
19037 7月11日 晴 稍重 （3小倉3） 第4日 第1競走 ��1，000�2歳未勝利
発走10時00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
57．7
57．7

重
重

88 � ケルンコンサート 牡2芦 54 松山 弘平風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond
Farm Inc. 456＋ 2 58．6 6．9�

55 ケイティソルジャー 牡2栗 54 小崎 綾也瀧本 和義氏 村山 明 日高 豊洋牧場 490＋ 2 58．7� 3．6�
22 カフジペンタゴン 牡2鹿 54 藤岡 康太加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 59．55 4．7�
66 ギンノカミカザリ 牝2芦 54 松若 風馬阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 450± 0 59．82 39．2�
33 ヒデノレインボー 牡2鹿 54 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 470－ 4 59．9� 6．2�
44 コパノリンダ 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝小林 祥晃氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 436＋14 〃 ハナ 6．1�
11 カンタルーパ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 426－ 21：00．43 5．6	
77 ジューンピンクマン 牡2青鹿54 荻野 極吉川 潤氏 杉山 佳明 新ひだか 真歌田中牧場 B458＋ 41：01．25 85．6

89 クリノセキトバ 牡2鹿 54 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森

本スティーブル 436± 01：01．84 39．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，794，600円 複勝： 48，525，900円 枠連： 7，262，500円
馬連： 56，561，200円 馬単： 27，612，500円 ワイド： 45，546，300円
3連複： 81，785，400円 3連単： 120，619，200円 計： 426，707，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 150円 � 160円 枠 連（5－8） 860円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 520円 �� 630円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 15，160円

票 数

単勝票数 計 387946 的中 � 47170（6番人気）
複勝票数 計 485259 的中 � 53119（6番人気）� 88731（1番人気）� 85364（2番人気）
枠連票数 計 72625 的中 （5－8） 6504（1番人気）
馬連票数 計 565612 的中 �� 29549（8番人気）
馬単票数 計 276125 的中 �� 7367（17番人気）
ワイド票数 計 455463 的中 �� 21929（9番人気）�� 17654（12番人気）�� 32962（4番人気）
3連複票数 計 817854 的中 ��� 26397（9番人気）
3連単票数 計1206192 的中 ��� 5766（72番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケルンコンサート �

父 Mohaymen �


母父 Smart Strike デビュー 2021．6．6 中京6着

2019．4．6生 牡2芦 母 Gold Glimmer 母母 Glimmer 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19038 7月11日 晴 良 （3小倉3） 第4日 第2競走 1，800�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
1：43．8
1：43．8

良
良

35 メイショウシンタケ 牡3鹿 56 福永 祐一松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 462＋ 21：45．8 6．6�
23 ヘアケイリー 牝3黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 440－ 21：46．54 2．6�
47 リオンジャック 牝3黒鹿54 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 41：46．6� 49．6�
612 テイクバイストーム 牡3黒鹿56 藤岡 康太前田 幸治氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B478＋ 8 〃 クビ 12．0�
815 ヤマニンサンパ 牡3芦 56 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 462－ 41：46．92 4．1	
714 メイショウマサカリ 牡3青鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 様似 中脇 一幸 462＋ 81：47．0クビ 32．8

510 メイプルリズム 牝3鹿 54 �島 克駿飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B432＋ 41：47．21� 6．2�
611 メイショウミカワ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 478＋ 4 〃 クビ 30．4�
48 サンライズヘリオス 牡3黒鹿56 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 B472－121：47．3� 17．0
713 グレイスキッパー 牝3芦 54 高倉 稜 �ローレルレーシング 杉山 晴紀 浦河 チェスナット

ファーム 420－ 6 〃 アタマ 160．5�
24 マイネルニルソン 牡3青鹿56 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 Wing Farm 488＋14 〃 アタマ 28．9�
59 スナークシュンソウ 牡3黒鹿56 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 506＋ 2 〃 アタマ 36．1�
12 スマートレガシー 牡3鹿 56 秋山真一郎大川 徹氏 小林 真也 浦河 杵臼牧場 B518－ 61：48．25 70．0�
11 アイリスアゲート 牝3鹿 54 荻野 極 �社台レースホース吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 クビ 83．4�
36 バービーボーイ 牡3黒鹿56 国分 優作馬場 俊光氏 大根田裕之 新ひだか ゴールドアップカンパニー B506＋ 41：49．05 355．3�
816 タガノスカウター 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494－161：49．1クビ 330．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，314，600円 複勝： 59，661，900円 枠連： 11，096，300円
馬連： 60，154，700円 馬単： 27，115，000円 ワイド： 60，066，100円
3連複： 97，025，000円 3連単： 96，958，700円 計： 451，392，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 160円 � 830円 枠 連（2－3） 730円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，980円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 44，800円

票 数

単勝票数 計 393146 的中 � 47322（4番人気）
複勝票数 計 596619 的中 � 76725（4番人気）� 125746（1番人気）� 13523（11番人気）
枠連票数 計 110963 的中 （2－3） 11703（2番人気）
馬連票数 計 601547 的中 �� 57179（1番人気）
馬単票数 計 271150 的中 �� 10413（5番人気）
ワイド票数 計 600661 的中 �� 46792（1番人気）�� 3575（42番人気）�� 8905（20番人気）
3連複票数 計 970250 的中 ��� 7712（29番人気）
3連単票数 計 969587 的中 ��� 1569（131番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．3―12．1―11．6―11．7―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．9―48．0―59．6―1：11．3―1：23．0―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウシンタケ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2020．8．29 小倉6着

2018．5．10生 牡3鹿 母 アドマイヤビアン 母母 アドマイヤラピス 7戦1勝 賞金 6，890，000円
〔3走成績による出走制限〕 アイリスアゲート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月11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 グロリアスダッド号
（非抽選馬） 2頭 アスターベルデ号・メイショウセッサイ号

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４日



19039 7月11日 晴 稍重 （3小倉3） 第4日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：41．4
1：40．9

重
重

36 エルモドーロ 牡3栗 56 川田 将雅窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 450－ 81：45．2 1．4�
12 メイショウピスカリ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 440＋ 21：45．3� 55．5�
35 モ ー ガ ン 牡3栗 56 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 470－ 21：45．72� 17．8�
47 ノーブルグレイス 牝3鹿 54 福永 祐一吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 436－ 21：45．9� 4．7�
714 スペシャルサンデー 牡3鹿 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B462－ 61：46．11� 20．6�
612 ベ ン ト ラ 牡3黒鹿56 藤岡 康太本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 21：46．63 147．4	
815 マ ジ ッ ク 牡3黒鹿56 �島 良太 
カナヤマホール

ディングス 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 512 ―1：46．7� 98．3�
59 サンライズアイガー 牡3鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：46．8アタマ 180．3�
23 ウインガヴァナー 牡3黒鹿56 松山 弘平
ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 502＋ 6 〃 アタマ 10．4
510 メイショウゴウホウ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 512＋ 61：47．01� 21．2�
48 メイショウタニカゼ 牡3栗 56 西村 淳也松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 466＋261：47．53 66．0�
11 リュクスマジェスタ 牡3栗 56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 496＋341：48．03 84．8�
713 ソノラメンテ 牝3栗 54 川須 栄彦 
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 452＋ 21：48．1クビ 102．3�
816 サンライズシリウス 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 528＋ 41：48．95 204．0�
611 クリノミカサ 牝3栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 坂口 智康 日高 木村牧場 454 ―1：53．5大差 358．0�
24 リュウノイカヅチ 牡3栗 56 小崎 綾也二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか 沼田 照秋 514＋102：20．1大差 287．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，907，300円 複勝： 148，639，200円 枠連： 11，011，700円
馬連： 49，428，700円 馬単： 34，916，900円 ワイド： 54，082，800円
3連複： 88，849，600円 3連単： 150，288，700円 計： 578，124，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 350円 � 200円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 710円 �� 370円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 14，060円

票 数

単勝票数 計 409073 的中 � 230271（1番人気）
複勝票数 計1486392 的中 � 1117066（1番人気）� 27304（7番人気）� 60651（4番人気）
枠連票数 計 110117 的中 （1－3） 5368（6番人気）
馬連票数 計 494287 的中 �� 18621（6番人気）
馬単票数 計 349169 的中 �� 10014（8番人気）
ワイド票数 計 540828 的中 �� 19277（7番人気）�� 41579（3番人気）�� 3803（28番人気）
3連複票数 計 888496 的中 ��� 12248（16番人気）
3連単票数 計1502887 的中 ��� 7749（41番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．0―41．3―53．6―1：05．9―1：19．0―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エルモドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．5．1 東京4着

2018．3．2生 牡3栗 母 ホワイトヴェール 母母 ネ ガ ノ 5戦1勝 賞金 10，640，000円
〔発走状況〕 サンライズシリウス号は，枠入り不良。
〔その他〕 リュウノイカヅチ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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〕 クリノミカサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月11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。
（非抽選馬） 5頭 イーサンタイガー号・セイクリッドゲイズ号・トーアエレクトロン号・フィッツカラルド号・ワンダーアバロン号

19040 7月11日 晴 良 （3小倉3） 第4日 第4競走 ��2，600�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
2：37．8
2：35．1

良
良

36 レッドエタニティ 牡3黒鹿56 幸 英明 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 430＋ 42：38．3 3．9�
35 エリカヴァレリア 牝3鹿 54 松山 弘平三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 452＋ 22：38．4� 4．9�
47 ギブンアンソート 牝3栗 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 478＋122：38．5� 4．2�
24 ケンハービンジャー 牡3鹿 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434＋ 22：38．71� 27．9�
816 トラウンシュタイン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム 448－ 22：38．8� 32．1	
59 アヴァンツァーレ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 496＋ 22：39．01� 20．8


713 マケルナマサムネ 牡3鹿 56 荻野 極塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 42：39．1クビ 5．8�
611 クイーンネモシン 牝3黒鹿54 �島 克駿星加 浩一氏 坂口 智康 様似 富田 恭司 446＋182：39．2� 46．1�
714 ディーコンセンテス 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 410＋10 〃 クビ 9．0
11 ヒロシゲサファイア 牝3鹿 54 藤岡 康太阿尾 浩和氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 416± 02：39．94 24．4�
48 シュアーウィナー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 472＋ 22：40．11	 105．1�
815 シルヴェスター 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム B492－ 22：40．41� 167．1�
12 シャインローリエ 牝3鹿 54 �島 良太首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 416＋ 42：40．61	 348．3�
612 サンライズヴェリテ 牡3芦 56 川島 信二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448＋ 62：41．02� 103．9�
510 ディープラック 牡3栗 56 秋山真一郎深見 敏男氏 藤岡 健一 浦河 村下農場 460－102：41．1� 18．8�
23 ヒロシゲハート 牝3栗 54 太宰 啓介�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 484± 02：45．2大差 61．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，786，300円 複勝： 54，702，300円 枠連： 13，889，900円
馬連： 52，282，300円 馬単： 22，636，400円 ワイド： 53，872，900円
3連複： 88，009，100円 3連単： 83，231，000円 計： 401，410，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 170円 � 160円 枠 連（3－3） 1，160円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 400円 �� 310円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，580円

票 数

単勝票数 計 327863 的中 � 66705（1番人気）
複勝票数 計 547023 的中 � 104331（1番人気）� 75824（4番人気）� 84712（2番人気）
枠連票数 計 138899 的中 （3－3） 9262（5番人気）
馬連票数 計 522823 的中 �� 38004（3番人気）
馬単票数 計 226364 的中 �� 9178（2番人気）
ワイド票数 計 538729 的中 �� 33819（3番人気）�� 46875（1番人気）�� 32016（4番人気）
3連複票数 計 880091 的中 ��� 40684（2番人気）
3連単票数 計 832310 的中 ��� 7952（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．3―12．9―13．2―13．5―12．4―12．2―11．7―11．4―11．5―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�
12．5―23．5―35．2―47．5―1：00．4―1：13．6―1：27．1―1：39．5―1：51．7―2：03．4―2：14．8―2：26．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドエタニティ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．4．10 阪神8着

2018．5．14生 牡3黒鹿 母 レッドラミア 母母 マウントコブラ 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロシゲハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月11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） 2頭 ジョウショーペース号・ファントムバローズ号
（非抽選馬） 2頭 ニホンピロビヨンド号・ライトオブワールド号



19041 7月11日 晴 良 （3小倉3） 第4日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：46．9
1：44．5

良
良

66 ピースオブエイト 牡2黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 462 ―1：49．7 7．0�
55 グランディア 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468 ―1：49．91� 1．5�
22 ヴェローナシチー 牡2芦 54 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 492 ―1：50．11 4．0�
88 テイエムハニーダン 牝2黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 大島牧場 508 ―1：50．52� 8．0�
77 ノーモアワーズ 牡2栗 54 松若 風馬池袋レーシング 牧田 和弥 浦河 大北牧場 464 ―1：51．13� 52．2	
33 クレスコジョケツ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 472 ―1：51．31� 35．3

44 ビービーロワイヤル 牡2栗 54 西村 淳也�坂東牧場 加用 正 新冠 前川 隆範 456 ―1：51．51� 60．3�
11 プ ラ ス ツ ー 牡2鹿 54

51 ▲松本 大輝西村新一郎氏 和田 雄二 浦河 鵜木 唯義 434 ―1：52．77 140．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 58，881，400円 複勝： 76，840，100円 枠連： 発売なし
馬連： 46，764，800円 馬単： 32，993，500円 ワイド： 29，036，300円
3連複： 55，183，800円 3連単： 142，001，700円 計： 441，701，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 160円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 588814 的中 � 71193（3番人気）
複勝票数 計 768401 的中 � 60205（3番人気）� 520536（1番人気）� 86499（2番人気）
馬連票数 計 467648 的中 �� 87659（2番人気）
馬単票数 計 329935 的中 �� 17396（5番人気）
ワイド票数 計 290363 的中 �� 50517（1番人気）�� 23685（5番人気）�� 50335（2番人気）
3連複票数 計 551838 的中 ��� 107094（1番人気）
3連単票数 計1420017 的中 ��� 31726（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．3―50．7―1：03．0―1：15．0―1：26．9―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースオブエイト 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 Oasis Dream 初出走

2019．1．7生 牡2黒鹿 母 トレジャーステイト 母母 ワ イ オ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19042 7月11日 晴 良 （3小倉3） 第4日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走12時55分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

33 テイエムスパーダ 牝2芦 54 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 494 ―1：09．5 3．1�
22 アンジーニョ 牝2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 アタマ 2．0�
11 パウダリースノー 牝2黒鹿54 幸 英明ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470 ―1：09．6� 5．2�
55 ジ ュ ー ス 牝2栗 54 西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 408 ―1：09．7� 17．0�
44 ラムリケティ 牝2栗 54 秋山真一郎ムーティエR 牧田 和弥 様似 富田 恭司 374 ―1：10．44 32．5	
66 スナークステージ 牝2芦 54

53 ☆富田 暁杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 408 ―1：11．46 16．2

88 ミ ミ グ ッ ド 牝2青鹿54 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 422 ―1：12．25 54．4�
77 マルノミズキ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志丸山 隆雄氏 羽月 友彦 日高 U・M・A 420 ―1：12．62� 59．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 45，625，400円 複勝： 32，142，900円 枠連： 発売なし
馬連： 41，920，000円 馬単： 27，522，700円 ワイド： 28，291，500円
3連複： 53，499，700円 3連単： 126，834，100円 計： 355，836，300円

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 130円 �� 190円 �� 150円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 940円

票 数

単勝票数 計 456254 的中 � 121316（2番人気）
複勝票数 計 321429 的中 � 73083（2番人気）� 129980（1番人気）� 47633（3番人気）
馬連票数 計 419200 的中 �� 117946（1番人気）
馬単票数 計 275227 的中 �� 36020（2番人気）
ワイド票数 計 282915 的中 �� 63203（1番人気）�� 31159（3番人気）�� 46056（2番人気）
3連複票数 計 534997 的中 ��� 159803（1番人気）
3連単票数 計1268341 的中 ��� 97639（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―11．5―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―34．9―46．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムスパーダ 
�
父 レッドスパーダ 

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2019．4．25生 牝2芦 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



19043 7月11日 晴 稍重 （3小倉3） 第4日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：41．4
1：40．9

重
重

47 キタノインディ 牡3鹿 54
53 ☆富田 暁北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 458＋ 81：43．9 91．5�

611 サンライズグリット 牡3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 2 〃 クビ 14．7�
713 タイキドミニオン 牡3鹿 54 西村 淳也�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508± 01：44．1� 3．9�
23 アルマトップエンド 牡6栗 57 藤懸 貴志コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 512＋ 41：44．84 57．2�
36 ミッキークイック 牡3青鹿54 和田 竜二野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 508＋ 81：44．9� 7．5�
35 � ロードインファイト 牡4黒鹿57 藤岡 康太 	ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 442± 01：45．0� 40．2

48 セイシェルノユウヒ 牡4芦 57 藤岡 佑介宮城 寛也氏 安田 翔伍 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 41：45．21 16．9�
815 タガノチュール 牡3栗 54

51 ▲角田 大和八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466－ 2 〃 クビ 8．3�

59 メイショウマントル 牡3鹿 54 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508－ 21：45．3クビ 13．9
24 ブロフェルド 牡4鹿 57 幸 英明 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 542＋ 81：45．4� 9．2�
12 トレジャーシップ 牡4鹿 57 太宰 啓介山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 460± 01：45．61� 138．9�
714 オ ー マ オ 牡5栗 57 川須 栄彦吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452－ 41：45．7� 88．7�
612 メイショウアツイタ 牡3黒鹿54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 484＋ 81：45．91	 142．4�
510� ラヴィッスマン 牡5鹿 57 荻野 極 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 浦河 辻 牧場 B534－ 6 〃 クビ 66．9�
11 プラウドルック 牝3鹿 52 
島 克駿吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444－ 21：46．53� 3．9�
816 ウ ラ エ ウ ス 牡3青 54 松山 弘平吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 454－101：47．56 10．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，051，700円 複勝： 68，145，200円 枠連： 14，075，000円
馬連： 83，188，400円 馬単： 30，585，200円 ワイド： 76，435，900円
3連複： 132，819，000円 3連単： 128，437，700円 計： 575，738，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，150円 複 勝 � 1，730円 � 400円 � 180円 枠 連（4－6） 10，250円

馬 連 �� 47，540円 馬 単 �� 102，400円

ワ イ ド �� 10，370円 �� 3，820円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 53，010円 3 連 単 ��� 757，050円

票 数

単勝票数 計 420517 的中 � 3673（14番人気）
複勝票数 計 681452 的中 � 8061（14番人気）� 40705（8番人気）� 131498（1番人気）
枠連票数 計 140750 的中 （4－6） 1064（30番人気）
馬連票数 計 831884 的中 �� 1356（78番人気）
馬単票数 計 305852 的中 �� 224（166番人気）
ワイド票数 計 764359 的中 �� 1855（76番人気）�� 5101（40番人気）�� 18233（12番人気）
3連複票数 計1328190 的中 ��� 1879（148番人気）
3連単票数 計1284377 的中 ��� 123（1499番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．6―12．5―12．3―12．0―12．1―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―29．8―42．3―54．6―1：06．6―1：18．7―1：31．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノインディ �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．29 新潟14着

2018．3．25生 牡3鹿 母 コリエドペルル 母母 スイートクラフティ 9戦2勝 賞金 15，980，000円
※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 タイセイドレッサー号・テーオーバフェット号

19044 7月11日 曇 良 （3小倉3） 第4日 第8競走 1，200�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 7，600，000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
1：06．0
1：06．0

良
良

57 リ ャ ス ナ 牝5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：07．3 3．1�
44 リ ノ 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452－ 2 〃 クビ 12．1�

56 クイーンカピオラニ 牝4栗 55 藤岡 佑介�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 428－ 41：07．51 44．4�
68 ヒルノエドワード 牡4黒鹿 57

56 ☆富田 暁�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B482＋ 2 〃 アタマ 3．6�
710 マイネルヘルト 牡4青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 426＋ 21：07．6� 42．5	
22 ウインドラブリーナ 牝4黒鹿55 幸 英明福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 61：07．7� 10．9

45 オメガハートクィン 牝5黒鹿55 和田 竜二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452± 01：07．8� 9．7�
812 アブラアルバム 牝3青鹿52 川島 信二大西 洋平氏 新谷 功一 新冠 村上 進治 398－ 41：07．9クビ 121．3�
33 メイショウツツジ 牝3黒鹿52 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 430＋16 〃 クビ 5．3
711 ティフォーザ 牝3鹿 52

49 ▲角田 大和 �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 438＋ 61：08．32� 12．0�
69 マテラシオン 牝4黒鹿55 秋山真一郎大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 432－14 〃 クビ 191．9�
813 ショウナンラペット 牝4鹿 55 松山 弘平�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 418± 01：08．93� 23．3�
11 リアルインパルス 牝3芦 52 藤懸 貴志 �京都ホースレーシング 武 英智 浦河 信岡牧場 430± 01：15．3大差 111．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，278，300円 複勝： 51，761，300円 枠連： 10，959，300円
馬連： 69，563，300円 馬単： 30，187，600円 ワイド： 55，530，100円
3連複： 99，668，900円 3連単： 111，990，900円 計： 466，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 270円 � 820円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，760円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 51，120円

票 数

単勝票数 計 372783 的中 � 95133（1番人気）
複勝票数 計 517613 的中 � 108431（1番人気）� 47443（5番人気）� 12453（10番人気）
枠連票数 計 109593 的中 （4－5） 10476（2番人気）
馬連票数 計 695633 的中 �� 31758（5番人気）
馬単票数 計 301876 的中 �� 7424（8番人気）
ワイド票数 計 555301 的中 �� 25075（5番人気）�� 7955（22番人気）�� 3789（37番人気）
3連複票数 計 996689 的中 ��� 5477（47番人気）
3連単票数 計1119909 的中 ��� 1588（187番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．7―11．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．8―44．0―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ャ ス ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．1．26 京都1着

2016．5．11生 牝5鹿 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 12戦2勝 賞金 23，710，000円
〔制裁〕 ティフォーザ号の騎手角田大和は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルインパルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月11日まで平地競

走に出走できない。



19045 7月11日 曇 良 （3小倉3） 第4日 第9競走 ��
��2，600�タイランドカップ

発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

ロイヤルバンコックスポーツクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
2：37．8
2：35．1

良
良

66 ディヴァインラヴ 牝3鹿 52 福永 祐一窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480＋142：37．9 3．1�
89 ミステリーウェイ �3黒鹿54 斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B470－ 22：38．21	 19．2�
44 ク ー プ ラ ン 牡3鹿 54 和田 竜二森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 今 牧場 520＋ 4 〃 クビ 5．3�
78 レッドレイル �5黒鹿57 西村 淳也 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 434－ 82：39．05 9．0�
33 コートダルジャン 牝3鹿 52 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 4 〃 クビ 5．9	
810 クールファイブ 牡3鹿 54 
島 克駿大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B482± 02：39．31� 14．6

77 � キャプテンドレイク 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 3．9�
22 エ バ ー マ ノ 牝4黒鹿55 幸 英明宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 468－ 22：40．25 20．9�
11 ポルタフォリオ 牡3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム B498＋ 42：40．51	 29．3
55 ファントムバローズ 牡3黒鹿54 松本 大輝猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 424－ 62：40．6� 119．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，423，200円 複勝： 46，926，900円 枠連： 11，607，000円
馬連： 73，651，100円 馬単： 33，243，100円 ワイド： 48，995，700円
3連複： 101，111，700円 3連単： 148，926，300円 計： 500，885，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 380円 � 150円 枠 連（6－8） 1，290円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 870円 �� 330円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 16，820円

票 数

単勝票数 計 364232 的中 � 93219（1番人気）
複勝票数 計 469269 的中 � 92938（1番人気）� 23378（7番人気）� 88750（2番人気）
枠連票数 計 116070 的中 （6－8） 6939（7番人気）
馬連票数 計 736511 的中 �� 22010（11番人気）
馬単票数 計 332431 的中 �� 6443（17番人気）
ワイド票数 計 489957 的中 �� 13812（12番人気）�� 43128（1番人気）�� 8968（21番人気）
3連複票数 計1011117 的中 ��� 23247（12番人気）
3連単票数 計1489263 的中 ��� 6416（61番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―12．5―12．3―12．6―12．8―13．4―12．3―11．5―11．6―11．6―11．4―11．5

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�
12．4―24．4―36．9―49．2―1：01．8―1：14．6―1：28．0―1：40．3―1：51．8―2：03．4―2：15．0―2：26．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディヴァインラヴ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．10 京都4着

2018．2．11生 牝3鹿 母 ディープラヴ 母母 シーズインクルーデッド 6戦2勝 賞金 18，048，000円
※ファントムバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19046 7月11日 雨 良 （3小倉3） 第4日 第10競走 ��
��1，800�フィリピントロフィー

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

マニラジョッキークラブ・フィリピンレーシングクラブ・メトロマニラターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

77 ス パ ー ク ル 牝3鹿 52 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋141：46．7 2．7�
33 ジュンブルースカイ 牡3鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454＋121：46．8� 2．1�
44 ハーランズハーツ 牡4黒鹿57 	島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 436－ 2 〃 � 4．8�
55 ハローユニコーン 牝7鹿 55 斎藤 新 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 468－101：47．01� 32．5�
22 セグレドスペリオル 牡5鹿 57 松若 風馬名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 474－10 〃 ハナ 31．1�
88 エイシンルカーノ 牡7栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 B484－101：47．31� 20．7	
66 アドマイヤメティス 牝4鹿 55 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422＋121：47．61
 11．4

11 � ダディーズメジャー 牡4栗 57 幸 英明田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 494＋ 41：51．9大差 73．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 52，279，700円 複勝： 55，599，100円 枠連： 発売なし
馬連： 89，968，300円 馬単： 48，361，200円 ワイド： 53，077，100円
3連複： 115，886，100円 3連単： 277，124，200円 計： 692，295，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 130円 �� 220円 �� 170円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，220円

票 数

単勝票数 計 522797 的中 � 154427（2番人気）
複勝票数 計 555991 的中 � 102039（2番人気）� 227587（1番人気）� 95085（3番人気）
馬連票数 計 899683 的中 �� 267493（1番人気）
馬単票数 計 483612 的中 �� 65573（2番人気）
ワイド票数 計 530771 的中 �� 121512（1番人気）�� 49558（3番人気）�� 78450（2番人気）
3連複票数 計1158861 的中 ��� 283545（1番人気）
3連単票数 計2771242 的中 ��� 163750（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

2
4
8－1，6，7，3，2，4－5
8，7（2，6）（4，3）5－1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス パ ー ク ル �

父 エピファネイア �


母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．12 中京2着

2018．2．24生 牝3鹿 母 アイズオンリー 母母 アイランドファッション 7戦3勝 賞金 36，996，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダディーズメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月11日まで平地

競走に出走できない。

１レース目



19047 7月11日 雨 重 （3小倉3） 第4日 第11競走 ��
��1，700�第26回プロキオンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，2．7．11以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，2．7．10以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．4
1：40．9

重
重

23 メイショウカズサ 牡4栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B480－ 81：40．9レコード 19．8�
36 トップウイナー 牡5栗 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B462－ 61：41．32� 73．1�
816 メイショウウズマサ 牡5黒鹿56 斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 498－ 21：41．62 37．2�
612 ダノンスプレンダー 牡5黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム B512＋ 2 〃 ハナ 5．7�
12 アヴァンティスト 牡5栗 56 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 466－ 2 〃 アタマ 21．7	
510 サンライズホープ 牡4鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B540＋ 21：41．7� 4．0

59 ウェスタールンド 
9栗 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498＋181：41．8� 4．7�
48 ワイドファラオ 牡5栗 58 福永 祐一幅田 昌伸氏 辻野 泰之 新ひだか フジワラフアーム B508＋ 2 〃 クビ 7．5�
815 スマートダンディー 牡7鹿 56 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 504－ 21：42．22� 19．4
24 マリオマッハー 牡4芦 56 森 裕太朗サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 B460＋ 81：42．73 31．8�
611 ペプチドバンブー 牡6黒鹿56 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B512＋ 41：42．91� 14．5�
11 メイショウワザシ 牡6栗 56 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 528－ 21：43．21� 12．3�
713 タ イ サ イ 牡5栗 56 中井 裕二椎名 節氏 四位 洋文 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482－12 〃 クビ 64．6�
47 ナムラカメタロー 牡5黒鹿56 小牧 太奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 508＋ 21：43．73 13．0�
35 ブラックムーン 牡9鹿 56 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 辻野 泰之 日高 タバタファーム 506＋101：44．12� 88．7�
714 タイガーインディ 牡4黒鹿56 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 472＋101：44．42 74．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 175，709，600円 複勝： 238，146，700円 枠連： 116，156，800円
馬連： 576，340，800円 馬単： 191，328，500円 ワイド： 410，160，900円
3連複： 1，130，270，800円 3連単： 1，212，075，400円 計： 4，050，189，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 680円 � 1，650円 � 1，000円 枠 連（2－3） 14，660円

馬 連 �� 53，680円 馬 単 �� 95，600円

ワ イ ド �� 11，180円 �� 4，490円 �� 20，010円

3 連 複 ��� 338，400円 3 連 単 ��� 1，944，140円

票 数

単勝票数 計1757096 的中 � 70718（9番人気）
複勝票数 計2381467 的中 � 96359（9番人気）� 37041（14番人気）� 63264（12番人気）
枠連票数 計1161568 的中 （2－3） 6137（30番人気）
馬連票数 計5763408 的中 �� 8320（90番人気）
馬単票数 計1913285 的中 �� 1501（178番人気）
ワイド票数 計4101609 的中 �� 9452（86番人気）�� 23739（52番人気）�� 5265（105番人気）
3連複票数 計11302708 的中 ��� 2505（432番人気）
3連単票数 計12120754 的中 ��� 452（2428番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．4―28．9―41．4―53．4―1：05．0―1：16．5―1：28．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカズサ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．9．16 阪神10着

2017．4．29生 牡4栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 15戦5勝 賞金 92，639，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 アードラー号・エクスパートラン号・マリオ号・ロードラズライト号
（非抽選馬） 1頭 ケイアイパープル号

19048 7月11日 晴 不良 （3小倉3） 第4日 第12競走 ��1，000�シンガポールターフクラブ賞
発走16時15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
シンガポールターフクラブ賞（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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

55 ヘ ル メ ッ ト 牝5栗 55 松山 弘平�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 B514－ 4 58．1 2．8�
89 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± 0 58．2� 2．6�
33 アスカノダイチ 牡5栗 57 小崎 綾也豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 520＋ 2 58．3� 83．8�
11 メイショウソウビ �7鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476－ 6 58．51 13．7�
44 オンリーワンスター 牝8鹿 55 和田 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 464－10 〃 クビ 23．5�
22 マカオンブラン 牡4鹿 57 和田 竜二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484－12 〃 アタマ 6．5	
77 ブラッディムーン 牝5黒鹿55 松若 風馬藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 460－10 58．7� 5．2

88 ミコブラック 牝3青鹿52 �島 克駿古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 480＋ 4 58．91	 21．2�

（8頭）
66 ロードクラージュ �4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 B468＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 59，632，800円 複勝： 57，572，300円 枠連： 9，872，200円
馬連： 69，422，800円 馬単： 34，637，000円 ワイド： 50，790，400円
3連複： 69，468，500円 3連単： 131，027，900円 計： 482，423，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 1，050円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，500円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 26，810円

票 数

単勝票数 差引計 596328（返還計176803） 的中 � 167574（2番人気）
複勝票数 差引計 575723（返還計141590） 的中 � 153097（1番人気）� 141849（2番人気）� 7461（8番人気）
枠連票数 差引計 98722（返還計 72727） 的中 （5－8） 19362（1番人気）
馬連票数 差引計 694228（返還計548291） 的中 �� 129052（1番人気）
馬単票数 差引計 346370（返還計253710） 的中 �� 32827（1番人気）
ワイド票数 差引計 507904（返還計340858） 的中 �� 79262（1番人気）�� 4457（22番人気）�� 4878（21番人気）
3連複票数 差引計 694685（返還計964742） 的中 ��� 7132（24番人気）
3連単票数 差引計1310279（返還計1967467） 的中 ��� 3542（101番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―11．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．4―33．7―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ ル メ ッ ト 
�
父 タイキシャトル 

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．19 札幌14着

2016．3．16生 牝5栗 母 ハッピーヴァリュー 母母 ネームヴァリュー 24戦3勝 賞金 57，534，000円
〔競走除外〕 ロードクラージュ号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロードクラージュ号は，令和3年7月12日から令和3年8月10日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

４レース目



（3小倉3）第4日 7月11日（日曜日） 晴一時曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 144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

239，600，000円
7，270，000円
24，230，000円
1，780，000円
27，030，000円
61，569，500円
4，232，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
659，684，900円
938，663，800円
205，930，700円
1，269，246，400円
541，139，600円
965，886，000円
2，113，577，600円
2，729，515，800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 9，423，644，800円

総入場人員 2，627名 （有料入場人員 2，368名）
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