
18025 7月9日 曇 良 （4福島2） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時10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
1：08．5
1：07．5

良
良

77 ハンデンリリー 牝2鹿 54 木幡 巧也坂田 行夫氏 牧 光二 新ひだか 静内フアーム 412－ 41：10．4 22．2�
11 ピ ン ク ジ ン 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 414－ 41：10．61 2．5�
44 クレイプマートル 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 510± 0 〃 クビ 4．0�
66 マイネルフォルツァ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 486＋ 81：10．81� 5．8�

78 ワタシハマジョ 牝2鹿 54 菊沢 一樹村田 哲朗氏 矢野 英一 新ひだか 下屋敷牧場 450－ 21：11．11� 12．3	
33 トータルプラン 牡2栗 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 454－ 81：11．63 81．4

22 クリノリアルレディ 牝2鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新ひだか 平野牧場 466－ 4 〃 ハナ 4．8�
55 カーターテソーロ 牡2鹿 54 木幡 育也了德寺健二ホール

ディングス� 田中 剛 日高 リョーケンファー
ム株式会社 488－ 41：11．81� 53．4�

89 フューチャーアゲン 牝2栗 54 内田 博幸浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 460＋ 2 〃 アタマ 113．9
810 ナブラチロワ 牝2鹿 54 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466－101：12．33 184．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，296，300円 複勝： 35，328，000円 枠連： 7，507，500円
馬連： 43，392，700円 馬単： 24，846，900円 ワイド： 35，253，400円
3連複： 62，127，000円 3連単： 95，036，300円 計： 333，788，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 310円 � 120円 � 130円 枠 連（1－7） 950円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 730円 �� 790円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 24，080円

票 数

単勝票数 計 302963 的中 � 11591（6番人気）
複勝票数 計 353280 的中 � 18595（6番人気）� 91785（1番人気）� 80717（2番人気）
枠連票数 計 75075 的中 （1－7） 6074（5番人気）
馬連票数 計 433927 的中 �� 14294（10番人気）
馬単票数 計 248469 的中 �� 3774（19番人気）
ワイド票数 計 352534 的中 �� 11306（11番人気）�� 10384（12番人気）�� 41518（1番人気）
3連複票数 計 621270 的中 ��� 22388（7番人気）
3連単票数 計 950363 的中 ��� 2861（81番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．6―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．0―46．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンデンリリー �
�
父 ミッキーロケット �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．6．18 東京9着

2020．1．19生 牝2鹿 母 アナザーガール 母母 クリアーチャンス 2戦1勝 賞金 5，200，000円

18026 7月9日 小雨 良 （4福島2） 第3日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時45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
1：46．2
1：44．5

良
良

88 ゴッドファーザー 牡2青鹿54 戸崎 圭太�NICKS 萩原 清 日高 スマイルファーム 498－ 81：49．1 1．4�
33 トーセンサウダージ 牡2鹿 54 木幡 巧也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－101：50．710 2．8�
11 フェスティヴチャン 牝2黒鹿54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 454－ 81：50．8� 105．7�
77 レインボーウォリア 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム B438－ 4 〃 アタマ 134．7	
22 シルバーダイヤ 牝2黒鹿54 柴田 善臣 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか 土田農場 446－ 41：51．33 9．1

44 フェスティヴラジャ 牝2黒鹿54 菊沢 一樹臼井義太郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 444－ 61：51．93� 28．5�
66 ニシノオールマイト 牡2栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 堀内 岳志 新冠 中山 高鹿康 466± 0 〃 クビ 62．7�
55 ナムラテディー 牡2芦 54 木幡 初也奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム 466± 01：53．07 86．1
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売 得 金
単勝： 35，050，600円 複勝： 91，515，100円 枠連： 発売なし
馬連： 34，988，200円 馬単： 28，892，700円 ワイド： 27，271，200円
3連複： 46，500，700円 3連単： 139，687，000円 計： 403，905，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 500円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 120円 �� 1，040円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 350506 的中 � 192038（1番人気）
複勝票数 計 915151 的中 � 726017（1番人気）� 93682（2番人気）� 5650（7番人気）
馬連票数 計 349882 的中 �� 151474（1番人気）
馬単票数 計 288927 的中 �� 90775（1番人気）
ワイド票数 計 272712 的中 �� 87367（1番人気）�� 4735（12番人気）�� 4106（13番人気）
3連複票数 計 465007 的中 ��� 25081（5番人気）
3連単票数 計1396870 的中 ��� 28714（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．9―48．5―1：00．8―1：12．6―1：24．5―1：36．7

コーナー
通過順位

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

2
4
8，3－4－2，1（7，5）－6
8，3－4＝2（1，7）－6，5

勝馬の
紹 介

ゴッドファーザー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 バ ゴ デビュー 2022．6．26 阪神3着

2020．2．3生 牡2青鹿 母 ノッツダルジェント 母母 タイキトライアンフ 2戦1勝 賞金 7，000，000円

第２回 福島競馬 第３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



18027 7月9日 小雨 稍重 （4福島2） 第3日 第3競走 1，150�3歳未勝利
発走11時15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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

11 ハクサンセレーネ 牝3栗 54 菅原 明良河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 424－ 61：09．0 4．9�
23 アイアムラベンダー 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B452－101：09．63� 9．8�
48 エイシンドゥルガー 牝3青鹿54 松岡 正海�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 488＋ 81：09．7� 52．8�
12 ミッテルライン 牝3栗 54 杉原 誠人 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 418－ 61：09．9� 70．6�
815 セオリーリターン 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 452－ 8 〃 アタマ 7．3	
714 キョウコウトッパ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B468＋ 21：10．11� 5．9

24 グランパドゥシャ 牝3鹿 54 武藤 雅 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋16 〃 ハナ 13．4�
59 ムーンワード 牝3鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B482＋ 21：10．2� 19．2�
612 エムアイリーズン 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 472＋ 21：10．3� 7．4
35 ミルクメイド 牝3栗 54 小崎 綾也松村 真司氏 加藤 征弘 新ひだか 前田ファーム 502－101：10．62 52．7�
510 アシャカシーザ 牝3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 豊洋牧場 438－22 〃 クビ 16．2�
36 ル ネ ッ タ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 404－ 41：11．13 163．8�

816 プランタニエール 牝3鹿 54 野中悠太郎成富 直行氏 勢司 和浩 新ひだか 小河 豊水 432＋161：11．3� 60．4�
713 ディアマンネージュ 牝3鹿 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 482＋ 21：11．72� 306．3�
611 ハクサンセーラー 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 432－ 21：12．01� 4．3�
47 アルファプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�貴悦 田村 康仁 新ひだか 三石川上牧場 496± 01：12．63� 117．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，028，000円 複勝： 61，612，800円 枠連： 16，798，600円
馬連： 65，694，100円 馬単： 26，121，200円 ワイド： 63，993，200円
3連複： 102，220，100円 3連単： 100，084，200円 計： 474，552，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 340円 � 1，050円 枠 連（1－2） 1，340円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 4，400円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 36，330円 3 連 単 ��� 159，470円

票 数

単勝票数 計 380280 的中 � 61907（2番人気）
複勝票数 計 616128 的中 � 95208（2番人気）� 46006（6番人気）� 12670（10番人気）
枠連票数 計 167986 的中 （1－2） 9679（5番人気）
馬連票数 計 656941 的中 �� 18437（11番人気）
馬単票数 計 261212 的中 �� 3917（18番人気）
ワイド票数 計 639932 的中 �� 15072（11番人気）�� 3695（44番人気）�� 2732（53番人気）
3連複票数 計1022201 的中 ��� 2110（105番人気）
3連単票数 計1000842 的中 ��� 455（500番人気）

ハロンタイム 9．7―10．8―11．2―12．2―12．4―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．5―31．7―43．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンセレーネ �
�
父 ハクサンムーン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．12．19 中京10着

2019．3．15生 牝3栗 母 エ タ ニ テ ィ 母母 リードスキー 6戦1勝 賞金 6，760，000円
〔発走状況〕 アルファプリンセス号は，枠入り不良。
〔制裁〕 アルファプリンセス号の調教師田村康仁は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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。
（非抽選馬） 1頭 グラサージュ号

18028 7月9日 小雨 稍重 （4福島2） 第3日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時45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

34 リゼレインボー 牡3栗 56 石橋 脩飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 478－ 41：46．5 2．4�
815 マ ヨ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 B476＋ 81：46．71� 3．1�
11 リュウキュウカリー 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 B444－ 41：47．33� 17．8�
814 ノーブルグレイシャ 牝3鹿 54 武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 470＋ 81：47．72� 8．5�
712� スプリームメロディ 牝3栗 54 柴田 大知新木 鈴子氏 伊藤 大士 米

Mshawish Syn-
dicate & Chris
Girdley

432－ 41：47．8� 336．8�
23 パープライト 牡3芦 56 野中悠太郎 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．22 20．4	
59 リュウバター 牡3鹿 56 丸田 恭介木本 聡子氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 474－ 2 〃 クビ 18．1

46 ロードマグマ 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 森永 聡 452－161：48．4� 64．1�
611 パーペチュイティ 牡3鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 582＋ 41：48．93 12．6
610 セイウンフィーバー 牡3芦 56 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 434－ 61：49．0クビ 17．4�
58 ス ク ナ 牡3鹿 56 原田 和真鈴木 康弘氏 堀内 岳志 新ひだか 上野 正恵 450± 01：49．1� 28．1�
22 インパチェンス 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B492－ 21：49．2� 29．7�
47 ミヤビピオニー 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 508＋ 21：50．15 78．0�
35 キタノブルーアレツ 牝3鹿 54 木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 新冠 中本牧場 452－121：50．3� 95．6�
713 ピースワンヴェリテ 牡3鹿 56 嶋田 純次長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 増本牧場 504－ 21：50．72� 409．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，607，300円 複勝： 52，177，100円 枠連： 15，615，800円
馬連： 56，157，300円 馬単： 26，780，200円 ワイド： 59，665，200円
3連複： 89，646，200円 3連単： 102，772，700円 計： 437，421，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 370円 枠 連（3－8） 310円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 220円 �� 750円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 346073 的中 � 112113（1番人気）
複勝票数 計 521771 的中 � 139814（1番人気）� 120698（2番人気）� 21465（8番人気）
枠連票数 計 156158 的中 （3－8） 38227（1番人気）
馬連票数 計 561573 的中 �� 97413（1番人気）
馬単票数 計 267802 的中 �� 26013（1番人気）
ワイド票数 計 596652 的中 �� 84179（1番人気）�� 18553（7番人気）�� 10106（17番人気）
3連複票数 計 896462 的中 ��� 22581（7番人気）
3連単票数 計1027727 的中 ��� 7148（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．1―43．0―55．6―1：08．0―1：20．4―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リゼレインボー �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2022．2．12 東京3着

2019．3．6生 牡3栗 母 リアライズナラック 母母 Spree 7戦1勝 賞金 10，620，000円



18029 7月9日 曇 良 （4福島2） 第3日 第5競走 1，800�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
1：46．2
1：44．5

良
良

55 マイネルズーメン 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 勇介 新冠 シンカンファーム 404 ―1：51．2 7．8�

811 フィールザオーラ 牝2鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 458 ―1：51．3� 4．3�
79 アンタノバラード 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 434 ―1：51．62 10．2�
810 アップトゥミー 牝2鹿 54 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476 ―1：52．13 2．6�
66 スナイチゴールド 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 506 ―1：52．52� 40．4	
11 サンデュエル 牡2鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 栗田 徹 浦河 桑田牧場 486 ―1：53．03 4．8

67 バンドネオン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B502 ―1：53．1� 12．0�
33 アカサンピン 牝2栗 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 482 ―1：53．31 53．7�
44 クリノクオン 牡2鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 456 ―1：54．68 152．4
78 アギレラビーム 牝2鹿 54

51 ▲水沼 元輝北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 438 ― 〃 クビ 122．5�
22 レ イ シ ン 牡2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 畠山 吉宏 新ひだか 田中 春美 502 ―1：55．13 108．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，715，400円 複勝： 49，773，600円 枠連： 12，149，900円
馬連： 58，801，100円 馬単： 30，360，400円 ワイド： 46，480，400円
3連複： 83，338，900円 3連単： 109，592，700円 計： 444，212，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 170円 � 230円 枠 連（5－8） 590円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 590円 �� 730円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 15，710円

票 数

単勝票数 計 537154 的中 � 58047（4番人気）
複勝票数 計 497736 的中 � 54666（4番人気）� 84017（2番人気）� 53733（5番人気）
枠連票数 計 121499 的中 （5－8） 15752（3番人気）
馬連票数 計 588011 的中 �� 30963（6番人気）
馬単票数 計 303604 的中 �� 6962（16番人気）
ワイド票数 計 464804 的中 �� 20572（7番人気）�� 16092（11番人気）�� 19867（9番人気）
3連複票数 計 833389 的中 ��� 26084（10番人気）
3連単票数 計1095927 的中 ��� 5055（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．2―13．5―12．3―12．2―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．6―51．1―1：03．4―1：15．6―1：27．4―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6
1
3
6，5（8，9）2（4，11）3（7，10）－1
6（5，9）11（2，10）7（3，1）（8，4）

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

勝馬の
紹 介

マイネルズーメン �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2020．4．10生 牡2青鹿 母 マイネチャーム 母母 マイネサマンサ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18030 7月9日 曇 良 （4福島2） 第3日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走13時05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

55 シルヴァーゴースト 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 444 ―1：11．7 8．9�
66 ベアサッチャー 牝2青鹿54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 466 ―1：11．8� 2．6�
67 テンプーシャオン 牡2栗 54 石橋 脩村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 428 ―1：11．9クビ 3．4�
810 ライトブラーヴ 牡2栗 54 戸崎 圭太�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 北海道静内農業高等学校 396 ―1：12．01 5．2�
44 フィーユエクレール 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵�レッドマジック田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 422 ―1：12．74 15．8	
811 マリノペガサス 牝2栗 54

51 ▲原 優介矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 436 ―1：13．12� 23．2

33 グリームクィーン 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 438 ―1：13．2� 53．8�
11 キタノソロモン 牡2鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 米田牧場 456 ―1：13．3� 67．8�
79 ペイシャマカロン 牝2鹿 54 菅原 明良北所 直人氏 小西 一男 様似 髙村 伸一 388 ―1：13．41 16．2
78 セイカベラトリクス 牝2鹿 54 内田 博幸久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 472 ―1：13．5� 105．5�
22 オウユーナッシング 牝2鹿 54 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 門別牧場 440 ―1：14．77 64．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，539，100円 複勝： 36，695，200円 枠連： 9，721，800円
馬連： 46，392，900円 馬単： 26，081，900円 ワイド： 38，029，100円
3連複： 67，748，300円 3連単： 91，723，000円 計： 355，931，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（5－6） 590円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 360円 �� 450円 �� 220円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 395391 的中 � 37526（4番人気）
複勝票数 計 366952 的中 � 50432（4番人気）� 99579（1番人気）� 63153（2番人気）
枠連票数 計 97218 的中 （5－6） 12728（3番人気）
馬連票数 計 463929 的中 �� 39097（3番人気）
馬単票数 計 260819 的中 �� 7535（8番人気）
ワイド票数 計 380291 的中 �� 25618（4番人気）�� 19645（5番人気）�� 50881（1番人気）
3連複票数 計 677483 的中 ��� 77589（2番人気）
3連単票数 計 917230 的中 ��� 10700（16番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．9―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．6―36．5―48．2―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 ・（6，10）（7，11）5，3，1（4，9，8）＝2 4 ・（6，10）（7，11）5－3，1，4（9，8）＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルヴァーゴースト �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2020．3．16生 牝2栗 母 ア ン ヌ 母母 ジ ャ ミ ー ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



18031 7月9日 曇 良 （4福島2） 第3日 第7競走 1，800�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
1：45．3
1：43．8

良
良

59 パトリックハンサム 牡3青鹿56 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 468＋ 21：49．4 5．2�
24 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 41：49．5� 10．6�
12 マルターズデイ 牡3黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 498＋ 21：49．6� 6．7�
23 デルマセイレーン 牝3鹿 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 432＋ 4 〃 ハナ 73．3�
36 ナイルプロジェクト 牝3鹿 54 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B434－ 21：49．7アタマ 3．2�
714 ブルーグラスソング 牝3黒鹿54 丸田 恭介�タイヘイ牧場 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 444± 01：49．8� 27．2	
612 アンジェラカフェ 牝3黒鹿54 武士沢友治西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 458 ―1：49．9� 333．9

48 ダイゴシンリュウ 牡3芦 56 江田 照男長谷川光司氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 426－ 21：50．11� 36．4�
815 スプレッドアウト 牡3鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 506 ―1：50．2� 4．0
510 ルージュノブレス 牝3鹿 54 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 434± 01：50．4� 140．0�
35 ケイティーズジョウ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹�門別牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 452－ 41：50．93 268．1�
47 エレウテリア 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗�和田牧場 松永 康利 新ひだか 福岡 駿弥 454－101：51．11 209．9�
713 ウィズアウトリーチ 牡3鹿 56 野中悠太郎吉田 千津氏 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 478－ 21：51．52� 288．2�
816 サクラレイピア 牝3青鹿54 杉原 誠人�さくらコマース斎藤 誠 新ひだか 谷岡牧場 456＋ 81：51．6� 162．1�
11 ミッキーキング 牡3鹿 56 菅原 明良野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：52．98 13．0�
611 カルチェリノイオリ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 81：59．5大差 12．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，423，100円 複勝： 57，787，800円 枠連： 14，571，000円
馬連： 72，192，900円 馬単： 31，043，900円 ワイド： 66，378，000円
3連複： 109，770，600円 3連単： 119，676，900円 計： 518，844，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 270円 � 210円 枠 連（2－5） 2，170円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 890円 �� 630円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 31，000円

票 数

単勝票数 計 474231 的中 � 71663（3番人気）
複勝票数 計 577878 的中 � 92974（2番人気）� 50625（5番人気）� 69989（4番人気）
枠連票数 計 145710 的中 （2－5） 5202（10番人気）
馬連票数 計 721929 的中 �� 22521（10番人気）
馬単票数 計 310439 的中 �� 5574（16番人気）
ワイド票数 計 663780 的中 �� 19051（11番人気）�� 27675（6番人気）�� 16451（13番人気）
3連複票数 計1097706 的中 ��� 16473（17番人気）
3連単票数 計1196769 的中 ��� 2798（102番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．6―13．0―12．5―11．9―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．4―49．4―1：01．9―1：13．8―1：25．5―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．6
1
3
4，16，9（3，5，13）（6，10）－（2，7）8－（1，11）14，12，15
4（16，9）（3，13）（5，6，8）11，10（2，14，7，15）－12－1

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

勝馬の
紹 介

パトリックハンサム �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．11 中山2着

2019．4．21生 牡3青鹿 母 トーコーユズキ 母母 ピンクプルメリア 5戦1勝 賞金 9，300，000円
〔その他〕 カルチェリノイオリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 カルチェリノイオリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年8月9日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ルージュノブレス号・ケイティーズジョウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月9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 マイネルブデット号
（非抽選馬） 2頭 イントロバート号・ウィルソンテソーロ号

18032 7月9日 曇 稍重 （4福島2） 第3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）

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

815 メンアットワーク 牡3青鹿54 田辺 裕信千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 450＋ 41：46．2 1．3�
47 ク ル ル 牡3鹿 54

51 ▲佐々木大輔�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 486＋ 21：46．41� 69．5�

713 トロンアゲイン 牝4栗 55
53 △永野 猛蔵�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 450＋101：46．82� 6．9�

712 マイネルサハラ 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 460－ 81：47．11� 58．6�

59 ラインメッセージ 牡3鹿 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B494＋ 61：47．2クビ 52．7	
34 セザンテイオー 牡4栗 57 吉田 豊瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 504± 0 〃 アタマ 217．2

11 ホワイトクロウ �4芦 57 津村 明秀 �キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464－ 21：47．52 28．4�
58 メレカリキマカ 牡4鹿 57 菊沢 一樹丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490± 01：47．6クビ 216．5�
22 ト リ グ ラ フ 牡3鹿 54

51 ▲原 優介山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 442± 0 〃 ハナ 19．8
611 アーバンヒーロー 牡4栗 57 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 498－ 21：48．13 329．2�
46 キタノブレイド 牡3黒鹿54 木幡 巧也北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 454＋ 4 〃 クビ 10．3�
35 ホウオウヴォーヌ 牡4栗 57 内田 博幸小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B478－ 61：48．31� 103．5�
814 コンクエスト 牡3鹿 54 菅原 明良前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 21：48．62 8．6�
23 モ ー ル 牡3栗 54 石橋 脩 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B458－141：49．98 61．9�
610 グラフィティウォー 牡3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 440－ 31：50．0クビ 324．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，747，500円 複勝： 153，776，700円 枠連： 18，554，200円
馬連： 77，661，300円 馬単： 41，682，500円 ワイド： 72，691，800円
3連複： 121，415，400円 3連単： 172，224，800円 計： 714，754，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 700円 � 140円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 250円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 24，380円

票 数

単勝票数 計 567475 的中 � 325419（1番人気）
複勝票数 計1537767 的中 � 1058758（1番人気）� 14245（10番人気）� 128941（2番人気）
枠連票数 計 185542 的中 （4－8） 28504（3番人気）
馬連票数 計 776613 的中 �� 15509（10番人気）
馬単票数 計 416825 的中 �� 6789（13番人気）
ワイド票数 計 726918 的中 �� 11326（17番人気）�� 88442（1番人気）�� 6964（22番人気）
3連複票数 計1214154 的中 ��� 14571（17番人気）
3連単票数 計1722248 的中 ��� 5121（69番人気）

ハロンタイム 6．8―11．5―12．4―13．4―12．7―12．4―12．2―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．7―44．1―56．8―1：09．2―1：21．4―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3
7，9（14，15）12，13（1，6）5（4，8，10）11，3，2・（7，9，14，15）（12，1，13）（4，6）5（8，2，10）－11，3

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

勝馬の
紹 介

メンアットワーク �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．28 新潟2着

2019．5．10生 牡3青鹿 母 メイシャイン 母母 スターアルファ 12戦2勝 賞金 19，850，000円
〔発走状況〕 メレカリキマカ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



18033 7月9日 曇 良 （4福島2） 第3日 第9競走 1，200�
す か が わ

須 賀 川 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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：05．8

良
良

44 � ヤマニンガラッシア 牡5青鹿57 戸崎 圭太土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 446－ 41：09．2 4．2�
67 ウ ィ リ ン 牝3黒鹿52 M．デムーロジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 426± 01：09．3� 1．7�
33 � スターライトキス 牝7栗 55 松岡 正海岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 508－ 81：09．4� 73．5�
811� ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿54 藤田菜七子福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 466＋ 61：09．5� 62．2�
11 オードゥメール 牝3鹿 52 菅原 明良中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 452± 0 〃 ハナ 4．6�
810 ユナイテッドハーツ 牡4鹿 57 丸田 恭介大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 434－ 41：09．6� 16．9�
66 � ダイシンユノ 牝5黒鹿55 嶋田 純次大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 426＋ 8 〃 クビ 69．4	
22 シャドウファックス 牝4芦 55 三浦 皇成飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 454－141：10．02� 12．1

79 � エコロマリン 牝4黒鹿55 菊沢 一樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 41：10．21� 89．5�
78 エレガントモダン 牝3芦 52 宮崎 北斗廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 440＋ 21：10．83� 131．6�
55 � リキサンムスタング 牡6鹿 57 小林 脩斗 ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 512＋121：15．0大差 105．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，736，900円 複勝： 78，044，300円 枠連： 13，569，800円
馬連： 73，205，400円 馬単： 44，246，700円 ワイド： 61，050，800円
3連複： 108，745，500円 3連単： 202，246，300円 計： 633，845，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 120円 � 110円 � 490円 枠 連（4－6） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 180円 �� 860円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 10，320円

票 数

単勝票数 計 527369 的中 � 100286（2番人気）
複勝票数 計 780443 的中 � 116234（2番人気）� 436410（1番人気）� 13803（6番人気）
枠連票数 計 135698 的中 （4－6） 33609（1番人気）
馬連票数 計 732054 的中 �� 187935（1番人気）
馬単票数 計 442467 的中 �� 39763（3番人気）
ワイド票数 計 610508 的中 �� 114995（1番人気）�� 15315（10番人気）�� 11896（11番人気）
3連複票数 計1087455 的中 ��� 30452（8番人気）
3連単票数 計2022463 的中 ��� 14201（28番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．8―11．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．5―45．0―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヤマニンガラッシア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル

2017．5．15生 牡5青鹿 母 ヤマニングルノイユ 母母 ヤマニンロージー 14戦1勝 賞金 22，703，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リキサンムスタング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月9日まで平地競

走に出走できない。

18034 7月9日 曇 良 （4福島2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走15時10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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

57 マイネルマーティン 牡4栗 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 42：01．8 3．3�
813 レッドラディエンス 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 社台牧場 494＋ 82：01．9� 2．4�
812 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿57 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474－ 62：02．11	 14．2�
22 ビートザウイングス 
5栗 57 永野 猛蔵 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B472－142：02．42 13．3�
11 フィデリオグリーン 牡6鹿 57 原 優介斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 494＋ 22：02．5� 91．6	
33 マイネルステレール 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 2 〃 クビ 59．2

44 エクセレントタイム 
4鹿 57 武藤 雅 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 42：02．71 13．5�
68 ダノンシュネラ 牝4鹿 55 石橋 脩�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 アタマ 12．8�
711 ピースディオン 牡5鹿 57 江田 照男久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 492± 02：02．8� 20．0
710 メリディアンローグ 牡5黒鹿57 木幡 育也山本 英俊氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 484－16 〃 ハナ 28．3�
56 コスモスタック 牡5黒鹿57 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新ひだか 稲葉牧場 472＋ 8 〃 クビ 44．4�
69 � リリーブライト 牡4鹿 57 内田 博幸 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 8．4�
45 � フューリアス 牡4黒鹿57 菊沢 一樹ケンレーシング組合 村田 一誠 日高 サンバマウン

テンファーム 430＋ 22：03．33 290．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 64，706，500円 複勝： 72，991，600円 枠連： 27，999，600円
馬連： 124，243，000円 馬単： 52，372，500円 ワイド： 102，108，500円
3連複： 180，396，000円 3連単： 221，356，200円 計： 846，173，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 140円 � 220円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 230円 �� 490円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 647065 的中 � 152485（2番人気）
複勝票数 計 729916 的中 � 164829（1番人気）� 143268（2番人気）� 65313（4番人気）
枠連票数 計 279996 的中 （5－8） 56446（1番人気）
馬連票数 計1242430 的中 �� 205480（1番人気）
馬単票数 計 523725 的中 �� 38337（2番人気）
ワイド票数 計1021085 的中 �� 128638（1番人気）�� 49650（3番人気）�� 40887（7番人気）
3連複票数 計1803960 的中 ��� 88004（2番人気）
3連単票数 計2213562 的中 ��� 25113（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．9―12．8―12．9―12．7―12．1―11．6―11．6―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―36．1―48．9―1：01．8―1：14．5―1：26．6―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2
1
3
6－8－（7，10）13（2，9）12，3，5，11（1，4）・（6，8，7）（10，13）（2，3，9）12（5，1，11）－4

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

勝馬の
紹 介

マイネルマーティン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．9．27 中山10着

2018．5．3生 牡4栗 母 マイネヒメル 母母 コスモチェーロ 19戦3勝 賞金 45，879，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



18035 7月9日 曇 良 （4福島2） 第3日 第11競走 ��1，800�
あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．7．10以降R4．7．3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

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

23 ゴールドスミス �8黒鹿54 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520－ 41：47．8 17．6�

47 エターナルヴィテス 牡6鹿 52 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 474－ 61：48．22 82．5�
816 ホウオウラスカーズ 牝4黒鹿53 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：48．41� 10．8�
510 ワールドスケール 牡5鹿 54 木幡 巧也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 470＋ 4 〃 ハナ 39．6�
36 ウエストンバート 牡4鹿 54 丸田 恭介�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 536－ 2 〃 ハナ 18．1�
611 ブレイブメジャー 牡6鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 17．7	
815 ウイングレイテスト 牡5栗 56 松岡 正海
ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 496－181：48．5� 6．7�
12 アールバロン 牡4鹿 54 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 504－ 21：48．7� 4．2�
11 スーパーブレイク 牡8黒鹿53 小崎 綾也堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 472－ 6 〃 アタマ 197．2
48 フォワードアゲン �5黒鹿53 武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 428± 0 〃 アタマ 25．5�
24 ウインレフィナード 牡6黒鹿54 永野 猛蔵
ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 458± 0 〃 クビ 209．9�
713 パープルレディー 牝4鹿 52 吉田 豊井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 412－ 4 〃 アタマ 8．3�
714 ル ヴ ァ ン 牡5鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B476＋ 21：48．8アタマ 46．7�
59 ロードシャムロック 牡5鹿 56 田辺 裕信 
ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 494－141：49．12 13．2�
612� シュバルツカイザー 牡4芦 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 508＋ 41：50．16 9．8�
35 シンハリング 牝5青鹿54 菅原 明良 DMMドリームクラブ
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 （競走中止） 4．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 128，736，000円 複勝： 184，694，700円 枠連： 68，063，600円
馬連： 330，823，800円 馬単： 109，946，800円 ワイド： 256，852，800円
3連複： 590，696，400円 3連単： 589，378，200円 計： 2，259，192，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 550円 � 1，570円 � 400円 枠 連（2－4） 11，330円

馬 連 �� 66，620円 馬 単 �� 127，050円

ワ イ ド �� 14，360円 �� 3，560円 �� 17，210円

3 連 複 ��� 338，700円 3 連 単 ��� 2，248，940円

票 数

単勝票数 計1287360 的中 � 58196（8番人気）
複勝票数 計1846947 的中 � 89272（9番人気）� 28428（14番人気）� 132468（6番人気）
枠連票数 計 680636 的中 （2－4） 4652（31番人気）
馬連票数 計3308238 的中 �� 3848（92番人気）
馬単票数 計1099468 的中 �� 649（186番人気）
ワイド票数 計2568528 的中 �� 4596（90番人気）�� 18810（48番人気）�� 3830（96番人気）
3連複票数 計5906964 的中 ��� 1308（405番人気）
3連単票数 計5893782 的中 ��� 190（2481番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．4―49．0―1：00．7―1：12．1―1：23．6―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．7
1
3
・（3，14）11（2，9）（6，12）15（8，7）－4，10，13，1，16・（3，7）14（2，9）（11，12）（6，15）（16，13）（8，10）（1，4）

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．12．11 中山1着

2014．5．13生 �8黒鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 21戦5勝 賞金 80，117，000円
〔競走中止〕 シンハリング号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

18036 7月9日 曇 稍重 （4福島2） 第3日 第12競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

612 ナックドロップス 牝3鹿 52 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456± 01：07．5 11．7�
816 モ ネ 牝3栗 52 津村 明秀 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 456± 01：07．71 9．0�
35 パ ウ オ レ 牝3栗 52 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新冠 佐藤牧場 458－ 61：07．8� 1．4�
36 ノアファンタジー 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 B478－ 41：08．54 42．8�
815� ヴァンデリオン 牡5栗 57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 490－ 7 〃 アタマ 75．5�
23 � ミューティー 牝5鹿 55 吉田 豊鈴木 康弘氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 482－ 81：08．6� 124．7	
48 � アウトパフォーム 牡3芦 54 菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 英 Kingston

Stud 444± 01：09．02	 9．9

611 ダイチラファール 牡3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 B440＋ 61：09．31	 24．5�
24 � トーセンアマンダ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子Mr．ホース 南田美知雄 日高 有限会社 エ
スティファーム 472－ 21：09．51
 224．4�

714 プロトサマニ 牝4芦 55 杉原 誠人福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 514＋321：09．82 103．4
11 �� デュアルキャリアー 牡6鹿 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 加藤士津八 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 548－121：09．9	 14．3�
510 バットオールソー 牡7栗 57 丸田 恭介久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 4 〃 ハナ 72．0�
12 � レオテソーロ 牡4栗 57

54 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 462－121：10．21� 184．6�

59 ウインラザンツ 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B522＋ 61：10．3� 21．3�
47 � ドリームウィーバー 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 468－ 71：10．4クビ 318．9�
713� トーレスデルパイネ 牝5栗 55 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 478－ 41：11．14 320．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，379，900円 複勝： 262，372，300円 枠連： 37，300，500円
馬連： 146，534，300円 馬単： 86，624，600円 ワイド： 156，147，700円
3連複： 252，698，800円 3連単： 396，557，800円 計： 1，443，615，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 190円 � 180円 � 110円 枠 連（6－8） 2，210円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 750円 �� 290円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 22，670円

票 数

単勝票数 計1053799 的中 � 72019（4番人気）
複勝票数 計2623723 的中 � 134920（4番人気）� 152159（3番人気）� 1744331（1番人気）
枠連票数 計 373005 的中 （6－8） 13030（7番人気）
馬連票数 計1465343 的中 �� 31807（10番人気）
馬単票数 計 866246 的中 �� 7311（20番人気）
ワイド票数 計1561477 的中 �� 46950（8番人気）�� 147749（2番人気）�� 134358（3番人気）
3連複票数 計2526988 的中 ��� 121175（3番人気）
3連単票数 計3965578 的中 ��� 12678（68番人気）

ハロンタイム 9．3―10．6―11．2―11．9―12．0―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―19．9―31．1―43．0―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナックドロップス �
�
父 ザファクター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．6 東京15着

2019．4．3生 牝3鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 10戦2勝 賞金 18，710，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コパノフレディー号



（4福島2）第3日 7月9日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158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

189，760，000円
8，640，000円
32，100，000円
1，280，000円
23，240，000円
70，702，500円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
686，966，600円
1，136，769，200円
241，852，300円
1，130，087，000円
529，000，300円
985，922，100円
1，815，303，900円
2，340，336，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，866，237，500円

総入場人員 6，752名 （有料入場人員 6，405名）
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