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19013 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

22 タマモナセバナル 牡3栗 58 中村 将之タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 泊 寿幸 454－ 63：12．8 35．3�
55 � ディレットーレ �7黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋103：13．43� 2．1�
66 マジカルスペル 牡7芦 60 高田 潤吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 536－103：15．010 2．4�
33 ショウナンパンサー �5鹿 60 難波 剛健国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 498＋123：15．1クビ 6．7�
44 カリヨンヒーロー 牡3黒鹿58 北沢 伸也ライオンレースホース� 石坂 公一 浦河 浦河日成牧場 474＋ 43：15．2� 58．8�
11 	 ツブラナヒトミ 牡6栗 60 西谷 誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 494＋ 23：15．73� 5．2	
（6頭）

売 得 金
単勝： 20，418，400円 複勝： 14，021，500円 枠連： 発売なし
馬連： 22，327，700円 馬単： 17，458，000円 ワイド： 12，472，400円
3連複： 28，772，500円 3連単： 99，012，400円 計： 214，482，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，530円 複 勝 � 870円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 8，770円

ワ イ ド �� 540円 �� 590円 �� 130円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 18，060円

票 数

単勝票数 計 204184 的中 � 4615（5番人気）
複勝票数 計 140215 的中 � 4634（5番人気）� 43089（2番人気）
馬連票数 計 223277 的中 �� 6306（7番人気）
馬単票数 計 174580 的中 �� 1492（19番人気）
ワイド票数 計 124724 的中 �� 4499（7番人気）�� 4128（8番人気）�� 34102（1番人気）
3連複票数 計 287725 的中 ��� 18345（5番人気）
3連単票数 計 990124 的中 ��� 3974（47番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 50．1－3F 37．3

コーナー
通過順位

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

�
�
2，3，5，6，4－1
2－5（3，6）4－1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タマモナセバナル 

�
父 ワールドエース 


�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2020．12．5 阪神7着

2018．4．1生 牡3栗 母 ス レ バ ル ナ 母母 シ ャ ラ ニ ヤ 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19014 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：06．4
1：06．4

良
良

24 ゲ ノ ム 牡3鹿 56 西村 淳也今村 明浩氏 高柳 大輔 日高 白井牧場 448＋ 41：07．1 11．5�
713 エイシンイシュタル 牝3栗 54 川須 栄彦平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 432± 01：07．41� 13．5�
714 シゲルカチョウ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 492＋ 81：07．5� 76．8�
816 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 440± 01：07．6� 5．5�
48 ジ ュ ノ ー 牡3芦 56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 524＋ 41：07．7クビ 10．3�
47 ナリタローゼ 牝3青鹿54 長岡 禎仁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B496＋10 〃 クビ 42．8	
12 ブラックライフ 牝3青鹿54 高倉 稜清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 430－ 21：07．91 47．3

611 テーオーブレイブ 牡3黒鹿56 松山 弘平小笹 公也氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 506＋10 〃 アタマ 2．0�
23 アブラアルバム 牝3青鹿54 川島 信二大西 洋平氏 新谷 功一 新冠 村上 進治 402＋ 21：08．21� 96．8�
510� リエンカウンター 牝3栗 54 �島 克駿ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 470± 01：08．3� 7．0
11 クリノネモフィラ 牝3栗 54 松若 風馬栗本 博晴氏 長谷川浩大 日高 宝寄山 拓樹 432＋ 8 〃 クビ 164．5�
817 ピエナアリエル 牝3青鹿54 中井 裕二本谷 兼三氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 390± 01：08．4クビ 409．7�
715 ブーゲンビリア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 416－ 41：08．61	 150．6�
36 ドーターオブナイル 牝3栗 54 田中 健 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 410－ 41：08．71 88．1�
35 グルーヴライン 牝3鹿 54 荻野 極 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：09．01� 86．9�
818 シエルクリーガー 牡3鹿 56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 490＋ 21：09．1� 333．1�
59 ノボリレイナ 牝3鹿 54 藤岡 康太原田 豊氏 河内 洋 浦河 富田牧場 406＋161：09．31� 16．7�
612 メイショウチャイブ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝松本 好雄氏 池添 学 浦河 日の出牧場 426＋101：10．04 323．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，185，400円 複勝： 54，418，000円 枠連： 13，802，300円
馬連： 63，710，400円 馬単： 32，912，700円 ワイド： 62，423，900円
3連複： 111，543，000円 3連単： 122，608，700円 計： 500，604，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 300円 � 400円 � 1，520円 枠 連（2－7） 5，410円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 13，370円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 8，960円 �� 8，220円

3 連 複 ��� 138，270円 3 連 単 ��� 653，610円

票 数

単勝票数 計 391854 的中 � 27122（5番人気）
複勝票数 計 544180 的中 � 51941（4番人気）� 36834（6番人気）� 8255（11番人気）
枠連票数 計 138023 的中 （2－7） 1975（17番人気）
馬連票数 計 637104 的中 �� 8206（17番人気）
馬単票数 計 329127 的中 �� 1846（39番人気）
ワイド票数 計 624239 的中 �� 9039（18番人気）�� 1777（54番人気）�� 1939（51番人気）
3連複票数 計1115430 的中 ��� 605（193番人気）
3連単票数 計1226087 的中 ��� 136（952番人気）

ハロンタイム 11．6―9．9―10．6―11．2―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．5―32．1―43．3―54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F35．0
3 7（9，11）4（13，12）（2，8，14，16）－（1，10，5）6，3，17，15－18 4 7，4，11（2，9，13）（8，14，16）（1，12）（10，3）－6（17，5）15－18

勝馬の
紹 介

ゲ ノ ム �
�
父 ハクサンムーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2020．8．1 札幌7着

2018．3．12生 牡3鹿 母 ロ ー カ ス 母母 スターアルファ 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 エイシンイシュタル号の騎手川須栄彦は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・5番）

メイショウチャイブ号の騎手松本大輝は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
〔その他〕 ゲノム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゲノム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月4日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ブーゲンビリア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月4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 ジョイフルラブ号・テオリス号

第３回 小倉競馬 第２日



19015 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
56．9
56．9

重
重

34 ム ジ ッ ク 牝3栗 54 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B480＋ 6 58．5 7．1�
814 ヒロシゲクリスタル 牝3鹿 54 柴山 雄一阿尾 浩和氏 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 B460＋ 2 59．35 142．7�
45 カネトシバレンシア 牝3栗 54 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 442＋ 4 〃 ハナ 19．8�
57 サムワンスペシャル 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 59．4� 9．2�
712 ティーストーク 牝3栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 460＋ 4 〃 ハナ 39．3�
58 レジュールウール 牝3鹿 54 松山 弘平 	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 B462＋ 2 59．82� 3．9

610 ヒ キ ガ ネ 牡3青鹿56 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 山野牧場 470＋ 41：00．01� 12．4�
46 ハルキジェイソウル 牝3鹿 54 川須 栄彦若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 428－101：00．1クビ 59．8�
22 キーパイレーツ 牡3青鹿56 中井 裕二北前孔一郎氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 拓樹 448± 0 〃 クビ 208．3
33 ウンエンリヒカイ 牡3栗 56 酒井 学幅田 昌伸氏 西園 正都 新冠 津田牧場 508± 01：00．2� 28．0�
813 フ ー ジ ャ オ 牝3栗 54 �島 克駿	ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476＋ 4 〃 クビ 11．8�
69 パ イ ン ヒ ル 牝3芦 54

51 ▲松本 大輝松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 448－ 21：00．62� 63．4�
11 プリンセスビグラス 牝3鹿 54 国分 優作山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 438＋161：01．34 64．5�
711 タマモバニラ 牡3芦 56

55 ☆富田 暁タマモ	 木原 一良 新ひだか 曾我 博 478＋ 6 （競走中止） 2．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，035，500円 複勝： 47，163，900円 枠連： 10，677，100円
馬連： 55，923，900円 馬単： 26，469，500円 ワイド： 52，773，800円
3連複： 90，276，500円 3連単： 103，163，400円 計： 425，483，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 300円 � 2，200円 � 430円 枠 連（3－8） 2，370円

馬 連 �� 52，340円 馬 単 �� 77，240円

ワ イ ド �� 9，230円 �� 1，310円 �� 25，220円

3 連 複 ��� 220，540円 3 連 単 ��� 1，591，350円

票 数

単勝票数 計 390355 的中 � 43756（3番人気）
複勝票数 計 471639 的中 � 47217（3番人気）� 4910（13番人気）� 28944（6番人気）
枠連票数 計 106771 的中 （3－8） 3479（11番人気）
馬連票数 計 559239 的中 �� 828（66番人気）
馬単票数 計 264695 的中 �� 257（113番人気）
ワイド票数 計 527738 的中 �� 1453（63番人気）�� 10783（15番人気）�� 529（84番人気）
3連複票数 計 902765 的中 ��� 307（240番人気）
3連単票数 計1031634 的中 ��� 47（1521番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―34．4―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ム ジ ッ ク �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．11．21 阪神7着

2018．3．25生 牝3栗 母 ウォータームージカ 母母 カパルアベイ 6戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 タマモバニラ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 キーパイレーツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月4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。
（非当選馬） 1頭 バーニングパワー号

19016 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第4競走 1，700�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 5，100，000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
1：41．8
1：40．9

不良
重

815 テイエムグレイト 牡3芦 56
55 ☆富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 474＋ 41：46．6 3．1�

24 ガ ム ラ ン 牡3栗 56 松若 風馬ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 500＋ 2 〃 クビ 11．9�
36 ヒ シ カ ム イ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 460± 01：46．91� 9．5�
510 ヒルノアローザ 牡3鹿 56 太宰 啓介�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 496－ 2 〃 アタマ 8．1�
35 ゲストプリンシパル 牡3鹿 56 福永 祐一松村 真司氏 四位 洋文 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 494± 01：47．11� 3．4�
816 テーオールノワール �3黒鹿56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 B490± 0 〃 クビ 20．2	
23 ショウサンイチマツ 牡3栗 56 �島 克駿鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 452＋ 81：47．95 6．2

11 ハットハート 牡3鹿 56 国分 優作 MASAレーシング 大根田裕之 浦河 高岸 順一 508± 01：48．53� 20．7�
12 ジーノカロリーナ 牝3鹿 54 藤井勘一郎西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 402＋ 2 〃 クビ 178．1�
59 ハギノクレド 牡3鹿 56 中井 裕二安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 458－ 21：48．71� 193．2
714 ベストオブラック 牡3鹿 56 長岡 禎仁グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 476－ 41：48．8クビ 119．1�
612 メイショウイチズ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 516－ 21：49．43� 57．8�
713 クリノエンジョイ 牡3黒鹿56 酒井 学栗本 守氏 藤沢 則雄 新ひだか 沖田 博志 530－ 21：49．61� 298．5�
47 テイエムオリンピア 牝3黒鹿54 高倉 稜竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 ハシモトフアーム 508＋101：49．7� 344．3�
611 エ オ ウ ィ ン 牝3鹿 54 城戸 義政�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 446± 0 〃 ハナ 353．3�
48 キングヴァンドーム 牡3芦 56 荻野 極 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 532＋121：50．01� 33．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，057，900円 複勝： 53，258，600円 枠連： 12，269，000円
馬連： 56，919，400円 馬単： 24，729，200円 ワイド： 52，203，000円
3連複： 92，605，400円 3連単： 100，699，400円 計： 429，741，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 350円 � 370円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 760円 �� 830円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 26，010円

票 数

単勝票数 計 370579 的中 � 94520（1番人気）
複勝票数 計 532586 的中 � 118632（1番人気）� 33731（6番人気）� 31429（7番人気）
枠連票数 計 122690 的中 （2－8） 15357（2番人気）
馬連票数 計 569194 的中 �� 23493（6番人気）
馬単票数 計 247292 的中 �� 5781（11番人気）
ワイド票数 計 522030 的中 �� 18003（7番人気）�� 16307（9番人気）�� 7711（22番人気）
3連複票数 計 926054 的中 ��� 13176（20番人気）
3連単票数 計1006994 的中 ��� 2806（82番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―43．7―56．2―1：08．5―1：21．0―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムグレイト �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2020．8．2 新潟17着

2018．4．21生 牡3芦 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 11戦1勝 賞金 10，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハギノクレド号・エオウィン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月4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） 6頭 グロリアスダッド号・チョウワイルド号・モズディーラー号・ランペロニキ号・リオンジャック号・ルナレインボー号



19017 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2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

77 フ ィ デ ル 牡2鹿 54 川田 将雅杉野 公彦氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466 ―1：50．7 1．1�
11 ダノンピーカブー 牡2芦 54 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460 ―1：50．91 6．0�
55 カシノジュピター 牡2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 浦河 荻伏三好フ

アーム 480 ―1：51．01 43．3�
88 シゲルユキミザケ 牡2青鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 新冠 中央牧場 490 ―1：52．48 14．5�
44 フクノラヴァル 牡2黒鹿54 中井 裕二福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 476 ― 〃 クビ 56．2�
22 ブライトスノー 牡2芦 54

53 ☆富田 暁古賀 慎一氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 456 ―1：52．93 67．8	
66 オレハリョウタロー 牡2青鹿54 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 安達 昭夫 日高 北田 剛 464 ―1：53．0� 32．0

33 タイセイアンセム 牡2鹿 54 荻野 極田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 466 ―1：53．53 20．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 55，678，100円 複勝： 101，775，100円 枠連： 発売なし
馬連： 44，435，700円 馬単： 43，152，700円 ワイド： 29，317，200円
3連複： 55，097，700円 3連単： 186，526，700円 計： 515，983，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 110円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 190円

ワ イ ド �� 120円 �� 520円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 556781 的中 � 382021（1番人気）
複勝票数 計1017751 的中 � 823361（1番人気）� 80182（2番人気）� 11661（6番人気）
馬連票数 計 444357 的中 �� 190921（1番人気）
馬単票数 計 431527 的中 �� 165963（1番人気）
ワイド票数 計 293172 的中 �� 92216（1番人気）�� 10548（7番人気）�� 5892（12番人気）
3連複票数 計 550977 的中 ��� 29069（4番人気）
3連単票数 計1865267 的中 ��� 56100（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―38．4―51．1―1：03．6―1：16．4―1：28．2―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ィ デ ル �

父 ハーツクライ �


母父 Bernstein 初出走

2019．4．22生 牡2鹿 母 ラッキートゥビーミー 母母 Belle Erzulie 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19018 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2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

56 ショウナンマッハ 牡2鹿 54 松山 弘平国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 488 ―1：08．6 1．7�
11 グッドグロウス 牡2鹿 54 藤懸 貴志宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 448 ―1：09．13 19．3�
22 チャームポイント 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和飯田 良枝氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 400 ―1：09．2アタマ 21．4�
68 ブライトホルン 牡2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ―1：09．3� 29．4�
33 セイウンケルン 牡2鹿 54 和田 竜二西山 茂行氏 北出 成人 新冠 つつみ牧場 468 ―1：09．51� 11．3�
710 ベヴィアーモ 牡2黒鹿54 福永 祐一 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 アタマ 3．2

811 メイショウセロジネ 牝2栗 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458 ―1：10．03 54．5�
79 サンパティーク 牝2黒鹿 54

51 ▲松本 大輝名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 458 ―1：10．21� 156．4�
55 ニホンピロポート 牝2鹿 54 田中 健小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 432 ― 〃 ハナ 97．6
44 	 ア ド ラ ヌ ス 牡2鹿 54 西村 淳也ゴドルフィン 小崎 憲 英 Godolphin 424 ―1：10．3� 33．5�
67 イレギュラー 牡2鹿 54 荻野 極副島 義久氏 北出 成人 様似 小田牧場 432 ―1：12．4大差 48．8�
812 キーマーキュリー 牡2鹿 54 酒井 学北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 470 ―1：12．71� 122．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，627，000円 複勝： 43，915，000円 枠連： 8，576，800円
馬連： 48，682，000円 馬単： 30，954，500円 ワイド： 39，896，500円
3連複： 74，249，600円 3連単： 117，597，700円 計： 410，499，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 270円 � 340円 枠 連（1－5） 1，210円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 430円 �� 550円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 466270 的中 � 223624（1番人気）
複勝票数 計 439150 的中 � 209217（1番人気）� 24850（4番人気）� 18897（5番人気）
枠連票数 計 85768 的中 （1－5） 5462（4番人気）
馬連票数 計 486820 的中 �� 28464（3番人気）
馬単票数 計 309545 的中 �� 16142（4番人気）
ワイド票数 計 398965 的中 �� 25495（3番人気）�� 18943（5番人気）�� 4636（20番人気）
3連複票数 計 742496 的中 ��� 10760（14番人気）
3連単票数 計1175977 的中 ��� 7265（32番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 6，8（1，10）5（2，3）－11，12－（4，9）－7 4 6（1，8）（2，3，10，5）11－12（4，9）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンマッハ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2019．4．15生 牡2鹿 母 オーバーレイ 母母 ヒシシルバーメイド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 セイウンケルン号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて令和3年7月17日から令和3年7月25日まで

騎乗停止。（被害馬：10番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キーマーキュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月4日まで平地競

走に出走できない。



19019 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分（番組第8競走を順序変更） （芝・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
1：43．8
1：43．8

良
良

44 タガノディアーナ 牝3青鹿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 438± 01：46．7 2．9�

22 ストゥーティ 牝3鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：46．8� 1．8�
55 ヘッズオアテールズ 牝3鹿 52 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：47．01� 5．3�
66 シ ャ ン ブ ル 牝3青鹿52 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 478＋121：47．1� 30．7�
88 レディアリエス 牝3鹿 52 �島 克駿 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 482＋ 6 〃 クビ 26．9	
33 キトゥンズマーチ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 462＋ 61：47．2クビ 49．1


11 シャドウエリス 牝3鹿 52 藤岡 康太飯塚 知一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 442± 01：47．3� 14．1�
77 � ル ー タ ー ズ 牝4鹿 55 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 410－ 21：48．78 163．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 41，244，600円 複勝： 81，092，000円 枠連： 発売なし
馬連： 52，287，900円 馬単： 34，130，900円 ワイド： 36，199，800円
3連複： 75，292，600円 3連単： 189，887，900円 計： 510，135，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 120円 �� 220円 �� 180円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，640円

票 数

単勝票数 計 412446 的中 � 112944（2番人気）
複勝票数 計 810920 的中 � 136575（2番人気）� 533327（1番人気）� 55634（3番人気）
馬連票数 計 522879 的中 �� 181511（1番人気）
馬単票数 計 341309 的中 �� 44631（2番人気）
ワイド票数 計 361998 的中 �� 94399（1番人気）�� 33568（4番人気）�� 46039（2番人気）
3連複票数 計 752926 的中 ��� 206215（1番人気）
3連単票数 計1898879 的中 ��� 83673（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．7―49．9―1：01．0―1：12．6―1：24．0―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノディアーナ 
�
父 リオンディーズ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．25 京都2着

2018．4．18生 牝3青鹿 母 ア ル ー ア 母母 アルーリングアクト 8戦2勝 賞金 30，668，000円

19020 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55分（番組第7競走を順序変更） （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
1：41．8
1：40．9

不良
重

23 � ファンキーゴールド 牡4黒鹿57 藤井勘一郎増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 460－ 31：45．9 43．3�
36 パイプライナー 牡4芦 57 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 506－ 21：46．11� 19．3�
47 キョウワウォール 牡5黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B488＋121：46．2� 69．7�
12 プルモナリア 牝3栗 52

51 ☆富田 暁�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 458＋ 81：46．3クビ 26．9�
510 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 57

54 ▲角田 大和武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 458＋18 〃 クビ 43．2�
815 コマンダンテ 牡3鹿 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 水丸牧場 474± 0 〃 ハナ 18．6	
611 バリコノユメ 牝3栗 52 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 472＋141：46．4クビ 13．1

612	 アメリカンピース 牡3芦 54 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B468＋20 〃 クビ 5．5�
24 グリンブルスティ 牡3鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472＋ 41：46．71
 21．3�
11 デイオブジョイ 牝4鹿 55 川須 栄彦中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 468± 01：47．01� 19．3
713 ラ ジ ョ ー ネ 牡3黒鹿54 �島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 482－121：47．53 11．8�
35 スマイルライン 牡3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476＋ 6 〃 ハナ 5．4�
816 アレクサンドロス 牡3黒鹿54 西村 淳也吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 クビ 31．4�
59 エイユージャッカル 牡4黒鹿57 和田 竜二笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 496＋181：48．56 94．0�
714 ハースファイア 牡3栗 54 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 81：50．3大差 2．6�
48 	 フォートワズワース 牡5黒鹿 57

54 ▲松本 大輝 �シルクレーシング 畑端 省吾 米 Chelston 552＋ 41：50．62 339．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，811，200円 複勝： 72，182，900円 枠連： 18，556，200円
馬連： 84，540，400円 馬単： 33，299，200円 ワイド： 80，510，100円
3連複： 155，520，100円 3連単： 156，099，600円 計： 655，519，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，330円 複 勝 � 1，020円 � 480円 � 1，710円 枠 連（2－3） 1，820円

馬 連 �� 24，410円 馬 単 �� 56，630円

ワ イ ド �� 5，750円 �� 15，290円 �� 11，450円

3 連 複 ��� 316，950円 3 連 単 ��� 1，714，730円

票 数

単勝票数 計 548112 的中 � 10115（13番人気）
複勝票数 計 721829 的中 � 18418（13番人気）� 42321（5番人気）� 10618（14番人気）
枠連票数 計 185562 的中 （2－3） 7872（7番人気）
馬連票数 計 845404 的中 �� 2684（74番人気）
馬単票数 計 332992 的中 �� 441（155番人気）
ワイド票数 計 805101 的中 �� 3632（72番人気）�� 1355（96番人気）�� 1813（91番人気）
3連複票数 計1555201 的中 ��� 368（431番人気）
3連単票数 計1560996 的中 ��� 66（2514番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．1―43．1―55．1―1：06．9―1：19．2―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F39．0
1
3
12，11（6，15）（1，7，10）14（4，5，13，16）－（2，9，3）8・（12，11）3，6，10（1，15）（4，7，14）（2，16）13，5－9，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ファンキーゴールド �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Highest Honor

2017．2．14生 牡4黒鹿 母 ダ リ オ ー ル 母母 Dzinigane 10戦1勝 賞金 16，880，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ハースファイア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アクイール号



19021 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第9競走 ��
��2，600�

ひ こ し ま

彦 島 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

44 ジョウショームード 牡5黒鹿57 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 436－ 22：39．0 11．8�
11 サンサルドス 牡5鹿 57 岡田 祥嗣 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 536－102：39．1� 9．1�
33 テーオーフォルテ 牡7鹿 57 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 522－ 4 〃 アタマ 7．8�
55 サウンドレベッカ 牝4青鹿55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 3．9�
77 キースローガン 牡4栗 57 富田 暁北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 474－ 62：39．95 89．8�
66 エレヴァテッツァ 牝4鹿 55 福永 祐一 �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 504＋122：40．21	 1．6	
22 
 ニシノトランザム �6鹿 57 松本 大輝西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

488＋ 22：40．3	 27．5

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，665，500円 複勝： 70，377，900円 枠連： 発売なし
馬連： 53，690，900円 馬単： 36，823，500円 ワイド： 32，624，600円
3連複： 65，659，300円 3連単： 214，608，100円 計： 507，449，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 720円 � 900円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 10，200円

ワ イ ド �� 810円 �� 570円 �� 460円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 41，290円

票 数

単勝票数 計 336655 的中 � 22816（5番人気）
複勝票数 計 703779 的中 � 39505（3番人気）� 30893（5番人気）
馬連票数 計 536909 的中 �� 10436（11番人気）
馬単票数 計 368235 的中 �� 2706（24番人気）
ワイド票数 計 326246 的中 �� 9927（11番人気）�� 14579（9番人気）�� 18646（7番人気）
3連複票数 計 656593 的中 ��� 10555（13番人気）
3連単票数 計2146081 的中 ��� 3768（84番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―12．5―13．0―13．2―13．3―12．2―11．5―11．8―11．6―11．4―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�
12．8―24．1―36．5―49．0―1：02．0―1：15．2―1：28．5―1：40．7―1：52．2―2：04．0―2：15．6―2：27．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．8―3F35．0
1
�
1，2－6（3，7）（4，5）
1－（3，2，6）（4，7）－5

2
�
1，2－6（3，7）－（4，5）
1，3（4，6）（2，7）5

勝馬の
紹 介

ジョウショームード �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2018．8．5 小倉7着

2016．3．27生 牡5黒鹿 母 ジョウショーコトミ 母母 ジョウショーツリー 26戦3勝 賞金 50，535，000円
〔制裁〕 サンサルドス号の騎手岡田祥嗣は，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10，000円。（被害馬：3番）

19022 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第10競走 ��
��1，700�西部スポニチ賞

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

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

66 ハンディーズピーク 牡3鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510＋ 61：46．4 1．4�

44 ハイパーノヴァ �7栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490± 01：46．5	 4．4�
33 ラブスピール 牝4鹿 55 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 446± 01：47．03 10．9�
55 
 リバプールタウン 牡6鹿 57 中井 裕二薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 498＋101：47．1� 12．0�
11 サンデーミラージュ 牡4鹿 57 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 クビ 8．1�
77 スキッピングロック 牡5鹿 57 �島 克駿 	サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 470－ 81：48．16 34．9

22  キタカラキタムスメ 牝4栗 55 荻野 極阪田 英裕氏 川田 孝好 日高 新生ファーム 434－ 71：48．95 49．1�

（佐賀）

（7頭）

売 得 金
単勝： 47，072，800円 複勝： 53，743，400円 枠連： 発売なし
馬連： 66，998，200円 馬単： 48，035，200円 ワイド： 38，146，600円
3連複： 83，185，200円 3連単： 271，651，200円 計： 608，832，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 130円 �� 220円 �� 320円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，220円

票 数

単勝票数 計 470728 的中 � 255953（1番人気）
複勝票数 計 537434 的中 � 332088（1番人気）� 77795（2番人気）
馬連票数 計 669982 的中 �� 194262（1番人気）
馬単票数 計 480352 的中 �� 101745（1番人気）
ワイド票数 計 381466 的中 �� 95481（1番人気）�� 38084（3番人気）�� 23448（6番人気）
3連複票数 計 831852 的中 ��� 135432（2番人気）
3連単票数 計2716512 的中 ��� 160217（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―30．7―43．9―57．2―1：09．9―1：22．4―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．5
1
3
5，6－2，3，1－4，7
5，6，3（1，4）（7，2）

2
4
5，6－2，3，1，4，7・（5，6，4）（1，3）－7－2

勝馬の
紹 介

ハンディーズピーク �

父 マジェスティックウォリアー �


母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．10．3 中京1着

2018．3．22生 牡3鹿 母 パノラマビューティ 母母 ミュゲルージュ 4戦3勝 賞金 30，499，000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



19023 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第57回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，2．7．4以降3．6．27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

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．4
1：06．4

良
良

33 � ファストフォース 牡5黒鹿52 �島 克駿安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B518－181：06．0レコード 18．2�
711 ピクシーナイト 牡3鹿 53 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528－ 41：06．1	 4．4�
710 アウィルアウェイ 牝5鹿 55．5 松山 弘平吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋101：06．2
 14．9�
11 タイセイビジョン 牡4栗 57 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482－ 41：06．3	 7．7�
69 ヨ カ ヨ カ 牝3黒鹿51 和田 竜二岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 454＋ 81：06．4	 2．7�
813 ノ ー ワ ン 牝5鹿 53 荻野 極藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 飛野牧場 478＋ 41：06．51 72．1	
45 � クーファウェヌス 牝6栗 51 酒井 学大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc B498－ 21：06．6クビ 23．3

22 メイショウケイメイ 牝5鹿 51 藤懸 貴志松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436＋ 21：06．7	 76．2�
44 � クリノアリエル 牝6青 50 富田 暁栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B422＋101：06．91� 17．9�
812 メイショウカリン 牝7鹿 51 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 518＋101：07．11	 51．3
56 ビオグラフィー 牝4鹿 53 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B484＋101：07．2クビ 7．7�
68 メイショウチタン 牡4黒鹿54 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 468－ 41：07．3	 8．0�
57 プリカジュール 牝5鹿 49 角田 大和�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B522± 01：07．83 58．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 233，674，400円 複勝： 272，697，600円 枠連： 108，285，500円
馬連： 678，523，000円 馬単： 246，824，100円 ワイド： 439，932，600円
3連複： 1，338，193，300円 3連単： 1，689，111，100円 計： 5，007，241，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 420円 � 190円 � 380円 枠 連（3－7） 3，260円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 11，160円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，870円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 16，450円 3 連 単 ��� 93，710円

票 数

単勝票数 計2336744 的中 � 102402（8番人気）
複勝票数 計2726976 的中 � 152608（8番人気）� 440215（2番人気）� 173326（7番人気）
枠連票数 計1082855 的中 （3－7） 25737（15番人気）
馬連票数 計6785230 的中 �� 125401（16番人気）
馬単票数 計2468241 的中 �� 16586（45番人気）
ワイド票数 計4399326 的中 �� 76346（20番人気）�� 38576（37番人気）�� 107716（12番人気）
3連複票数 計13381933 的中 ��� 60990（61番人気）
3連単票数 計16891111 的中 ��� 13067（334番人気）

ハロンタイム 11．6―10．0―10．7―10．9―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．6―32．3―43．2―54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．7
3 ・（3，5，6，8）（9，7）11（1，10）（2，13）4，12 4 3，5（9，6，8）（11，7）（1，10）（2，13）4，12

勝馬の
紹 介

�ファストフォース �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー

2016．5．9生 牡5黒鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 11戦3勝 賞金 67，954，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ヨカヨカ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）

19024 7月4日 曇 良 （3小倉3） 第2日 第12競走 ��1，000�3歳以上2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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

33 � クーファピーカブー 牝5栗 55 田中 健大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 472± 0 57．9 3．7�
88 オースミムテキ 牡5黒鹿57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 488＋ 8 58．0� 3．2�
77 ビートマジック �5黒鹿57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 462－ 6 〃 クビ 13．5�
66 メイショウヒバリ 牝4栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 476＋14 58．31	 10．1�
11 レディオマジック 牡4黒鹿57 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 482＋12 58．61	 6．8�
44 
 ジャスパーゴールド 牡3栗 54

51 ▲松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee
Myers 450＋ 4 58．92 6．0	

22 
 メートルムナール 牡4鹿 57
54 ▲角田 大和�ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth

House Stud B490－ 4 59．43 31．6

55 カーテンコール 牝4栗 55 西村 淳也 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 506＋20 59．93 6．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 78，254，800円 複勝： 67，964，700円 枠連： 発売なし
馬連： 136，947，600円 馬単： 63，646，000円 ワイド： 84，771，600円
3連複： 154，949，100円 3連単： 328，017，500円 計： 914，551，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 140円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 240円 �� 700円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 9，950円

票 数

単勝票数 計 782548 的中 � 169177（2番人気）
複勝票数 計 679647 的中 � 157224（1番人気）� 137681（2番人気）� 63870（6番人気）
馬連票数 計1369476 的中 �� 184808（1番人気）
馬単票数 計 636460 的中 �� 41464（2番人気）
ワイド票数 計 847716 的中 �� 106458（1番人気）�� 27941（12番人気）�� 37459（8番人気）
3連複票数 計1549491 的中 ��� 51059（8番人気）
3連単票数 計3280175 的中 ��� 23886（27番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．2―33．3―45．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クーファピーカブー �

父 オルフェーヴル �


母父 Bertolini

2016．2．14生 牝5栗 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 17戦2勝 賞金 42，650，000円
初出走 JRA

４レース目



（3小倉3）第2日 7月4日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 133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

252，450，000円
7，790，000円
23，990，000円
1，130，000円
26，960，000円
57，789，500円
4，205，000円
1，276，800円

勝馬投票券売得金
726，725，600円
932，610，600円
172，166，900円
1，364，987，100円
638，435，500円
961，272，100円
2，325，344，300円
3，578，983，700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 10，700，525，800円

総入場人員 2，901名 （有料入場人員 2，648名）
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