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18001 7月2日 晴 良 （4福島2） 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

56 バルンストック �5黒鹿 60
57 ▲小牧加矢太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 474－103：00．3 3．8�
710 アポロファントム 牡5鹿 60 植野 貴也アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 452－ 4 〃 クビ 18．9�
68 ドラウプニル �6鹿 60 伴 啓太吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 488＋ 83：01．57 4．7�
22 ブラックジャッカル �4青鹿60 中村 将之中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 462± 03：02．03 19．1�
812 カ ツ ジ 牡7鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 492－143：02．85 10．0�
44 プレイヤーサムソン �9鹿 60 江田 勇亮嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 470－203：03．11� 39．1	
45 � アイファーチーター 牡4栗 60 蓑島 靖典中島 稔氏 的場 均 日高 Wing Farm 466± 03：04．810 198．7

57 マイネルグロース 牡4芦 60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 460－ 83：05．43	 20．1�
69 � ヴィクトリーレーン �5黒鹿60 石神 深一 �社台レースホース深山 雅史 千歳 社台ファーム 450－223：05．82 21．1
11 ピュアヒカリ �6鹿 60 大江原 圭鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 450－ 23：08．7大差 11．1�
33 � マイネルバッカーノ 牡6黒鹿60 大庭 和弥Mr．ホース 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 83：09．23 82．0�
711 アナンダライト �5栗 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 512－ 2 （競走中止） 5．4�
813 プロバーティオ 牡4鹿 60 草野 太郎�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 496－12 （競走中止） 6．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，340，700円 複勝： 28，660，100円 枠連： 10，439，400円
馬連： 39，473，400円 馬単： 18，803，800円 ワイド： 33，943，900円
3連複： 73，727，100円 3連単： 74，163，800円 計： 300，552，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 490円 � 180円 枠 連（5－7） 740円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 990円 �� 450円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 27，360円

票 数

単勝票数 計 213407 的中 � 43839（1番人気）
複勝票数 計 286601 的中 � 53843（1番人気）� 11317（9番人気）� 46330（2番人気）
枠連票数 計 104394 的中 （5－7） 10873（2番人気）
馬連票数 計 394734 的中 �� 6629（17番人気）
馬単票数 計 188038 的中 �� 2143（29番人気）
ワイド票数 計 339439 的中 �� 8504（10番人気）�� 20785（2番人気）�� 6776（16番人気）
3連複票数 計 737271 的中 ��� 13596（11番人気）
3連単票数 計 741638 的中 ��� 1965（81番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 53．6－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バルンストック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．1 阪神1着

2017．4．26生 �5黒鹿 母 ス ト ッ ク 母母 オブザーヴァント 障害：5戦1勝 賞金 12，680，000円
〔競走中止〕 プロバーティオ号は，競走中に前進気勢を欠いたため7号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

アナンダライト号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 ドラウプニル号の騎手伴啓太は，2号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔調教再審査〕 プロバーティオ号は，競走中に前進気勢を欠き，7号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審査〔平

地調教を含む〕。

18002 7月2日 晴 良 （4福島2） 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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

713 ラ ー ト リ ー 牝3栗 54 田辺 裕信 �京都ホースレーシング 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 438－ 41：46．6 2．1�
712 キ ッ ト ク ル 牝3黒鹿54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 444－121：47．13 11．8�
610 イモータルフェイム 牝3鹿 54 菅原 明良�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 454－121：47．95 4．3�
23 リーディングラン 牝3栗 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 松木 加代 468－101：48．21� 63．1�
46 ソニンクヴァース 牝3鹿 54 武藤 雅 KRジャパン 武藤 善則 むかわ 上水牧場 B484－ 81：48．51� 9．6�
58 エメラルセシリア 牝3青鹿 54

52 △永野 猛蔵高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 420－141：48．71� 8．6	
35 ヨーコマイラヴ 牝3黒鹿54 木幡 巧也サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 456－121：49．01� 195．7

611 ニ ケ テ ア 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔エースレーシング 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 B446－ 41：49．1クビ 90．3�
815 ネイチャーミヤビ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �サザンホールディング 根本 康広 浦河 金石牧場 498－121：49．2� 12．0�
59 キタノズーナクア 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田ファーム B448－ 61：49．73 28．8
34 ファディッシュ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 434－ 21：49．8� 64．5�
11 ソ メ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 416＋12 〃 ハナ 103．5�
47 マイスイートハート 牝3黒鹿54 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 494－ 61：50．11� 30．8�
22 カハラオプナ 牝3黒鹿54 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 小泉牧場 490－ 61：51．16 65．8�
814 マリノヴィーナス 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 460± 01：51．42 45．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，696，700円 複勝： 52，183，300円 枠連： 11，973，000円
馬連： 55，097，600円 馬単： 24，959，800円 ワイド： 54，077，700円
3連複： 84，292，900円 3連単： 88，170，200円 計： 406，451，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 230円 � 150円 枠 連（7－7） 1，100円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 480円 �� 270円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 356967 的中 � 134378（1番人気）
複勝票数 計 521833 的中 � 161826（1番人気）� 40103（5番人気）� 87910（2番人気）
枠連票数 計 119730 的中 （7－7） 8405（5番人気）
馬連票数 計 550976 的中 �� 39387（4番人気）
馬単票数 計 249598 的中 �� 11326（6番人気）
ワイド票数 計 540777 的中 �� 28350（4番人気）�� 57125（1番人気）�� 11928（10番人気）
3連複票数 計 842929 的中 ��� 30299（4番人気）
3連単票数 計 881702 的中 ��� 7809（13番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．6―12．3―12．6―12．7―12．9―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―29．9―42．2―54．8―1：07．5―1：20．4―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ー ト リ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．1．22 中山2着

2019．4．3生 牝3栗 母 ベストレート 母母 プロモーション 5戦1勝 賞金 10，220，000円

第２回 福島競馬 第１日



18003 7月2日 晴 良 （4福島2） 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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 サラフィエル 牡3栗 56 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム B436＋ 21：46．9 2．1�
35 ヤサカシュエット 牝3栗 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 472＋ 21：47．43 38．8�
814 クロシェノワール 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介琴浦 諒氏 青木 孝文 新冠 アサヒ牧場 500＋161：47．72 16．3�
713 サンマルディライト 牡3栗 56 戸崎 圭太相馬 勇氏 和田 勇介 新ひだか 佐竹 学 456± 01：47．8クビ 5．6�
11 サイモンソーラン 牡3栗 56 吉田 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 474－ 61：47．9� 15．3�
610 ジャスティンダイヤ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490± 01：48．43 23．2�
59 キタノポーションズ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 402－ 81：48．61 155．8	
815 ウェルシュゴールド 牝3栗 54 柴田 大知 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 474＋ 61：48．71 123．1�
712 チ ュ ラ ー ダ 牝3芦 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス
 萩原 清 日高 日高大洋牧場 400＋ 21：48．9� 21．8�
22 ローゼンヴォルフ 牡3鹿 56 野中悠太郎宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム B508－ 8 〃 クビ 76．1
47 ガンガディン 牡3黒鹿56 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 466＋ 6 〃 アタマ 14．6�
34 アオイトランプ �3鹿 56 木幡 巧也新谷 幸義氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 41：49．43 179．2�
611 ブ レ ス ク 牡3黒鹿56 内田 博幸
G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B510－121：50．14 26．6�
46 フィアーミー 牡3青 56 原田 和真�ターフ・スポート小野 次郎 新ひだか 静内フアーム 506± 01：50．63 228．6�
23 マサノカヴァリエ 牡3鹿 56 三浦 皇成中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486＋10 〃 ハナ 4．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，392，500円 複勝： 49，248，600円 枠連： 11，049，300円
馬連： 54，904，900円 馬単： 25，797，800円 ワイド： 53，985，400円
3連複： 88，024，500円 3連単： 96，883，900円 計： 418，286，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 690円 � 400円 枠 連（3－5） 2，970円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 950円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 17，010円 3 連 単 ��� 68，930円

票 数

単勝票数 計 383925 的中 � 139803（1番人気）
複勝票数 計 492486 的中 � 140537（1番人気）� 13464（10番人気）� 25823（6番人気）
枠連票数 計 110493 的中 （3－5） 2882（14番人気）
馬連票数 計 549049 的中 �� 10919（16番人気）
馬単票数 計 257978 的中 �� 3702（17番人気）
ワイド票数 計 539854 的中 �� 10556（17番人気）�� 15140（9番人気）�� 2299（45番人気）
3連複票数 計 880245 的中 ��� 3881（50番人気）
3連単票数 計 968839 的中 ��� 1019（203番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．4―13．3―13．2―12．1―12．6―12．6―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．8―44．1―57．3―1：09．4―1：22．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サラフィエル �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 トワイニング デビュー 2021．10．17 新潟9着

2019．5．20生 牡3栗 母 テ ィ フ ィ ン 母母 エ ラ テ ィ ス 7戦1勝 賞金 9，380，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 アオイトランプ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月2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。
（非当選馬） 5頭 キタノブルーアレツ号・キョウエイパーリオ号・パーペチュイティ号・ヒイラギ号・リュウキュウカリー号

18004 7月2日 晴 良 （4福島2） 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

710 ナ ギ サ 牝4鹿 58 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 496± 03：00．4 5．9�
45 マイネルパラディ �8芦 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 464－20 〃 ハナ 15．2�
69 リバーシブルレーン 牡6青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 438－ 8 〃 ハナ 8．6�
56 ショウナンサルヴォ 牡4栗 60 白浜 雄造国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 500－123：00．5� 7．6�
22 ドリームソルジャー 牡8栗 60 植野 貴也 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 488－ 23：00．71� 2．6�

57 フィードバック �6黒鹿60 草野 太郎 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 490－ 63：01．01	 38．3

711 テイエムコンドル 牡11鹿 60 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 460－ 83：01．31� 13．6�
11 クライムメジャー 牡8栗 60 小坂 忠士 	シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞
湖 レイクヴィラファーム 520－ 63：01．51 17．1�
44 パリカラノテガミ 牡11鹿 62 大江原 圭嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 446－163：01．71� 17．0
33 ポルタフォリオ 牡4鹿 60 難波 剛健吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 496－ 23：02．02 152．6�
812 メイショウギガース 牡8青鹿60 中村 将之松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 472－163：02．42� 74．1�
68 アルトリウス �8鹿 60 蓑島 靖典�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B466－ 63：02．61 113．7�
813 スズカメジャー 牡8鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 510－ 63：13．9大差 6．7�
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売 得 金
単勝： 34，076，100円 複勝： 36，407，100円 枠連： 12，355，600円
馬連： 46，123，900円 馬単： 23，690，600円 ワイド： 42，344，600円
3連複： 82，724，400円 3連単： 90，574，600円 計： 368，296，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 380円 � 240円 枠 連（4－7） 1，470円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 760円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 49，970円

票 数

単勝票数 計 340761 的中 � 45555（2番人気）
複勝票数 計 364071 的中 � 49374（2番人気）� 22391（7番人気）� 40360（5番人気）
枠連票数 計 123556 的中 （4－7） 6497（7番人気）
馬連票数 計 461239 的中 �� 8049（16番人気）
馬単票数 計 236906 的中 �� 2505（28番人気）
ワイド票数 計 423446 的中 �� 9019（14番人気）�� 14830（7番人気）�� 6552（21番人気）
3連複票数 計 827244 的中 ��� 6841（34番人気）
3連単票数 計 905746 的中 ��� 1314（175番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．1－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ギ サ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．1．5 中京2着

2018．2．16生 牝4鹿 母 ユキノクイーン 母母 ラスターゲイン 障害：4戦2勝 賞金 23，400，000円
〔騎手変更〕 パリカラノテガミ号の騎手五十嵐雄祐は，第1競走での負傷のため大江原圭に変更。



18005 7月2日 晴 良 （4福島2） 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

713 ナックブレイブ 牡2芦 54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 広田牧場 470 ―1：11．1 12．7�
34 ブーケファロス 牡2鹿 54

52 △永野 猛蔵矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 426 ―1：11．2� 23．8�
22 シナロアテソーロ 牝2鹿 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 日進牧場 442 ―1：11．52 7．5�
47 キタウイング 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 小島 茂之 浦河 ミルファーム 432 ―1：11．6� 38．5�
610 ストリートジャガー 牡2青鹿54 石川裕紀人吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 日高大洋牧場 482 ―1：11．81� 24．2	
58 ビ ル カ ー ル 牡2黒鹿54 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 新冠 サンローゼン 454 ―1：12．01 52．0

46 グラスヴィガー 牡2栗 54 津村 明秀半沢� 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 460 ―1：12．1� 1．9�
35 サンセットベリー 牡2栗 54

51 ▲原 優介�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 桜井牧場 438 ―1：12．95 138．4�
815 ネバレチュゴー 牡2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 西田雄一郎 浦河 ミルファーム 502 ―1：13．0クビ 71．0
611 ニシノメラーキ 牡2栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 428 ―1：13．32 75．1�
712 ク リ イ ロ 牝2栗 54 三浦 皇成石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 大北牧場 394 ―1：13．72 5．5�
59 リュウノステルス 牡2芦 54 菅原 明良蓑島 竜一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 426 ―1：14．33� 11．7�
11 テイエムリオンディ 牡2鹿 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 490 ―1：14．61� 127．6�
814 シェイクオンイット 牡2栗 54 菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B466 ―1：15．87 174．2�
23 ハ ス ノ ミ 牡2鹿 54

51 ▲小林 脩斗�和田牧場 松永 康利 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 424 ―1：15．9� 184．4�
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売 得 金
単勝： 54，191，700円 複勝： 51，720，000円 枠連： 14，614，500円
馬連： 56，541，900円 馬単： 30，522，600円 ワイド： 50，161，100円
3連複： 83，741，100円 3連単： 100，559，600円 計： 442，052，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 310円 � 470円 � 220円 枠 連（3－7） 2，780円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 15，550円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，280円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 15，630円 3 連 単 ��� 114，090円

票 数

単勝票数 計 541917 的中 � 35986（5番人気）
複勝票数 計 517200 的中 � 42269（5番人気）� 25615（7番人気）� 70505（3番人気）
枠連票数 計 146145 的中 （3－7） 4063（12番人気）
馬連票数 計 565419 的中 �� 5228（23番人気）
馬単票数 計 305226 的中 �� 1472（41番人気）
ワイド票数 計 501611 的中 �� 5832（21番人気）�� 10239（12番人気）�� 8208（17番人気）
3連複票数 計 837411 的中 ��� 4018（46番人気）
3連単票数 計1005596 的中 ��� 639（298番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．5―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナックブレイブ �
�
父 レッドファルクス �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2020．5．24生 牡2芦 母 ワキノバクシン 母母 メイショウフレスコ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 ニシノメラーキ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェイクオンイット号・ハスノミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月2日ま

で平地競走に出走できない。

18006 7月2日 晴 良 （4福島2） 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

79 バ グ ラ ダ ス 牡2鹿 54 戸崎 圭太�村田牧場 嘉藤 貴行 新冠 村田牧場 468 ―1：10．0 2．3�
44 ト モ ジ ャ ミ 牝2黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 佐藤牧場 498 ― 〃 ハナ 7．5�
710 リリージェーン 牝2鹿 54

51 ▲原 優介馬目 時宗氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 418 ―1：10．63� 17．9�
811 セイウンダマシイ 牡2青 54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 456 ―1：11．02� 7．5�
812 サノノエスポ 牝2栗 54 江田 照男佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 422 ―1：11．21� 51．1�
68 テンホワイトラブ 牝2芦 54 野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新ひだか 片岡 博 494 ―1：11．62� 30．4	
56 スムースベルベット 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 484 ―1：11．8� 3．2

11 ハンデンメシアー 牡2鹿 54

51 ▲佐々木大輔坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか チャンピオンズファーム 488 ―1：12．86 22．2�
33 ダイチストリーム 牡2黒鹿 54

52 △永野 猛蔵服部 英利氏 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 452 ― 〃 アタマ 101．0�
55 キタノマリリン 牝2黒鹿54 石川裕紀人北所 直人氏 堀内 岳志 新ひだか 漆原 武男 426 ―1：13．54 72．2
67 アオシロツルバミ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 374 ―1：14．45 168．7�
22 コーヒーカフェ 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 斉藤英牧場 442 ―1：16．4大差 116．6�
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売 得 金
単勝： 48，602，400円 複勝： 40，656，700円 枠連： 10，303，900円
馬連： 51，939，000円 馬単： 27，135，300円 ワイド： 41，941，500円
3連複： 76，112，400円 3連単： 95，713，000円 計： 392，404，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 270円 枠 連（4－7） 750円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 380円 �� 560円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 486024 的中 � 176648（1番人気）
複勝票数 計 406567 的中 � 108227（1番人気）� 50829（3番人気）� 29777（5番人気）
枠連票数 計 103039 的中 （4－7） 10615（3番人気）
馬連票数 計 519390 的中 �� 46066（3番人気）
馬単票数 計 271353 的中 �� 15697（4番人気）
ワイド票数 計 419415 的中 �� 30589（3番人気）�� 18812（6番人気）�� 11707（11番人気）
3連複票数 計 761124 的中 ��� 15186（12番人気）
3連単票数 計 957130 的中 ��� 6182（32番人気）

ハロンタイム 9．7―11．2―11．8―12．3―12．2―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．9―32．7―45．0―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ グ ラ ダ ス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．1．20生 牡2鹿 母 メ ジ ェ ル ダ 母母 メリュジーヌ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コーヒーカフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月2日まで平地競走

に出走できない。



18007 7月2日 晴 良 （4福島2） 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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

66 イヴニングスター 牡3黒鹿56 田辺 裕信村野 康司氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 504＋102：01．0 3．2�
44 フォーグッド 牡3黒鹿56 戸崎 圭太江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524＋162：01．21� 2．3�
77 シャドウマッドネス �3栗 56

53 ▲原 優介飯塚 知一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 434－ 42：01．62� 6．3�
78 トリプルスリル 牡3黒鹿56 木幡 巧也吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 480＋ 22：01．7� 7．5�
55 ブキャナンテソーロ 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 深山 雅史 新ひだか 米田牧場 488－ 82：01．8� 15．3�

33 ジュンバレット 牡3黒鹿56 丸田 恭介河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 456－ 42：02．01 235．8	
89 テイエムクロマル 牡3黒鹿56 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 470－ 6 〃 ハナ 119．6

11 ミヤコプレジール 牡3栗 56 M．デムーロ吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 536＋10 〃 ハナ 7．5�
810 ナ イ キ グ ロ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 476＋102：02．42� 45．9
22 ブランデウェイン 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊坂 重信 平取 びらとり牧場 B476＋ 42：02．93 180．6�
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売 得 金
単勝： 34，458，500円 複勝： 36，235，200円 枠連： 9，918，900円
馬連： 49，376，300円 馬単： 27，573，700円 ワイド： 40，557，300円
3連複： 74，167，200円 3連単： 125，325，000円 計： 397，612，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（4－6） 310円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 340円 �� 210円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 344585 的中 � 83727（2番人気）
複勝票数 計 362352 的中 � 73780（2番人気）� 101281（1番人気）� 51384（4番人気）
枠連票数 計 99189 的中 （4－6） 24177（1番人気）
馬連票数 計 493763 的中 �� 107770（1番人気）
馬単票数 計 275737 的中 �� 26257（2番人気）
ワイド票数 計 405573 的中 �� 64181（1番人気）�� 25704（6番人気）�� 48995（2番人気）
3連複票数 計 741672 的中 ��� 112099（1番人気）
3連単票数 計1253250 的中 ��� 37761（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―35．7―48．1―1：00．5―1：12．6―1：24．9―1：37．0―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3
9，10，6－（3，4）1，5，8，7，2・（9，10）－6－（3，4）（1，8）7，5－2

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

勝馬の
紹 介

イヴニングスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．1．23 中山3着

2019．5．14生 牡3黒鹿 母 サンテミリオン 母母 モ テ ッ ク 3戦1勝 賞金 6，700，000円

18008 7月2日 晴 良 （4福島2） 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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

811 メデタシメデタシ 牝5鹿 55 菊沢 一樹堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452－181：47．2 38．7�
67 ネ イ リ ッ カ 牝3芦 52

50 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 448± 0 〃 クビ 1．7�

710� ラッキーミーティア 牝3栗 52 宮崎 北斗 �YGGホースクラブ 伊坂 重信 日高 門別山際牧場 454－ 41：47．3� 5．6�
33 クーシフォン 牝3鹿 52 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 450＋ 41：47．51� 9．7�
56 メテオダヴリル 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 500－ 21：47．71� 5．7	

44 � キタノポケット 牝5栗 55 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 394－10 〃 クビ 98．1

79 アテンフェアリー 牝6黒鹿55 木幡 巧也齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 480＋ 2 〃 アタマ 43．2�
68 � モモエチャン 牝4芦 55 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 428－341：47．8アタマ 94．7�
11 ハイスピリッツ 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 470－ 3 〃 クビ 151．4
22 ショウナンワオン 牝3鹿 52 野中悠太郎�湘南 武市 康男 日高 木村牧場 448－101：48．22� 23．9�
812 ルージュフェリーク 牝4黒鹿55 武藤 雅 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B444－ 8 〃 クビ 14．5�
55 レッドカルム 牝5黒鹿55 江田 照男 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 532＋ 21：49．15 25．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，186，400円 複勝： 65，363，900円 枠連： 13，248，900円
馬連： 62，433，200円 馬単： 36，044，500円 ワイド： 57，224，000円
3連複： 94，443，400円 3連単： 141，276，300円 計： 517，220，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，870円 複 勝 � 460円 � 110円 � 160円 枠 連（6－8） 790円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，530円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 58，690円

票 数

単勝票数 計 471864 的中 � 9740（8番人気）
複勝票数 計 653639 的中 � 17499（8番人気）� 300577（1番人気）� 82701（2番人気）
枠連票数 計 132489 的中 （6－8） 12979（4番人気）
馬連票数 計 624332 的中 �� 19727（8番人気）
馬単票数 計 360445 的中 �� 3242（25番人気）
ワイド票数 計 572240 的中 �� 17892（8番人気）�� 8617（19番人気）�� 58130（1番人気）
3連複票数 計 944434 的中 ��� 17833（13番人気）
3連単票数 計1412763 的中 ��� 1745（174番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．8―12．8―13．4―13．1―12．5―12．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．6―56．0―1：09．1―1：21．6―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メデタシメデタシ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．10 京都1着

2017．1．28生 牝5鹿 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー 23戦2勝 賞金 20，600，000円



18009 7月2日 晴 良 （4福島2） 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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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

11 ロンギングエーオ 牡3黒鹿54 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 486± 02：40．8 7．6�
66 グランシエロ 牡3鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 516＋ 2 〃 クビ 1．7�
77 � スカイテラス 牡5黒鹿57 菅原 明良 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B484－10 〃 アタマ 12．1�
55 ネイチャーシップ 牡4芦 57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 492－ 82：41．22 9．9�
22 レベンディス �5栗 57 杉原 誠人 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 484－102：41．3� 130．2	
78 エレガントチャーム 牝5鹿 55 田辺 裕信�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 470－ 8 〃 クビ 18．0

89 ヴィブラツィオーネ 牡3鹿 54 戸崎 圭太加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 468± 02：41．93� 5．3�
44 ゴールデンアワー 牝3鹿 52 内田 博幸藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 広田牧場 486－ 42：42．0クビ 16．8�
33 マイネルアルザス 牡3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 464± 02：44．0大差 108．6

810 アクアテラリウム 牡3栗 54 石川裕紀人 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472－ 62：45．27 32．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 61，012，000円 複勝： 99，526，900円 枠連： 14，718，500円
馬連： 84，783，100円 馬単： 47，309，900円 ワイド： 76，691，800円
3連複： 134，326，600円 3連単： 207，040，600円 計： 725，409，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 170円 � 110円 � 200円 枠 連（1－6） 640円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，080円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 12，850円

票 数

単勝票数 計 610120 的中 � 63832（3番人気）
複勝票数 計 995269 的中 � 98332（3番人気）� 464236（1番人気）� 73986（5番人気）
枠連票数 計 147185 的中 （1－6） 17759（2番人気）
馬連票数 計 847831 的中 �� 94343（2番人気）
馬単票数 計 473099 的中 �� 15316（9番人気）
ワイド票数 計 766918 的中 �� 61698（3番人気）�� 16286（14番人気）�� 52246（4番人気）
3連複票数 計1343266 的中 ��� 54694（7番人気）
3連単票数 計2070406 的中 ��� 11678（43番人気）

ハロンタイム 12．7―12．4―12．5―12．5―12．5―12．3―12．8―13．0―12．7―12．0―11．6―11．7―12．1

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�
12．7―25．1―37．6―50．1―1：02．6―1：14．9―1：27．7―1：40．7―1：53．4―2：05．4―2：17．0―2：28．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングエーオ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．10．23 東京9着

2019．2．21生 牡3黒鹿 母 フレンチボウ 母母 マニフィカート 8戦2勝 賞金 18，187，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

18010 7月2日 晴 良 （4福島2） 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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

33 イ リ マ 牝4鹿 55 菅原 明良前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 41：47．2 7．8�

55 サ ン カ ル パ 牝3黒鹿52 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：47．41� 1．9�
79 ワーフデール 牝3栗 52 永野 猛蔵�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 458－ 21：47．5� 6．0�
810 アラビアンナイト 牝4青鹿55 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 446± 0 〃 アタマ 27．6�
67 ブルームスベリー 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 454－101：47．6クビ 9．8	
22 エレヴァテッツァ 牝5鹿 55 M．デムーロ �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 508＋ 4 〃 アタマ 6．0

78 ヴェルザスカ 牝5鹿 55 武藤 雅矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 442－ 21：47．7� 25．2�
66 ヤマニンプレシオサ 牝5黒鹿55 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 476－ 41：47．8クビ 116．1�
811 レアシャンパーニュ 牝4黒鹿55 三浦 皇成大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454－ 61：47．9� 20．3
11 ライクアジュエリー 牝5鹿 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム B450－ 41：48．0� 165．2�
44 マッチレスノヴェル 牝5栗 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478－ 61：48．11 32．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 71，956，300円 複勝： 89，649，700円 枠連： 18，368，900円
馬連： 111，760，200円 馬単： 56，258，000円 ワイド： 89，669，500円
3連複： 160，808，600円 3連単： 253，532，300円 計： 852，003，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 170円 � 110円 � 160円 枠 連（3－5） 890円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 330円 �� 590円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 10，550円

票 数

単勝票数 計 719563 的中 � 73404（4番人気）
複勝票数 計 896497 的中 � 111509（4番人気）� 275145（1番人気）� 125665（2番人気）
枠連票数 計 183689 的中 （3－5） 15856（5番人気）
馬連票数 計1117602 的中 �� 98339（3番人気）
馬単票数 計 562580 的中 �� 18536（7番人気）
ワイド票数 計 896695 的中 �� 70456（3番人気）�� 34719（6番人気）�� 99948（1番人気）
3連複票数 計1608086 的中 ��� 93601（2番人気）
3連単票数 計2535323 的中 ��� 17418（29番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．2―12．4―12．2―11．9―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．6―48．0―1：00．2―1：12．1―1：23．7―1：35．1

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

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

勝馬の
紹 介

イ リ マ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．7．5 阪神3着

2018．5．11生 牝4鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 11戦3勝 賞金 39，731，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



18011 7月2日 晴 良 （4福島2） 第1日 第11競走 ��
��1，200�T U F 杯

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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

11 サトノファビュラス 牝5鹿 55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 418－ 81：08．0 7．3�
810� ジャスパージャック 牡6鹿 57 松岡 正海加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud B528－ 21：08．1	 5．4�
22 ショウナンバービー 牝5鹿 55 永野 猛蔵�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 504－ 21：08．41	 13．2�
66 エレヴァート 牝5黒鹿55 M．デムーロ�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 456＋ 61：08．5
 20．7�
78 � ロ ジ ー ナ 牝5黒鹿55 菅原 明良 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 466－ 2 〃 ハナ 6．6	
33 オシリスブレイン 牡5青鹿57 菊沢 一樹エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 486－ 81：08．6クビ 14．1

811 バ ル ト リ 牝5黒鹿55 田辺 裕信ゴドルフィン 蛯名 正義 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 8 〃 クビ 4．8�
67 サンラモンバレー 牡7鹿 57 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B490－ 81：08．7クビ 107．8�
79 ワ ン ス カ イ 牡5青鹿57 戸崎 圭太平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 516＋ 2 〃 クビ 2．8
44 ナンヨーアミーコ �9栗 57 宮崎 北斗中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426－ 41：08．91 151．1�
55 ショウナンアオゾラ 牡6黒鹿57 内田 博幸�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 476－ 41：09．32
 56．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 100，585，400円 複勝： 115，131，400円 枠連： 46，169，000円
馬連： 240，127，700円 馬単： 97，453，900円 ワイド： 160，987，800円
3連複： 367，772，100円 3連単： 514，390，600円 計： 1，642，617，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 190円 � 350円 枠 連（1－8） 1，050円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，030円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 43，600円

票 数

単勝票数 計1005854 的中 � 108998（5番人気）
複勝票数 計1151314 的中 � 132146（5番人気）� 176161（2番人気）� 73650（7番人気）
枠連票数 計 461690 的中 （1－8） 33985（4番人気）
馬連票数 計2401277 的中 �� 100060（7番人気）
馬単票数 計 974539 的中 �� 18418（17番人気）
ワイド票数 計1609878 的中 �� 67243（7番人気）�� 39602（14番人気）�� 37557（15番人気）
3連複票数 計3677721 的中 ��� 37233（25番人気）
3連単票数 計5143906 的中 ��� 8552（149番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．1―11．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．0―45．2―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 ・（2，10）1（7，8）6（3，9）（5，11）4 4 ・（2，10）（1，7，8）6（3，9）（5，11）4

勝馬の
紹 介

サトノファビュラス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．3．14 中山14着

2017．4．26生 牝5鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 17戦4勝 賞金 66，461，000円
〔騎手変更〕 エレヴァート号の騎手三浦皇成は，負傷のためM．デムーロに変更。

18012 7月2日 晴 良 （4福島2） 第1日 第12競走 ��1，700�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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 レッドラパルマ 牡3鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 486± 01：45．6 2．4�
23 ミストルティン 牡3鹿 54 田辺 裕信野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 456± 0 〃 クビ 5．2�
35 エコロカナワン 牡4鹿 57 石橋 脩原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B486－121：47．210 21．1�
712� ブルベアカイリ 牡5栗 57 柴田 大知�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 516＋ 61：47．31 83．3�
713 オヤノナナヒカリ 牡3黒鹿54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 442－ 21：47．4� 10．5�
59 マーベラスアゲン 牡6鹿 57

54 ▲水沼 元輝浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 470－101：47．61� 24．0	
11 サクセスミノル 牡3芦 54 津村 明秀吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：47．7クビ 5．2

610 サトノアレックス 	5栗 57

55 △永野 猛蔵 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B486－ 2 〃 クビ 59．8�
47 ヨシオドライヴ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 498－101：48．55 23．3�
814� メイショウムート 牡4鹿 57 武士沢友治松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 426－141：48．92� 189．7
815 ハリウッドフェーム 牡3黒鹿54 菅原 明良 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 新ひだか 山際牧場 B524－ 61：49．53� 13．8�
22 � サンマルシップ 牡4芦 57

55 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 496± 01：50．03 184．8�
46 タイキマクスウェル 牡3黒鹿54 石川裕紀人�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 504＋ 41：51．38 8．6�
34 � オニジオオタニ 	4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 440－101：54．0大差 106．9�
（14頭）

611 アイアムイチリュウ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B510＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 75，621，400円 複勝： 106，211，000円 枠連： 30，107，800円
馬連： 106，078，100円 馬単： 41，151，900円 ワイド： 99，272，800円
3連複： 135，130，400円 3連単： 153，413，900円 計： 746，987，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 330円 枠 連（2－5） 990円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 270円 �� 670円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 8，190円

票 数

単勝票数 差引計 756214（返還計195321） 的中 � 244108（1番人気）
複勝票数 差引計1062110（返還計252864） 的中 � 266793（1番人気）� 150344（3番人気）� 60808（7番人気）
枠連票数 差引計 301078（返還計 2234） 的中 （2－5） 23539（2番人気）
馬連票数 差引計1060781（返還計645770） 的中 �� 123305（2番人気）
馬単票数 差引計 411519（返還計249085） 的中 �� 26585（2番人気）
ワイド票数 差引計 992728（返還計556337） 的中 �� 106532（1番人気）�� 35506（6番人気）�� 23229（11番人気）
3連複票数 差引計1351304（返還計1457322） 的中 ��� 37229（6番人気）
3連単票数 差引計1534139（返還計1691142） 的中 ��� 13577（10番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―12．8―12．8―12．4―12．6―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―42．6―55．4―1：07．8―1：20．4―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3
3（8，12）（2，13）（6，15）5－7－（1，9）10，14＝4
3（8，12）－（2，6）13（5，15）10，9（7，1）－14＝4

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

勝馬の
紹 介

レッドラパルマ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2022．1．10 中山2着

2019．5．26生 牡3鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 6戦2勝 賞金 20，600，000円
〔騎手変更〕 タイキマクスウェル号の騎手三浦皇成は，負傷のため石川裕紀人に変更。
〔競走除外〕 アイアムイチリュウ号は，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。
〔制裁〕 マーベラスアゲン号の騎手水沼元輝は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキマクスウェル号・オニジオオタニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

8月2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。
（非抽選馬） 3頭 クルル号・ホウオウヴォーヌ号・マサカウマザンマイ号



（4福島2）第1日 7月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

210，700，000円
7，340，000円
21，940，000円
1，010，000円
26，560，000円
66，387，000円
5，686，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
623，120，100円
770，993，900円
203，267，700円
958，639，300円
456，701，800円
800，857，400円
1，455，270，700円
1，941，043，800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 7，209，894，700円

総入場人員 6，495名 （有料入場人員 6，165名）
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