
19049 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

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
1：07．5
1：07．5

良
良

11 トーホウラビアン 牝2鹿 54
53 ☆富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 426＋ 61：09．3 1．9�
77 ニシノデフィレ 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 502＋ 21：09．4� 3．2�
44 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 442－ 61：09．5� 10．2�
33 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 428－ 4 〃 ハナ 21．0�
55 メイショウセロジネ 牝2栗 54 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458± 01：09．71� 99．4�
66 タイガークリスエス 牡2黒鹿54 松山 弘平伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 462＋ 21：09．91 7．6	
22 フォワデジー 牡2栗 54 松若 風馬野嶋 祥二氏 高柳 大輔 新ひだか 田上 徹 466＋ 2 〃 ハナ 77．3

88 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 408＋ 81：10．96 13．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 35，144，300円 複勝： 64，240，000円 枠連： 発売なし
馬連： 43，781，800円 馬単： 27，355，700円 ワイド： 35，298，000円
3連複： 56，821，100円 3連単： 119，862，500円 計： 382，503，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 351443 的中 � 150770（1番人気）
複勝票数 計 642400 的中 � 387215（1番人気）� 70636（2番人気）� 53846（4番人気）
馬連票数 計 437818 的中 �� 109907（1番人気）
馬単票数 計 273557 的中 �� 35044（1番人気）
ワイド票数 計 352980 的中 �� 58399（1番人気）�� 42083（3番人気）�� 20644（5番人気）
3連複票数 計 568211 的中 ��� 76689（2番人気）
3連単票数 計1198625 的中 ��� 40778（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―11．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウラビアン �

父 トーホウジャッカル �


母父 Giant’s Causeway デビュー 2021．6．13 中京5着

2019．3．16生 牝2鹿 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19050 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

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

重
重

36 ラグラスドシエル 牝3黒鹿54 松若 風馬 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 426－101：48．3 11．6�

59 ナムラコマチ 牝3鹿 54 岩田 望来奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 436＋ 21：48．51� 3．8�
23 メイショウフウカ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 村下 明博 452－ 21：48．71� 100．2�
48 バライロノキセキ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 458－101：48．8� 3．1�
47 オーサムデイ 牝3芦 54 西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 470＋101：49．0� 31．3�
12 トウカイベルシナル 牝3栗 54 幸 英明内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 B440－ 41：49．1� 10．1	
510 ガールズヒロイン 牝3黒鹿54 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 424－ 61：49．42 27．3

815 ク ラ ー ヴ ォ 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 41：49．5クビ 44．6�
816 レヴィーアクイーン 牝3鹿 54 福永 祐一奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B482－ 2 〃 アタマ 8．2�
11 キ ク ノ リ ノ 牝3鹿 54 田中 健菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 468＋101：50．24 68．4
24 ソルティエラ 牝3青鹿54 小崎 綾也服部 統祥氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋101：50．73 76．9�
35 テンナイスポイント 牝3鹿 54 藤井勘一郎天白 泰司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：51．01� 62．7�
714 エンジェルステアー 牝3鹿 54 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 472 ―1：51．53 51．2�
612 サクラトップキセキ 牝3黒鹿54 酒井 学�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 474＋241：51．92� 273．1�
611 アルムポテンツァ 牝3栗 54 �島 良太﨑川美枝子氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B430± 01：52．0� 100．3�
713 メイショウナデシコ 牝3栗 54 松山 弘平松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 430－ 61：52．21� 5．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，078，000円 複勝： 53，073，000円 枠連： 9，771，500円
馬連： 53，570，800円 馬単： 21，793，100円 ワイド： 53，640，300円
3連複： 89，182，700円 3連単： 87，717，000円 計： 398，826，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 320円 � 160円 � 1，640円 枠 連（3－5） 2，250円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 760円 �� 7，270円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 45，160円 3 連 単 ��� 257，460円

票 数

単勝票数 計 300780 的中 � 20685（6番人気）
複勝票数 計 530730 的中 � 39877（6番人気）� 118962（1番人気）� 6232（12番人気）
枠連票数 計 97715 的中 （3－5） 3354（10番人気）
馬連票数 計 535708 的中 �� 17922（9番人気）
馬単票数 計 217931 的中 �� 2859（20番人気）
ワイド票数 計 536403 的中 �� 19213（8番人気）�� 1835（55番人気）�� 3747（31番人気）
3連複票数 計 891827 的中 ��� 1481（109番人気）
3連単票数 計 877170 的中 ��� 247（577番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．0―12．9―12．6―12．5―13．1―13．5―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―43．2―55．8―1：08．3―1：21．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．0
1
3
・（1，4）（9，13）（8，10）－2，15，14，7，11，6（3，12，16）5
1（4，9）8（10，13）2（14，11）（6，7）（3，15）5，12，16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラグラスドシエル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．5 新潟6着

2018．4．16生 牝3黒鹿 母 センノメグミ 母母 タイフウジョオー 10戦1勝 賞金 8，910，000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 ウインブランカ号・ブルアモーレ号

第３回 小倉競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



19051 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：56．9
1：56．1

良
良

611 ロワンディシー 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 452± 01：59．4 2．7�
24 エイシンイワトオシ 牡3芦 56 松山 弘平平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 462－ 82：00．46 4．8�
714� レ イ ク ビ ワ 牝3栗 52 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 中内田充正 豪 Yulong Invest-
ments Yulong Stud 454＋ 22：00．61� 23．0�

715 ウインヴァカンス 牝3栗 54 松若 風馬�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 442－ 22：00．7アタマ 19．7�
817 クリムゾンハート 牝3鹿 54 岩田 望来杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454＋ 82：00．8� 47．9�
11 エイシンニーダー 牡3栗 56 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 468－ 22：00．9� 9．8	
23 ゴットウェーブ 牡3鹿 56 藤懸 貴志後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 B494＋ 42：01．21� 33．6

713 モズディーラー 牡3栗 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 	島 一歩 日高 目黒牧場 472＋ 62：01．3� 46．3�
36 エアミアーニ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B434－ 2 〃 アタマ 9．5�
47 ミ ー テ ィ ア 牝3鹿 54 高倉 稜三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド 432－102：01．4� 248．5
612 マイブルースカイ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新山田 弘氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 466＋ 4 〃 クビ 319．3�
818 レアリサンド 牡3鹿 56 西村 淳也�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 520－ 62：01．5アタマ 4．6�
48 ラッキーパラダイス 牡3青鹿56 幸 英明孫 頌欣氏 平田 修 千歳 社台ファーム 494± 02：01．82 143．9�
12 ブ ル レ ス カ 牝3栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470－ 22：02．22� 22．9�
59 フォーコーゼズ 牡3鹿 56 長岡 禎仁�G1レーシング 杉山 晴紀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－122：02．3� 167．8�
816 ブルーモンターニュ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490± 02：04．4大差 198．5�
35 マテンロウドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和寺田千代乃氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 494－ 22：04．5クビ 79．8�
510 ロードフェイロン 
3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 438－ 42：06．5大差 259．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，100，700円 複勝： 42，560，400円 枠連： 11，076，500円
馬連： 45，496，800円 馬単： 19，745，000円 ワイド： 44，322，700円
3連複： 72，864，900円 3連単： 72，424，500円 計： 339，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 200円 � 540円 枠 連（2－6） 690円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，020円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 17，850円

票 数

単勝票数 計 311007 的中 � 91672（1番人気）
複勝票数 計 425604 的中 � 100741（1番人気）� 55574（3番人気）� 14677（8番人気）
枠連票数 計 110765 的中 （2－6） 12361（1番人気）
馬連票数 計 454968 的中 �� 46454（1番人気）
馬単票数 計 197450 的中 �� 9903（2番人気）
ワイド票数 計 443227 的中 �� 38894（1番人気）�� 10561（11番人気）�� 5822（23番人気）
3連複票数 計 728649 的中 ��� 11136（13番人気）
3連単票数 計 724245 的中 ��� 2941（34番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．4―12．2―11．8―11．7―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．3―47．7―59．9―1：11．7―1：23．4―1：35．4―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0
1
3
6，14（1，16）（5，15，18）（4，17）（3，10，13）9（7，12）11（2，8）・（6，14）（1，15，18）－（4，16，17）（3，13，11）－（7，12，2）－（9，5）8－10

2
4

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

ロワンディシー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．12．5 阪神3着

2018．5．8生 牡3鹿 母 ビエンナーレ 母母 フォーカルプレーン 8戦1勝 賞金 9，920，000円
〔制裁〕 ロワンディシー号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテンロウドリーム号・ロードフェイロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

9月17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〕 マテンロウドリーム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月17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） 3頭 グロリアスダッド号・ジョウショーペース号・ラッセルリー号
（非抽選馬） 3頭 ニホンピロビヨンド号・メイショウセッサイ号・メイショウユウスイ号

19052 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第4競走 1，000�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
56．8
56．8

重
重

45 タガノマーチ 牝3黒鹿54 松山 弘平八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432－12 59．5 3．8�

58 シンゼンシャイン 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 492＋ 8 59．6� 10．4�

46 メイショウフジタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 468－ 2 59．81� 5．4�
57 ク ム リ ポ 牡3鹿 56 幸 英明�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 468－ 2 59．9クビ 13．5�
712 ジェイケーフェイス 牝3鹿 54 荻野 極 STレーシング 今野 貞一 新ひだか 高橋フアーム 422－ 21：00．0� 28．4	
11 サムワンスペシャル 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：00．1� 15．1

69 サクセスザブーン 牡3鹿 56 藤井勘一郎�タカシマ 野中 賢二 平取 坂東牧場 460－181：00．2クビ 13．4�
813 ルージュサンライズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 468＋10 〃 クビ 61．8�
814 ロングサクセション 牡3栗 56 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 新ひだか ゴールドアップカンパニー 456－ 71：00．3クビ 146．8
34 メイショウラピッド 牝3鹿 54 中井 裕二松本 好�氏 長谷川浩大 様似 中脇 一幸 478－10 〃 アタマ 43．5�
610 スパークリングアイ 牡3鹿 56 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 486－ 8 〃 アタマ 3．0�
711 ヤマニンバルトロ 牡3鹿 56 岩田 望来土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 472－ 61：00．62 182．2�
33 ツーエムプレミアム 牝3栗 54 高倉 稜村上 憲政氏 本田 優 様似 様似共栄牧場 508－141：01．66 178．8�
22 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 B456－ 41：03．4大差 13．9�
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売 得 金
単勝： 32，103，200円 複勝： 44，603，400円 枠連： 10，903，500円
馬連： 46，842，500円 馬単： 20，737，600円 ワイド： 44，261，100円
3連複： 70，724，700円 3連単： 78，798，700円 計： 348，974，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 290円 � 170円 枠 連（4－5） 570円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 740円 �� 420円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 17，750円

票 数

単勝票数 計 321032 的中 � 67390（2番人気）
複勝票数 計 446034 的中 � 83087（2番人気）� 32013（5番人気）� 69757（3番人気）
枠連票数 計 109035 的中 （4－5） 14763（2番人気）
馬連票数 計 468425 的中 �� 17518（4番人気）
馬単票数 計 207376 的中 �� 3633（13番人気）
ワイド票数 計 442611 的中 �� 14853（4番人気）�� 28915（3番人気）�� 12418（11番人気）
3連複票数 計 707247 的中 ��� 17782（6番人気）
3連単票数 計 787987 的中 ��� 3217（40番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―34．0―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F37．0
3 ・（8，10）2，5（1，6）13（4，7）（11，9，12）－3－14 4 8，10－5（1，6）7（11，13）9（4，12）2－（3，14）

勝馬の
紹 介

タガノマーチ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．19 中京3着

2018．3．4生 牝3黒鹿 母 タガノバラード 母母 タガノチャーリーズ 11戦1勝 賞金 13，970，000円
〔制裁〕 サムワンスペシャル号の騎手斎藤新は，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：4番）
〔3走成績による出走制限〕 ヤマニンバルトロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月17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） 3頭 ハギノダンシング号・メイショウアタゴ号・ワンダーアバロン号
（非抽選馬） 6頭 ウンエンリヒカイ号・クリノキララ号・コールドショット号・ジオヴィグラス号・ハクアイゴジロー号・

ブリリアントキング号



19053 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：46．9
1：44．5

良
良

77 シゲルイワイザケ 牝2青鹿54 福永 祐一森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 484 ―1：49．6 2．1�
11 ルクスレジーナ 牝2鹿 54 西村 淳也杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 454 ―1：49．81� 13．1�
66 ヴィルティス 牝2鹿 54 岩田 望来大江 実氏 友道 康夫 日高 大江牧場 450 ― 〃 ハナ 7．0�
22 ヴァラダムドラー 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 532 ―1：50．01� 4．7�
55 コルティーナ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 476 ―1：50．21� 4．2�
44 カガヤキホコレ 牝2黒鹿54 浜中 俊増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 454 ―1：50．3クビ 37．7	
88 グリーンエンジェル 牝2黒鹿54 藤岡 康太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 490 ―1：50．51� 42．6

33 アーブルチム 牝2青鹿54 幸 英明福盛 訓之氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 ハナ 60．0�
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売 得 金
単勝： 46，967，300円 複勝： 36，078，300円 枠連： 発売なし
馬連： 43，225，200円 馬単： 25，081，400円 ワイド： 29，921，800円
3連複： 56，406，000円 3連単： 110，882，900円 計： 348，562，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 210円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 380円 �� 230円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 469673 的中 � 179955（1番人気）
複勝票数 計 360783 的中 � 152586（1番人気）� 28633（5番人気）� 35779（4番人気）
馬連票数 計 432252 的中 �� 25972（5番人気）
馬単票数 計 250814 的中 �� 10348（7番人気）
ワイド票数 計 299218 的中 �� 19500（5番人気）�� 39043（3番人気）�� 10013（9番人気）
3連複票数 計 564060 的中 ��� 25230（6番人気）
3連単票数 計1108829 的中 ��� 12039（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．2―48．6―1：00．8―1：12．9―1：25．2―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．7
1
3
8（4，5）（1，7）－6，2，3・（8，5）7（4，1，6）2，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルイワイザケ �

父 エピファネイア �


母父 リ ン カ ー ン 初出走

2019．4．18生 牝2青鹿 母 ボンジュールココロ 母母 レ デ ィ ネ ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19054 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

79 スリーパーダ 牝2栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 398 ―1：09．9 1．5�
67 キ ル ス テ ン 牝2黒鹿54 幸 英明橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 448 ―1：10．11� 11．2�
55 サンダップルド 牡2栗 54 松山 弘平ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ―1：10．2� 4．7�
811 カ ン ト 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 430 ―1：10．3クビ 53．5�
22 スローテキーラ 牝2青鹿54 荻野 極吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 428 ―1：10．4� 17．8	
11 ス タ ロ ー ン 牡2鹿 54 秋山真一郎大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 9．0

78 ギャラクシーセブン 牡2栗 54 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 450 ―1：10．61� 89．4�
66 ウッドショック 牡2黒鹿 54

51 ▲角田 大和小林 善一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 510 ―1：10．81� 123．4�
33 ダイヴトゥブルー 牡2栗 54 川島 信二須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470 ―1：11．0� 148．4�
44 アールチャレンジ 牡2栗 54 岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 466 ―1：11．42� 41．4�
810 ウインマミリアス 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 森 政巳 456 ―1：12．99 26．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，045，000円 複勝： 64，572，900円 枠連： 7，156，700円
馬連： 39，359，100円 馬単： 26，254，700円 ワイド： 32，225，100円
3連複： 55，176，800円 3連単： 100，283，200円 計： 364，073，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 280円 �� 160円 �� 480円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，460円

票 数

単勝票数 計 390450 的中 � 201931（1番人気）
複勝票数 計 645729 的中 � 417029（1番人気）� 37591（4番人気）� 57688（2番人気）
枠連票数 計 71567 的中 （6－7） 8184（3番人気）
馬連票数 計 393591 的中 �� 42679（3番人気）
馬単票数 計 262547 的中 �� 22228（3番人気）
ワイド票数 計 322251 的中 �� 27077（3番人気）�� 63536（1番人気）�� 13939（6番人気）
3連複票数 計 551768 的中 ��� 58885（2番人気）
3連単票数 計1002832 的中 ��� 29517（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．6―11．9―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．0―34．6―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーパーダ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Singspiel 初出走

2019．2．28生 牝2栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カント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：5番）



19055 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第7競走 ��1，700�3歳未勝利
発走13時25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
1：40．9
1：40．9

重
重

48 ブ ラ ビ オ 牡3黒鹿 56
53 ▲松本 大輝 �カナヤマホール

ディングス 寺島 良 浦河 川越ファーム 460－ 41：48．0 5．2�
816� トーテムポール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Godolphin 474± 01：48．85 8．1�
713 ゼンダンリュウ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁渡邊 善男氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 484＋ 2 〃 クビ 14．5�
510 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 492－ 81：49．22 3．2�
35 サフランポケット 牡3鹿 56 太宰 啓介海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 458－ 21：49．41� 31．7�
611� プリファードラン 牝3鹿 54 西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-
ter Farm 420＋ 41：50．03� 30．1	

12 ハクアイアトム 牡3栗 56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470＋ 41：50．11 81．4

714 マリブスターソング 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 446＋ 81：50．41� 49．7�
11 ラッジョディソーレ 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 462＋ 41：50．5� 329．0�
612 ダノンエクレール 牝3芦 54 川田 将雅�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 492＋10 〃 クビ 3．6
59 ラ ウ デ ィ 牡3鹿 56 岩田 望来 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 鎌田 正嗣 452± 01：50．6� 8．1�
23 クリノプリンシス 牝3黒鹿54 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 日西牧場 430＋161：50．92 60．8�
815 ティーグランパ 牡3鹿 56 国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 506－161：51．53� 40．6�
24 テイエムプレスダン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 510－ 21：51．81� 161．7�
47 メイショウユウスゲ 牝3栗 54 田中 健松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 486－ 81：51．9クビ 105．6�

（15頭）
36 パラダイスギンガ 牡3鹿 56 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 444＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，880，700円 複勝： 44，649，200円 枠連： 10，207，400円
馬連： 46，604，100円 馬単： 20，342，500円 ワイド： 43，841，700円
3連複： 76，851，400円 3連単： 81，031，300円 計： 355，408，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 240円 � 290円 枠 連（4－8） 1，970円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，610円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 45，360円

票 数

単勝票数 差引計 318807（返還計 2265） 的中 � 48450（3番人気）
複勝票数 差引計 446492（返還計 3529） 的中 � 52314（3番人気）� 49619（4番人気）� 37755（6番人気）
枠連票数 差引計 102074（返還計 131） 的中 （4－8） 3998（8番人気）
馬連票数 差引計 466041（返還計 7366） 的中 �� 14829（9番人気）
馬単票数 差引計 203425（返還計 3547） 的中 �� 3627（15番人気）
ワイド票数 差引計 438417（返還計 9092） 的中 �� 13195（9番人気）�� 6888（16番人気）�� 7254（15番人気）
3連複票数 差引計 768514（返還計 23397） 的中 ��� 4598（39番人気）
3連単票数 差引計 810313（返還計 24249） 的中 ��� 1295（132番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．5―43．9―56．7―1：09．3―1：22．0―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3
4，8，2（3，12）（11，13）（5，9，14）（10，16）7，15－1・（4，8）（2，12）（3，13）（11，16）14（5，9，10）15－7－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブ ラ ビ オ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．6．19 阪神4着

2018．2．15生 牡3黒鹿 母 ゴールデンプライズ 母母 タッチフォーゴールド 2戦1勝 賞金 5，870，000円
〔競走除外〕 パラダイスギンガ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゼンノナイン号
（非抽選馬） 7頭 カシノシンセイ号・セイクリッドゲイズ号・ゾンニッヒ号・ダンツソアラ号・ビュヴォン号・ブラックアリエス号・

メイショウメイスイ号

19056 7月17日 曇 良 （3小倉3） 第5日 第8競走 ��
��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

23 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496＋ 41：59．3 6．2�

610 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 476－ 4 〃 ハナ 2．1�

59 ダノンドリーマー 牡3鹿 54 岩田 望来�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490＋ 61：59．51� 10．9�
22 ジェニーアムレット 牝3鹿 52 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－141：59．71 8．4�
814 マジストラル 牡5鹿 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：59．8	 86．7	
713 メイショウサンガ 牡4鹿 57

54 ▲松本 大輝松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 532± 02：00．01 20．6

47 テリオスマナ 牝3黒鹿52 幸 英明鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 464＋ 42：00．1	 6．4�
712 グレートベースン 牡5青鹿 57

56 ☆斎藤 新桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 524＋ 6 〃 ハナ 120．1
11 スマートルシーダ 牡3鹿 54 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 472± 02：00．41	 22．7�
35 タイセイドレッサー 牡5栗 57

56 ☆富田 暁田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 488＋ 42：00．5クビ 60．5�
46 タマモネックタイ 牡3鹿 54 藤懸 貴志タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 474＋ 42：00．71� 39．4�
34 
 パラディズム 牡3鹿 54 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Elevage
II, LLC 498－ 22：01．12 28．3�

58 ブルーノバローズ 牡5鹿 57 酒井 学猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 486－ 6 〃 クビ 172．7�
611 メ ラ ー キ 牡4青鹿 57

54 ▲角田 大和大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B490＋ 62：02．37 19．3�
815� カズプロティオス 牡4青 57 川須 栄彦合同会社雅苑興業 茶木 太樹 浦河 三嶋牧場 432－ 22：10．6大差 316．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，041，400円 複勝： 62，321，600円 枠連： 12，391，000円
馬連： 65，056，400円 馬単： 28，966，100円 ワイド： 58，873，600円
3連複： 101，072，000円 3連単： 116，149，100円 計： 484，871，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 120円 � 210円 枠 連（2－6） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 250円 �� 690円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 400414 的中 � 51539（2番人気）
複勝票数 計 623216 的中 � 105715（2番人気）� 159734（1番人気）� 58666（4番人気）
枠連票数 計 123910 的中 （2－6） 23680（1番人気）
馬連票数 計 650564 的中 �� 74901（1番人気）
馬単票数 計 289661 的中 �� 12144（5番人気）
ワイド票数 計 588736 的中 �� 67183（1番人気）�� 19797（7番人気）�� 32051（3番人気）
3連複票数 計1010720 的中 ��� 43486（2番人気）
3連単票数 計1161491 的中 ��� 7601（21番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．2―11．8―11．8―11．9―12．2―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―34．6―46．8―58．6―1：10．4―1：22．3―1：34．5―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3
・（6，11）（8，15）2（9，10）－7－3（1，4）（5，14）－（13，12）・（6，11）10（2，8，9，7）（1，3）（5，12）（13，4）14＝15

2
4

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

勝馬の
紹 介

ピ ノ ク ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．11．10 京都4着

2016．2．15生 牡5黒鹿 母 ピンクカメオ 母母 シルバーレーン 28戦2勝 賞金 44，627，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズプロティオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月17日まで平地競

走に出走できない。



19057 7月17日 曇 良 （3小倉3） 第5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，2．7．18以降3．7．11まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

816 ダノンシティ 牡5鹿 55 岩田 望来�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 61：07．4 29．3�
818 ファルヴォーレ 牡3芦 53 福永 祐一杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 442± 0 〃 ハナ 7．5�
12 � ジャスパージャック 牡5鹿 56 川田 将雅加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud B530－10 〃 アタマ 8．2�
48 � マジックバローズ 牡6鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 456± 01：07．61� 34．1�
713 アサケエース 牡4鹿 54 秋山真一郎大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 434± 0 〃 ハナ 36．2�
714 マイネルジェロディ 牡3青鹿53 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 〃 アタマ 4．1	
36 ミニーアイル 牝3芦 51 藤岡 康太大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 3．7

817 メイショウユリシス 牝4黒鹿52 斎藤 新松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 472± 01：07．8� 71．1�
11 ヤマニンプティパ 牝4鹿 52 酒井 学土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448＋ 8 〃 クビ 23．4
611 ヴァラークラウン 牝4黒鹿52 城戸 義政ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 61：07．9クビ 161．1�
47 ウインスピリタス 牡5鹿 55 富田 暁�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 480－10 〃 クビ 44．9�
59 メメントモリ 牝4鹿 52 松若 風馬吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 472± 01：08．0クビ 22．4�
612� アランチャアミーゴ 
4栗 54 中井 裕二早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B500＋ 4 〃 ハナ 25．4�
23 フ ォ ド ラ 牝3鹿 52 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 402± 0 〃 アタマ 5．1�
24 メイショウシャチ 牡8鹿 53 藤懸 貴志松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 496＋ 81：08．1� 99．0�
35 エーティーメジャー 牡4鹿 54 国分 優作荒木 徹氏 四位 洋文 むかわ 上水牧場 500＋14 〃 クビ 139．2�
715 ストラトスフィア 牝5鹿 52 川須 栄彦�フクキタル 	島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 21：08．2� 71．2�
（17頭）

510 マッスルマサムネ 
6鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，221，000円 複勝： 68，930，400円 枠連： 18，679，500円
馬連： 86，778，600円 馬単： 30，757，100円 ワイド： 68，542，700円
3連複： 127，417，900円 3連単： 127，020，600円 計： 572，347，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 840円 � 300円 � 310円 枠 連（8－8） 8，110円

馬 連 �� 13，940円 馬 単 �� 32，950円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 5，170円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 42，890円 3 連 単 ��� 371，330円

票 数

単勝票数 差引計 442210（返還計 26289） 的中 � 12042（9番人気）
複勝票数 差引計 689304（返還計 45302） 的中 � 19057（10番人気）� 64867（4番人気）� 62235（5番人気）
枠連票数 差引計 186795（返還計 1551） 的中 （8－8） 1783（29番人気）
馬連票数 差引計 867786（返還計146151） 的中 �� 4823（40番人気）
馬単票数 差引計 307571（返還計 46628） 的中 �� 700（91番人気）
ワイド票数 差引計 685427（返還計128443） 的中 �� 4864（40番人気）�� 3377（48番人気）�� 10795（16番人気）
3連複票数 差引計1274179（返還計371098） 的中 ��� 2228（126番人気）
3連単票数 差引計1270206（返還計355445） 的中 ��� 248（929番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．5―11．3―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．7―32．2―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 ・（2，14）（3，17）11－1（8，9）（6，15）4（7，16）（5，12，18）13 4 ・（2，14）（3，17）11（1，8）（6，9）（4，15）（7，16）18（5，13，12）

勝馬の
紹 介

ダノンシティ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 City Zip デビュー 2018．6．10 東京9着

2016．3．28生 牡5鹿 母 シティトゥシティ 母母 Stormbow 22戦3勝 賞金 38，707，000円
〔競走除外〕 マッスルマサムネ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

19058 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

610 サトノガイア 牝4鹿 55 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B480＋141：45．3 27．2�
45 フルヴォート 牡3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496＋121：45．4� 2．0�
711� ハリーバローズ 牡4鹿 57 岩田 望来猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B488－101：45．5クビ 35．7�
46 ハイパーノヴァ �7栃栗57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 488－ 2 〃 ハナ 10．7�
57 	 トゥインクルリーフ 牝5鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 472＋141：45．92
 32．8	
814 サンマルエンパイア 牡7鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476＋ 61：46．0
 20．5

11 タガノウィリアム 牡4黒鹿57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－121：46．21� 5．1�
22 アドマイヤビーナス 牝5栗 55 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B478＋ 2 〃 アタマ 13．9�
33 	 スズカクローカス 牝5黒鹿55 中井 裕二永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 442＋ 81：46．52 61．7
58 ルドンカズマ 牡4鹿 57 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 492＋ 21：46．71� 31．4�
69 アフィラトゥーラ 牡4黒鹿57 斎藤 新加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 498＋ 41：46．8クビ 53．2�
813 エターナリー 牡4栗 57 福永 祐一吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 450－ 4 〃 アタマ 6．0�
712 ペイシャクレア 牝5鹿 55 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 426＋ 61：48．510 98．2�
34 ノ ー チ ラ ス 牝5栗 55 浜中 俊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 470＋101：49．03 56．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，196，300円 複勝： 75，276，200円 枠連： 22，708，800円
馬連： 110，193，000円 馬単： 46，034，100円 ワイド： 83，814，400円
3連複： 169，199，600円 3連単： 202，218，400円 計： 763，640，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 790円 � 150円 � 840円 枠 連（4－6） 1，910円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 9，820円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 27，700円 3 連 単 ��� 280，850円

票 数

単勝票数 計 541963 的中 � 15888（7番人気）
複勝票数 計 752762 的中 � 19742（9番人気）� 188073（1番人気）� 18305（11番人気）
枠連票数 計 227088 的中 （4－6） 9194（7番人気）
馬連票数 計1101930 的中 �� 20954（15番人気）
馬単票数 計 460341 的中 �� 3221（33番人気）
ワイド票数 計 838144 的中 �� 17499（13番人気）�� 2132（71番人気）�� 13832（18番人気）
3連複票数 計1691996 的中 ��� 4580（83番人気）
3連単票数 計2022184 的中 ��� 522（658番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．7―12．7―12．2―12．3―12．5―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．5―42．2―54．4―1：06．7―1：19．2―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノガイア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2020．2．15 京都2着

2017．4．29生 牝4鹿 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 8戦2勝 賞金 27，194，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19059 7月17日 小雨 良 （3小倉3） 第5日 第11競走 ��
��1，800�

し ら ぬ い

不知火ステークス
発走15時35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

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 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

78 � ダブルシャープ 牡6鹿 57 浜中 俊天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 488－ 41：46．7 3．0�
66 グランスピード 牡4鹿 57 幸 英明ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B520＋ 2 〃 クビ 8．2�
89 スーパーフェザー 	6鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 472－101：46．8
 20．5�
55 フィオリキアリ 牝4鹿 55 藤井勘一郎槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 01：46．9クビ 7．0�
810 メイケイハリアー 牡5芦 57 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 484± 0 〃 ハナ 10．4�
11 シャフトオブライト 牡6栗 57 松山 弘平 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456－ 41：47．0
 8．9

77 ストーンリッジ 牡4鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 同着 28．5�
22 � クリデュクール 牡7栗 57 藤岡 康太 	サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 506－ 21：47．42� 5．0�
44 ウォーターパルフェ 牡6鹿 57 角田 大和山岡 正人氏 石橋 守 浦河 笹地牧場 496－ 41：47．5
 71．3
33 レッドフラヴィア 牝4栗 55 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム B514＋ 61：47．92� 6．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 77，385，000円 複勝： 87，412，700円 枠連： 28，943，600円
馬連： 200，082，600円 馬単： 74，913，000円 ワイド： 119，615，200円
3連複： 293，186，900円 3連単： 392，855，400円 計： 1，274，394，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 230円 � 410円 枠 連（6－7） 1，570円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，110円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 37，530円

票 数

単勝票数 計 773850 的中 � 202783（1番人気）
複勝票数 計 874127 的中 � 219674（1番人気）� 87774（5番人気）� 41456（8番人気）
枠連票数 計 289436 的中 （6－7） 14223（6番人気）
馬連票数 計2000826 的中 �� 107041（5番人気）
馬単票数 計 749130 的中 �� 20171（10番人気）
ワイド票数 計1196152 的中 �� 68824（3番人気）�� 27067（17番人気）�� 12426（29番人気）
3連複票数 計2931869 的中 ��� 26969（39番人気）
3連単票数 計3928554 的中 ��� 7588（170番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．7―48．1―59．7―1：11．6―1：23．1―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
6，7，10，1（3，5）（2，4）9，8
6（7，10）（1，3，5，8）（2，4，9）

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

勝馬の
紹 介

�ダブルシャープ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスタキオン （3戦1勝 賞金 24，123，000円）

2015．3．26生 牡6鹿 母 メジロルーシュバー 母母 レールデユタン 25戦2勝 賞金 110，231，000円
地方デビュー 2017．6．21 門別

19060 7月17日 曇 良 （3小倉3） 第5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 7，600，000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
56．8
56．8

重
重

46 コ ウ バ コ 牝3栗 52 幸 英明�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 474± 0 58．9 4．8�
45 � ベストチャーム 牝5鹿 55 岩田 望来中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 440± 0 59．0クビ 16．9�
22 ハギノオーロ 牝4鹿 55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 522＋16 〃 クビ 18．3�
69 ム ジ ッ ク 牝3栗 52 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B486＋ 6 59．1クビ 4．2�
610 ウェーブメジャー 牡3鹿 54 小牧 太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B466＋ 2 59．21 12．4	
712� ムーンオブバローダ 牡5栗 57 西村 淳也 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 494± 0 59．3� 27．2

711 キャンユーキッス 牝3鹿 52

49 ▲角田 大和岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 446＋ 2 59．61� 6．3�
34 ワンダースキル 牡3鹿 54 中井 裕二山本 能成氏 斉藤 崇史 新ひだか フクダファーム 454＋12 59．92 11．9�
814 ゴープラチナム 牝4芦 55

54 ☆斎藤 新前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 428－101：00．11 124．4
58 ピュアブリス 牝3鹿 52 松山 弘平水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 450－101：00．42 4．6�
11 ピエーナテーラー 牝4栗 55 藤岡 康太中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 480－ 41：00．5� 38．8�
33 ジャスティンリーチ 	4青鹿57 酒井 学三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 木戸口牧場 492＋ 41：00．6クビ 41．5�
57 リサコーハク 牝3栗 52

51 ☆富田 暁八木 光博氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 424－14 〃 クビ 17．9�
813 テーオープライム 牝4栗 55 国分 優作小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 61：00．81
 113．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 65，832，000円 複勝： 85，443，400円 枠連： 21，266，700円
馬連： 124，418，900円 馬単： 44，117，400円 ワイド： 90，188，100円
3連複： 181，953，700円 3連単： 204，556，700円 計： 817，776，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 350円 � 310円 枠 連（4－4） 3，820円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 6，440円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，430円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 16，410円 3 連 単 ��� 64，840円

票 数

単勝票数 計 658320 的中 � 108189（3番人気）
複勝票数 計 854434 的中 � 159284（1番人気）� 55021（7番人気）� 64748（5番人気）
枠連票数 計 212667 的中 （4－4） 4306（15番人気）
馬連票数 計1244189 的中 �� 26257（13番人気）
馬単票数 計 441174 的中 �� 5135（21番人気）
ワイド票数 計 901881 的中 �� 22165（10番人気）�� 16262（17番人気）�� 7820（37番人気）
3連複票数 計1819537 的中 ��� 8314（56番人気）
3連単票数 計2045567 的中 ��� 2287（216番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．8―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．7
3 ・（2，9）－（11，13）（6，8）－（3，10）5（1，12）4，14－7 4 ・（2，9）（6，11）13，8（3，10）5，12（1，4）－14，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ウ バ コ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2020．7．25 新潟10着

2018．3．20生 牝3栗 母 ワンモアアリュール 母母 ボニーロツホ 11戦2勝 賞金 18，540，000円
〔制裁〕 ハギノオーロ号の騎手藤懸貴志は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・5番）



（3小倉3）第5日 7月17日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

195，740，000円
3，020，000円
25，410，000円
1，280，000円
21，660，000円
69，023，000円
4，400，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
527，994，900円
729，161，500円
153，105，200円
905，409，800円
386，097，700円
704，544，700円
1，350，857，700円
1，693，800，300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 6，450，971，800円

総入場人員 2，095名 （有料入場人員 1，663名）
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