプレミアム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．5 東京5着

2017．3．23生 牝4栗 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 14戦3勝 賞金 46，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



18011 7月3日 曇 良 （3福島1） 第1日 第11競走 ��
��1，200�テレビユー福島賞

発走15時45分 （芝・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

テレビユー福島賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 アカノニジュウイチ 牝4鹿 55 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：08．3 4．8�
611 グレイトゲイナー 牡4青鹿57 丸山 元気田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 464－ 2 〃 クビ 6．2�
47 ヴェントヴォーチェ 牡4鹿 57 石橋 脩エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 528＋221：08．51� 6．3�
815	 タイセイブランシュ 牝5芦 55 江田 照男田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 462＋ 21：08．6クビ 73．5�
24 グッドジュエリー 牝6芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 B468＋ 4 〃 クビ 26．3�
714 ジョニーズララバイ 牡5鹿 57 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞
湖 レイクヴィラファーム 446－161：08．7クビ 20．1	
12 ト キ メ キ 牝4栗 55 杉原 誠人
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 492＋ 6 〃 クビ 6．3�
48 ファンタジステラ 牡7鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 434－101：08．9� 15．7�
816 アーズローヴァー 牝5鹿 55 内田 博幸 
キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B466＋ 2 〃 アタマ 44．6
612 ナンヨーアミーコ �8栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428± 01：09．0� 37．1�
59 アルミューテン 牝7栗 55 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 498－121：09．21 65．4�
35 オルダージュ 牡5黒鹿57 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B488± 01：09．3 17．6�
713 ペイシャドリーム 牝5鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 460－ 41：09．4 20．6�
510 タイキサターン 牡6黒鹿57 永野 猛蔵
大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512＋ 81：09．5� 241．7�
36 トロワマルス 牝4鹿 55 野中悠太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 468－ 61：09．81 81．0�
11 サウンドカナロア 牡5鹿 57 亀田 温心増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B480＋ 61：10．01 4．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 114，151，300円 複勝： 156，455，000円 枠連： 71，438，800円
馬連： 302，006，700円 馬単： 107，281，900円 ワイド： 210，715，600円
3連複： 517，260，400円 3連単： 572，994，000円 計： 2，052，303，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 210円 � 260円 枠 連（2－6） 1，000円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 610円 �� 770円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計1141513 的中 � 189600（2番人気）
複勝票数 計1564550 的中 � 238200（2番人気）� 201614（4番人気）� 141632（5番人気）
枠連票数 計 714388 的中 （2－6） 54933（4番人気）
馬連票数 計3020067 的中 �� 160865（3番人気）
馬単票数 計1072819 的中 �� 31238（3番人気）
ワイド票数 計2107156 的中 �� 91024（3番人気）�� 69881（5番人気）�� 66563（7番人気）
3連複票数 計5172604 的中 ��� 118674（4番人気）
3連単票数 計5729940 的中 ��� 29001（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．8―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．0―44．7―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．3
3 1，6（2，7）8（5，11）9（14，13）16，3，10，4，15，12 4 ・（1，6）（2，7）（5，8）（14，11）（9，3，13）16（4，10，12）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アカノニジュウイチ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Roy デビュー 2019．10．27 東京1着

2017．2．8生 牝4鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 9戦4勝 賞金 61，567，000円
〔制裁〕 アカノニジュウイチ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13

番・12番）

18012 7月3日 曇 稍重 （3福島1） 第1日 第12競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

12 コ コ ラ 牝4黒鹿 55
54 ☆菅原 明良田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 472＋ 41：08．2 76．7�

713 グラウシュトラール �5芦 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 手塚 貴久 日高 碧雲牧場 472－ 2 〃 ハナ 5．6�

510 ミヤコノアカリ 牝3鹿 52
49 ▲永野 猛蔵吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 432＋ 21：08．94 7．9�

35 ノ ー リ ス 牡3黒鹿54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 520－ 61：09．0� 4．3�
23 コーラルティアラ 牝4栗 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 B462＋ 21：09．21� 53．1�
816 グランドストローク 牡4黒鹿57 武藤 雅 	コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 472＋101：09．31 47．9

612 キャンディキューブ 牝3黒鹿 52

49 ▲原 優介原 	子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 454－101：09．4� 34．2�
611 バルネージュ �3芦 54 木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 B508＋ 21：09．5クビ 27．0�
36 スターリングワース 牝3鹿 52 横山 典弘吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 2．2
815 ツインシップ 牡4芦 57 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 450± 01：09．81� 48．9�
24 マイネルアミスター 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下
ファーム 490＋ 61：10．01
 30．6�

11 シングンバズーカ 牡4黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B470－ 21：10．1� 61．9�
59 ウィズアウィッシュ 牝7鹿 55 江田 照男岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 520＋121：10．31
 161．7�
47 カクカクシカジーカ 牝6芦 55 田中 勝春芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 428－ 2 〃 アタマ 190．9�
714 トランザクト 牡3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B496－ 41：10．61� 14．8�
48 � リ ゼ 牝5栗 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド B446－ 41：12．4大差 107．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，336，700円 複勝： 134，094，600円 枠連： 44，911，700円
馬連： 194，239，900円 馬単： 85，270，500円 ワイド： 168，089，000円
3連複： 324，921，700円 3連単： 396，683，500円 計： 1，456，547，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，670円 複 勝 � 1，180円 � 250円 � 240円 枠 連（1－7） 6，310円

馬 連 �� 19，030円 馬 単 �� 48，010円

ワ イ ド �� 4，420円 �� 4，950円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 65，800円 3 連 単 ��� 706，620円

票 数

単勝票数 計1083367 的中 � 11295（13番人気）
複勝票数 計1340946 的中 � 24135（12番人気）� 153905（4番人気）� 161037（3番人気）
枠連票数 計 449117 的中 （1－7） 5512（17番人気）
馬連票数 計1942399 的中 �� 7909（42番人気）
馬単票数 計 852705 的中 �� 1332（93番人気）
ワイド票数 計1680890 的中 �� 9623（43番人気）�� 8570（47番人気）�� 43154（8番人気）
3連複票数 計3249217 的中 ��� 3703（154番人気）
3連単票数 計3966835 的中 ��� 407（1172番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．0―11．9―12．3―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．0―42．9―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．2
3 ・（2，4）13（11，14）（6，10）16（9，12）5，7－3，15，8－1 4 ・（2，4）13（6，11）10（9，12，14，16）－5（3，7）15－（8，1）

勝馬の
紹 介

コ コ ラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．1．12 中山13着

2017．3．13生 牝4黒鹿 母 タケショウナデシコ 母母 ス ー テ ィ ー 12戦2勝 賞金 16，660，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月3日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ターコイズリング号・ネバーランド号



（3福島1）第1日 7月3日（土曜日） 曇 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

208，680，000円
7，340，000円
20，550，000円
1，250，000円
23，070，000円
69，608，750円
5，989，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
621，481，200円
793，923，300円
242，262，100円
1，149，765，900円
490，865，000円
888，945，700円
1，801，434，600円
2，203，714，700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 8，192，392，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第 1回福島競馬第 1日は，お客様エリアの復旧工事のため，無観客で開催を実施した。
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