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18037 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4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

57 � デ ス ト ロ イ �8栗 60
57 ▲小牧加矢太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B500－ 83：01．7 9．4�

710 ミリタリータンゴ 牡4黒鹿60 白浜 雄造 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 456± 03：02．23 20．1�
56 ジャディード 牡7黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 460＋10 〃 ハナ 2．0�
813 リ ア ム 牡5鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 532－ 23：03．37 3．8�
68 � プリンセスララア 牝5栗 58 大庭 和弥青山 郁代氏 的場 均 日高 中川 哲也 416＋143：03．72� 39．7�
45 � シーザワールド 牡9鹿 60 中村 将之村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 518＋ 4 〃 ハナ 33．2	
812� コルドゥーン 牡6青鹿60 江田 勇亮西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 B450± 0 〃 ハナ 172．5

711 グラスディアブロ 牡5鹿 60 大江原 圭半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 474＋103：03．91� 21．6�
69 ケ ル ト 牡4栗 60 蓑島 靖典小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468－ 23：04．32� 22．9�
22 	 カ ク シ ン 牡5黒鹿60 森 一馬風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

514＋ 23：05．78 9．4
11 グリニッチヴィレジ 牝9黒鹿58 伴 啓太 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 43：06．12� 14．8�
33 ビレッジシングル 牡3鹿 58 小野寺祐太村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 元道牧場 448－ 63：14．6大差 189．5�
44 カ ー ド 牝4黒鹿58 植野 貴也井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 448－203：21．0大差 68．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，195，300円 複勝： 30，145，400円 枠連： 9，686，800円
馬連： 42，079，900円 馬単： 21，369，800円 ワイド： 37，819，100円
3連複： 77，243，900円 3連単： 89，816，800円 計： 332，357，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 220円 � 540円 � 130円 枠 連（5－7） 960円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 20，490円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 400円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 70，470円

票 数

単勝票数 計 241953 的中 � 20490（4番人気）
複勝票数 計 301454 的中 � 30561（4番人気）� 9868（9番人気）� 89588（1番人気）
枠連票数 計 96868 的中 （5－7） 7770（4番人気）
馬連票数 計 420799 的中 �� 3465（24番人気）
馬単票数 計 213698 的中 �� 782（48番人気）
ワイド票数 計 378191 的中 �� 3393（27番人気）�� 26635（2番人気）�� 9093（13番人気）
3連複票数 計 772439 的中 ��� 8510（21番人気）
3連単票数 計 898168 的中 ��� 924（207番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．0－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

2
�

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

�デ ス ト ロ イ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ティンバーカントリー

2014．3．26生 �8栗 母 キーラッキー 母母 ロングバージン 障害：9戦1勝 賞金 15，100，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 コルドゥーン号の騎手江田勇亮は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・7番）

18038 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4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

46 スズノテレサ 牝3黒鹿54 津村 明秀小紫 嘉之氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 448－ 21：46．5 9．5�
814 ミニョンルミエール 牝3栗 54 M．デムーロ �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー

ブル 434－ 81：47．77 3．0�
58 ジューンポンポン 牝3栗 54 田辺 裕信吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 462－101：47．8� 2．9�
34 エターナルプライド 牝3黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 61：47．9クビ 7．7�
610 ナカガワフェイス 牝3青鹿54 内田 博幸 STレーシング 上原 博之 新ひだか 筒井 征文 486－ 61：48．0� 9．4�
22 ト レ ー ネ 牝3青鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 B450－141：48．1� 113．2	
611 ソルシエール 牝3芦 54 石橋 脩�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 21：48．2クビ 230．2

713 ウェイマーク 牝3鹿 54 菅原 明良吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：48．3� 6．2�
47 シャンダローム 牝3黒鹿54 宮崎 北斗多田 賢司氏 中川 公成 新冠 長浜牧場 458＋101：48．51� 30．9�
35 ショウナンカンキ 牝3鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 436＋ 81：48．81� 141．3
23 ア カ ネ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵池袋レーシング 武井 亮 日高 株式会社
目黒牧場 470± 0 〃 クビ 82．5�

815 ロジマスタング 牝3芦 54 江田 照男久米田正明氏 大竹 正博 新冠 アラキフアーム 466＋ 61：49．43� 146．7�
59 ソ ラ ネ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 390＋ 61：51．010 124．9�
11 チ ャ チ ャ 牝3芦 54

51 ▲原 優介石井 義孝氏 中野 栄治 茨城 内藤牧場 496－ 41：51．42� 327．0�
712 アイラジオーネ 牝3栗 54 松岡 正海加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448－ 41：55．2大差 444．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，809，800円 複勝： 58，562，900円 枠連： 10，440，600円
馬連： 65，223，500円 馬単： 29，188，100円 ワイド： 59，533，600円
3連複： 96，983，800円 3連単： 114，245，400円 計： 478，987，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 130円 � 130円 枠 連（4－8） 1，420円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 16，170円

票 数

単勝票数 計 448098 的中 � 37561（6番人気）
複勝票数 計 585629 的中 � 42631（6番人気）� 129631（2番人気）� 140106（1番人気）
枠連票数 計 104406 的中 （4－8） 5662（8番人気）
馬連票数 計 652235 的中 �� 20255（9番人気）
馬単票数 計 291881 的中 �� 4735（18番人気）
ワイド票数 計 595336 的中 �� 17335（10番人気）�� 25254（7番人気）�� 86587（1番人気）
3連複票数 計 969838 的中 ��� 42502（4番人気）
3連単票数 計1142454 的中 ��� 5122（52番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．6―13．2―13．0―12．6―13．0―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．6―42．8―55．8―1：08．4―1：21．4―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズノテレサ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2021．12．25 中山4着

2019．1．28生 牝3黒鹿 母 ピュアマインド 母母 スプリングアマイン 5戦1勝 賞金 6，820，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイラジオーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月10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〕 チャチャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月10日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カルヴァドス号・シーズマイホープ号

第２回 福島競馬 第４日



18039 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4日 第3競走 1，150�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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

11 マテンロウボイス 牝3鹿 54
52 △永野 猛蔵寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 B452－ 41：08．6 28．5�

815 デアリングヒューズ 牝3栗 54 戸崎 圭太 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 480＋ 61：09．02� 1．4�
23 オフレッシュ 牡3鹿 56 田辺 裕信 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 516－ 21：09．31� 5．8�
36 ラブシックボッサ 牡3青鹿56 丸田 恭介 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 458－ 21：09．61� 10．2�
35 ミラーレイク 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 434－10 〃 クビ 19．4	
47 シークレットグロウ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 440－ 41：09．92 35．2

612 ペイシャワキア 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 430－ 41：10．11� 15．2�
59 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 B470－ 61：10．31 308．5�
24 ジュンツーポイント 牡3黒鹿 56

53 ▲大塚 海渡河合 純二氏 勢司 和浩 日高 田端牧場 488＋ 61：10．4� 180．1
611 ヴァンクールシチー 牡3黒鹿56 武藤 雅 �友駿ホースクラブ 栗田 徹 新ひだか カタオカフアーム 424－ 21：10．5� 51．3�
510 ム ジ ョ ウ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 野表 俊一 B510＋ 21：10．92 102．7�
816 ロイズピーク 牡3黒鹿56 江田 照男高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 480＋ 2 〃 クビ 23．7�
12 タッカーステート 牡3黒鹿56 津村 明秀小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 つつみ牧場 442－ 81：11．0� 54．2�
714 アーリオオーリオ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子飯田総一郎氏 南田美知雄 新ひだか 大滝 康晴 446－ 21：11．42� 181．2�
713 イデアノアイデア 牝3栗 54 原田 和真益田 修一氏 堀内 岳志 浦河 中脇 満 354－ 81：12．57 501．6�

（15頭）
48 サ ラ サ ワ ン 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗横井 良明氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 504± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，689，800円 複勝： 168，457，900円 枠連： 16，284，300円
馬連： 60，490，200円 馬単： 37，196，400円 ワイド： 59，765，200円
3連複： 87，049，800円 3連単： 134，769，700円 計： 602，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 330円 � 110円 � 140円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，200円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 27，530円

票 数

単勝票数 差引計 386898（返還計 2903） 的中 � 10824（7番人気）
複勝票数 差引計1684579（返還計 6839） 的中 � 25114（7番人気）� 1319352（1番人気）� 101856（2番人気）
枠連票数 差引計 162843（返還計 147） 的中 （1－8） 12234（4番人気）
馬連票数 差引計 604902（返還計 15124） 的中 �� 27509（6番人気）
馬単票数 差引計 371964（返還計 7839） 的中 �� 4856（15番人気）
ワイド票数 差引計 597652（返還計 15912） 的中 �� 22443（6番人気）�� 10759（12番人気）�� 96173（1番人気）
3連複票数 差引計 870498（返還計 41149） 的中 ��� 36428（5番人気）
3連単票数 差引計1347697（返還計 63155） 的中 ��� 3549（85番人気）

ハロンタイム 9．7―10．6―11．8―11．7―12．0―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．3―32．1―43．8―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．5
3 1（3，15）5（6，11）（7，16）（2，14，12）－（4，9，13）－10 4 1（3，15）－（6，5）11－7，16，12（2，14）（4，9）－（10，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マテンロウボイス �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．5 阪神10着

2019．2．23生 牝3鹿 母 クリーミーボイス 母母 アルーリングボイス 7戦1勝 賞金 5，980，000円
〔競走除外〕 サラサワン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 アーリオオーリオ号・イデアノアイデア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月10日まで

平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オモイソメル号

18040 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11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
1：07．0
1：05．8

良
良

12 サ ミ ュ エ ル 牝3栗 54 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム 460－121：09．4 13．5�
714 ライヴトパーズ 牝3鹿 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 408＋ 41：09．6� 18．2�
48 マ ジ ョ リ ー 牝3鹿 54 田辺 裕信�ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 426± 0 〃 クビ 33．1�
23 サバイバルアート 牝3鹿 54 柴田 大知福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 414－ 61：09．81� 18．8�
11 ウインエイムハイ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B476± 0 〃 クビ 1．8	
59 ヤマニンフェリクス 牡3栗 56 杉原 誠人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 444＋ 41：09．9クビ 16．7

47 ディージェーサン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介ドリームジャパンホースレーシング 小桧山 悟 浦河 オカモトファーム 404± 0 〃 クビ 4．3�
816 ツキニホエル 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 422± 01：10．11� 67．0�
713 アティトラン 牝3黒鹿54 菅原 明良�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋181：10．2クビ 31．5
612 テイエムナイスラン 牡3芦 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 村下 明博 526＋101：10．52 37．0�
611 ダニエラハニー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 西田雄一郎 新ひだか 秋田育成牧場 466－ 41：10．81� 11．4�
510 プリマグランツ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 446 ―1：11．01� 91．1�

35 イノセントソレル 牡3栗 56 木幡 初也ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 502－ 8 〃 ハナ 393．3�
24 ハ ル ノ ヒ 牝3栗 54 江田 照男田中 健一氏 本間 忍 浦河 富塚ファーム 438± 01：11．85 245．1�
36 ベ ル マ リ エ 牝3青鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 浦河 岡本牧場 B440＋101：12．11� 51．8�

815� グレートイースタン 牝3芦 52
49 ▲佐々木大輔 �ビッグレッドファーム 土田 稔 豪 Yulong Invest-

ments Yulong Stud 458－101：12．42 295．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，118，700円 複勝： 87，682，600円 枠連： 14，732，900円
馬連： 65，125，000円 馬単： 37，677，900円 ワイド： 63，234，700円
3連複： 101，376，800円 3連単： 135，164，000円 計： 551，112，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 520円 � 760円 � 1，210円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 10，160円 馬 単 �� 22，320円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 4，940円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 73，240円 3 連 単 ��� 427，920円

票 数

単勝票数 計 461187 的中 � 27264（4番人気）
複勝票数 計 876826 的中 � 47037（3番人気）� 30240（7番人気）� 18415（9番人気）
枠連票数 計 147329 的中 （1－7） 13329（3番人気）
馬連票数 計 651250 的中 �� 4964（25番人気）
馬単票数 計 376779 的中 �� 1266（50番人気）
ワイド票数 計 632347 的中 �� 6482（24番人気）�� 3289（41番人気）�� 2488（48番人気）
3連複票数 計1013768 的中 ��� 1038（136番人気）
3連単票数 計1351640 的中 ��� 229（698番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．0―45．5―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．4
3 2（1，4，6）（3，14）（13，16）（7，15）（9，12）8，11（5，10） 4 2，1，3（4，16）（14，6）13，7，9，8（12，15）（5，11）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ミ ュ エ ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2022．3．26 中山11着

2019．3．25生 牝3栗 母 ヴ ェ ル テ ュ 母母 ペイルローズ 3戦1勝 賞金 5，200，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 トゥルーブルー号・ナンヨーリリー号・ニシノコチ号・ロータスペトル号



18041 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4日 第5競走 ��2，000�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
1：59．9
1：58．5

良
良

44 ナチュラルハイ 牡2黒鹿 54
52 △永野 猛蔵山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 村上 欽哉 458 ―2：03．4 3．4�

77 � サイブレーカー 牡2鹿 54 菅原 明良 TNレーシング 武井 亮 米 BlackRidge
Stables LLC. 418 ―2：03．5� 4．6�

810 フジブルーダイヤ 牝2鹿 54 津村 明秀�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 438 ―2：04．77 25．0�
78 ステキナココロ 牡2鹿 54 松岡 正海 �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 474 ―2：04．8� 41．1�
22 キタノチャリブル 牡2青鹿 54

51 ▲原 優介北所 直人氏 小西 一男 新冠 タニグチ牧場 444 ―2：05．33 9．7�
89 ファンネルマーク 牡2芦 54 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 528 ― 〃 アタマ 5．1	
66 マイバラード 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 浦河 荻伏三好フ

アーム 442 ―2：05．51� 5．1

55 シンフォニー 牡2鹿 54 丸田 恭介近藤 英二氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 456 ―2：06．13� 53．0�
11 ライヴマスタード 牡2栗 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 武 牧場 500 ―2：06．63 64．1�
33 ロケッツアン 牡2鹿 54 池添 謙一 TURFレーシング 加藤士津八 新冠 的場牧場 478 ―2：10．3大差 12．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，956，800円 複勝： 44，725，100円 枠連： 8，877，700円
馬連： 56，436，900円 馬単： 27，497，300円 ワイド： 42，319，700円
3連複： 73，638，100円 3連単： 99，193，100円 計： 399，644，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 180円 � 520円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，460円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 14，860円

票 数

単勝票数 計 469568 的中 � 115617（1番人気）
複勝票数 計 447251 的中 � 85472（1番人気）� 70520（3番人気）� 16384（7番人気）
枠連票数 計 88777 的中 （4－7） 12159（1番人気）
馬連票数 計 564369 的中 �� 66648（1番人気）
馬単票数 計 274973 的中 �� 16242（2番人気）
ワイド票数 計 423197 的中 �� 39683（1番人気）�� 6900（18番人気）�� 6314（19番人気）
3連複票数 計 736381 的中 ��� 14085（14番人気）
3連単票数 計 991931 的中 ��� 4837（48番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．2―13．2―13．2―12．8―12．1―11．7―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―36．6―49．8―1：03．0―1：15．8―1：27．9―1：39．6―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナチュラルハイ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Pulpit 初出走

2020．5．4生 牡2黒鹿 母 ニシノシュクラン 母母 アラビックソング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロケッツアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月10日まで平地競走に

出走できない。

18042 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4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 モンサンスヴニール 牝2青鹿54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 452 ―1：11．0 4．0�
89 ハ ル オ ー ブ 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 448 ―1：11．31� 6．5�
66 サトノミネルヴァ 牝2鹿 54 菅原 明良 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 456 ―1：11．41 2．4�
77 ノーブルトラップ 牝2栗 54 戸崎 圭太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐藤 鉄也 446 ―1：11．93 5．9�
44 ロゴマジック 牡2黒鹿54 石橋 脩坂巻 勝彦氏 武市 康男 浦河 浦河小林牧場 420 ―1：12．11 77．9�
22 マ ホ ロ バ 牡2黒鹿54 池添 謙一�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 平山牧場 520 ―1：12．63 9．9	
11 サイタブラウン 牡2栗 54 内田 博幸サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 446 ―1：13．66 59．0

33 ロッカバラード 牡2鹿 54

52 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：13．71 17．2�
88 イ ブ シ ギ ン 牡2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 岩戸 孝樹 登別 青藍牧場 426 ― 〃 ハナ 35．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，730，800円 複勝： 38，660，100円 枠連： 7，565，200円
馬連： 53，262，900円 馬単： 30，226，500円 ワイド： 40，773，200円
3連複： 67，096，000円 3連単： 115，703，300円 計： 405，018，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（5－8） 950円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 330円 �� 220円 �� 260円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 517308 的中 � 107147（2番人気）
複勝票数 計 386601 的中 � 75780（2番人気）� 56618（4番人気）� 98215（1番人気）
枠連票数 計 75652 的中 （5－8） 6171（4番人気）
馬連票数 計 532629 的中 �� 36731（5番人気）
馬単票数 計 302265 的中 �� 10944（8番人気）
ワイド票数 計 407732 的中 �� 29156（4番人気）�� 51418（1番人気）�� 39462（3番人気）
3連複票数 計 670960 的中 ��� 94057（1番人気）
3連単票数 計1157033 的中 ��� 20299（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．8―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―36．1―47．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンサンスヴニール �
�
父 シャンハイボビー �

�
母父 テ ン ビ ー 初出走

2020．5．18生 牝2青鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ノーブルトラップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



18043 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4日 第7競走 1，700�3歳未勝利
発走13時35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

611 プリンスミノル 牡3鹿 56 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 452＋ 21：46．3 1．8�
58 メイリトルラバー 牝3鹿 54 武藤 雅千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 468－ 21：46．61� 22．7�
814 ア オ カ ミ 牡3青 56 柴田 善臣プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 460－ 21：47．55 6．0�
712 グランシャーク 牡3鹿 56 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 496－ 61：47．6� 26．9�
22 ノアペルーサ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B498－ 81：48．66 22．3�
46 ワーキングスタイル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 8 〃 アタマ 6．2	
815 ヒ イ ラ ギ 牝3芦 54 野中悠太郎�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 470＋ 61：48．7� 304．7

35 マックロイド 牝3栗 54 的場 勇人芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：48．8� 239．2�
34 オンマガトオル 牝3鹿 54 江田 照男岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 530± 01：49．22� 13．9�
610 ラインオンザトップ 牡3栗 56 武士沢友治大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 青森 伊藤牧場 442－ 2 〃 アタマ 148．4
11 ピンクコーラル 牝3栗 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 本間 忍 新ひだか 片岡 博 440± 0 〃 ハナ 167．7�
59 ヘールボップ 牡3青鹿56 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 様似 清水スタッド 496＋ 21：50．79 16．6�
23 ロマンバローズ 牡3栗 56

53 ▲水沼 元輝菅 實氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 504± 01：51．12� 430．2�
47 マイネルグローリエ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 508＋ 81：51．63 9．2�
713 テ ネ リ フ ェ 牡3鹿 56 内田 博幸飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：54．5大差 208．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，566，500円 複勝： 66，411，700円 枠連： 19，077，500円
馬連： 80，501，900円 馬単： 35，762，200円 ワイド： 72，990，900円
3連複： 116，978，200円 3連単： 137，638，100円 計： 582，927，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 260円 � 150円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 470円 �� 290円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 535665 的中 � 227244（1番人気）
複勝票数 計 664117 的中 � 195201（1番人気）� 45887（5番人気）� 108277（2番人気）
枠連票数 計 190775 的中 （5－6） 24239（3番人気）
馬連票数 計 805019 的中 �� 44283（4番人気）
馬単票数 計 357622 的中 �� 15519（4番人気）
ワイド票数 計 729909 的中 �� 38836（5番人気）�� 72185（1番人気）�� 15208（15番人気）
3連複票数 計1169782 的中 ��� 42985（3番人気）
3連単票数 計1376381 的中 ��� 12386（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．3―42．7―55．9―1：08．7―1：21．5―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．6
1
3
8，12，15，4，11（6，9）－（5，2）－1，10，3，14－7－13・（8，12）（4，15，11）（6，9）14（5，2）－1，7（10，3）＝13

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

勝馬の
紹 介

プリンスミノル �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2021．9．11 中山10着

2019．5．23生 牡3鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 6戦1勝 賞金 8，080，000円
〔制裁〕 オンマガトオル号の騎手江田照男は，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：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルグローリエ号・テネリフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月

10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） 9頭 アフリカンサウンズ号・エティエンヌ号・サンライズアトム号・ジェノバフレイバー号・タイセイクレセント号・

タイタンステップス号・ドリームビリーバー号・ファーサイドムーン号・ロデム号

18044 7月10日 晴 良 （4福島2） 第4日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （芝・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
1：45．3
1：43．8

良
良

36 トランシルヴァニア �5鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 492－ 21：47．5 8．3�
59 ノーエクスキューズ �5青鹿57 池添 謙一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 498－ 81：47．6クビ 21．4�
611 アップストローク �3黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 444－12 〃 クビ 3．1�
12 デコラシオン 牡3鹿 54 菅原 明良 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 498± 01：47．81	 7．2�
11 ウインメイユール 牝4鹿 55

52 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 2 〃 ハナ 78．1	
48 
 ロングボウマン 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 480＋ 81：47．9� 23．9

47 � ザスリーサーティ 牡7青鹿57 木幡 巧也諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 41：48．1� 14．6�
23 ラッシュアップ �5青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 530－ 41：48．2 12．2�
510 マイネルパリオート 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 456－10 〃 クビ 26．3
815 ケ ッ ツ ァ ー 牡3青鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新ひだか 木下牧場 480－ 8 〃 アタマ 78．7�
35 ミツカネムーン 牝3黒鹿 52

50 △永野 猛蔵小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 428＋ 21：48．3 3．6�
713 トロワエスポワール 牡4鹿 57 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 21：48．41 17．4�
816� アメジストヴェイグ 牡6黒鹿57 菊沢 一樹成富 直行氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：48．82 117．9�
612 フェスティヴボス 牡3黒鹿54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 472－ 61：49．11� 43．6�
714� ラインスプラッシュ 牡4黒鹿57 井上 敏樹大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：49．31 355．0�
24 � アイファーブラック 牡5青鹿 57

55 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 Wing Farm 442＋ 41：50．15 245．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，692，800円 複勝： 68，758，700円 枠連： 19，176，600円
馬連： 90，835，300円 馬単： 33，481，100円 ワイド： 79，896，600円
3連複： 136，113，300円 3連単： 142，494，300円 計： 619，448，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 460円 � 170円 枠 連（3－5） 1，780円

馬 連 �� 9，520円 馬 単 �� 17，580円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 590円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 8，970円 3 連 単 ��� 84，740円

票 数

単勝票数 計 486928 的中 � 46918（4番人気）
複勝票数 計 687587 的中 � 66379（4番人気）� 31805（8番人気）� 134092（2番人気）
枠連票数 計 191766 的中 （3－5） 8336（9番人気）
馬連票数 計 908353 的中 �� 7389（31番人気）
馬単票数 計 334811 的中 �� 1428（58番人気）
ワイド票数 計 798966 的中 �� 7483（32番人気）�� 36777（2番人気）�� 14801（14番人気）
3連複票数 計1361133 的中 ��� 11372（27番人気）
3連単票数 計1424943 的中 ��� 1219（285番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．3―12．1―12．0―12．1―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．6―47．7―59．7―1：11．8―1：23．6―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トランシルヴァニア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Real Quiet デビュー 2019．7．20 福島1着

2017．5．10生 �5鹿 母 ワンダーレディアンエル 母母 Ancho 11戦2勝 賞金 22，848，000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 マイネルバッカーノ号



18045 7月10日 曇 良 （4福島2） 第4日 第9競走 1，800�
お り ひ め

織 姫 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

611 エリオトローピオ 牝3栗 52 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 408＋ 61：47．0 3．4�

713 ロ ム ネ ヤ 牝3鹿 52 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 アタマ 3．4�

48 � サイモンベラーノ 牝5栗 55 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 474＋ 21：47．53 156．3�
816 インフィニタス 牝4鹿 55 松岡 正海�G1レーシング 伊坂 重信 安平 追分ファーム 468＋101：47．71� 37．6�
24 ロ ジ レ ッ ト 牝3黒鹿52 菅原 明良久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 442－ 61：47．8� 14．4�
12 スウィートブルーム 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B434＋ 6 〃 ハナ 11．5	
36 クーファイザナミ 牝5鹿 55 田中 勝春大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 418－ 6 〃 ハナ 56．3

815 エコルフリューゲル 牝3栗 52 内田 博幸鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 456－ 41：47．9� 19．5�
23 アルコディオーサ 牝4鹿 55 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 桜井牧場 464－ 61：48．32� 104．9�
59 ロッタチャンセズ 牝5鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B402± 01：48．4� 33．2
47 ヤマニンパニータ 牝3鹿 52 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 440± 01：48．5� 5．3�
510 フ ミ チ ャ ン 牝4芦 55 柴田 善臣林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B488± 01：48．6クビ 110．9�
612 シャドウエリス 牝4鹿 55 池添 謙一飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 10．5�
714 ピ ナ 牝4鹿 55 丸田 恭介畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B482－ 61：48．7� 56．7�
35 � インプレストサマー 牝4黒鹿55 菊沢 一樹矢野 雅子氏 天間 昭一 安平 追分ファーム 434－ 41：49．55 330．5�
11 ロックオンエイム 牝4黒鹿55 永野 猛蔵 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 460－ 6 〃 クビ 16．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，612，500円 複勝： 84，978，000円 枠連： 24，384，800円
馬連： 120，999，800円 馬単： 43，655，100円 ワイド： 99，149，700円
3連複： 179，667，400円 3連単： 180，711，300円 計： 794，158，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 150円 � 1，800円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 360円 �� 8，750円 �� 7，780円

3 連 複 ��� 33，990円 3 連 単 ��� 121，530円

票 数

単勝票数 計 606125 的中 � 139527（2番人気）
複勝票数 計 849780 的中 � 150743（2番人気）� 184159（1番人気）� 7816（15番人気）
枠連票数 計 243848 的中 （6－7） 34005（1番人気）
馬連票数 計1209998 的中 �� 117242（1番人気）
馬単票数 計 436551 的中 �� 18438（3番人気）
ワイド票数 計 991497 的中 �� 80469（1番人気）�� 2694（69番人気）�� 3036（63番人気）
3連複票数 計1796674 的中 ��� 3964（101番人気）
3連単票数 計1807113 的中 ��� 1078（383番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．2―12．2―12．1―12．0―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．5―47．7―59．8―1：11．8―1：23．6―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリオトローピオ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2021．9．26 中山4着

2019．5．18生 牝3栗 母 マイネジャーダ 母母 テクラヤティ 6戦2勝 賞金 19，444，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

18046 7月10日 曇 良 （4福島2） 第4日 第10競走 ��
��1，700�

あま がわ

天の川ステークス
発走15時10分 （ダート・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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

57 エマージングロール 牡4鹿 57 田辺 裕信吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 21：45．1 3．0�

813 ペイシャキュウ 牝6鹿 55 戸崎 圭太北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 442＋ 6 〃 クビ 8．4�
33 ショウナンマリオ 牡5黒鹿57 M．デムーロ�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 492－ 21：45．63 5．7�
44 オンザライン 牡4青鹿57 菅原 明良久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 クビ 2．9�
68 タイガーサイレンス 牡5青鹿57 田中 勝春伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 454－ 61：45．81� 46．5�
710	 アメリカンファクト 牡7栗 57 池添 謙一 	吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B504－ 41：45．9� 65．7

45 タマモパッション 牝5鹿 55 津村 明秀タマモ	 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 504－ 81：46．0� 12．9�
22 グラスブルース 牡8鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B508－ 41：46．21
 106．2�
56 ブライトンロック 牡8黒鹿57 丸田 恭介坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 21：46．3アタマ 29．5
812 キタノリューオー 牡4鹿 57 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 468＋ 61：46．51
 8．9�
711� リーピングリーズン 牝6青鹿55 内田 博幸 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 510－ 21：46．81� 100．2�

69 ロ ジ テ ィ ナ 牡7黒鹿57 永野 猛蔵久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 542± 01：47．33 257．6�
11 サンライズセナ 牡7栗 57 藤田菜七子松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B494＋ 41：47．62 136．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 73，454，700円 複勝： 92，011，300円 枠連： 28，135，500円
馬連： 148，433，300円 馬単： 62，494，800円 ワイド： 112，468，200円
3連複： 214，814，400円 3連単： 274，544，500円 計： 1，006，356，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 200円 � 190円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 640円 �� 450円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 12，950円

票 数

単勝票数 計 734547 的中 � 193756（2番人気）
複勝票数 計 920113 的中 � 174038（2番人気）� 106553（4番人気）� 121734（3番人気）
枠連票数 計 281355 的中 （5－8） 32993（3番人気）
馬連票数 計1484333 的中 �� 69325（7番人気）
馬単票数 計 624948 的中 �� 19400（9番人気）
ワイド票数 計1124682 的中 �� 44593（7番人気）�� 67458（4番人気）�� 34746（10番人気）
3連複票数 計2148144 的中 ��� 51982（12番人気）
3連単票数 計2745445 的中 ��� 15363（38番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．6―43．2―55．6―1：08．4―1：21．0―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．7
1
3
10，13（3，7）5（2，4）（1，8，11）12－（6，9）
10（13，3）7（5，4，12）（8，2）（11，9）（1，6）

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

勝馬の
紹 介

エマージングロール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．8．1 新潟10着

2018．4．26生 牡4鹿 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 9戦4勝 賞金 51，887，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。

２レース目



18047 7月10日 曇 良 （4福島2） 第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第58回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，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

福島県知事賞・福島商工会議所会頭賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

816 エ ヒ ト 牡5鹿 54 田中 勝春平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 464± 01：57．8 16．2�
36 ヒートオンビート 牡5鹿 57 池添 謙一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 476－ 21：58．22� 3．3�
611 アンティシペイト 牡5鹿 56．5 武藤 雅�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B496－ 41：58．31 4．2�
24 エヴァーガーデン 牝5黒鹿52 松岡 正海 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 21：58．61� 51．9�
23 ヒュミドール 	6鹿 56 M．デムーロ�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 472＋ 61：58．8� 6．6	
815 ヴァンケドミンゴ 牡6鹿 56 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 470－ 8 〃 クビ 31．1

612 モズナガレボシ 牡5芦 55 戸崎 圭太 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 492－ 21：58．9� 10．2�
510 ヤマニンデンファレ 牝4芦 50 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 482－ 41：59．01 15．0�
713 プリマヴィスタ 牡5栗 53 内田 博幸加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：59．1クビ 16．8
48 フォルコメン 	6鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 クビ 16．2�
59 ショウナンバルディ 牡6黒鹿57 菅原 明良国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 452－ 41：59．31 18．0�
12 ロ ザ ム ー ル 牝6栗 53 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 B500＋121：59．4� 45．2�
11 シークレットラン 牡6鹿 54 柴田 善臣亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 514＋121：59．5� 56．6�
35 
 マウントゴールド 牡9鹿 57 永野 猛蔵青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450± 01：59．6� 98．0�
47 レッドジェネシス 牡4鹿 56．5 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B500＋ 21：59．7クビ 21．5�
714 トーラスジェミニ 牡6鹿 57．5 原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 22：01．19 73．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 331，702，900円 複勝： 421，789，000円 枠連： 181，955，200円 馬連： 919，417，600円 馬単： 301，255，800円
ワイド： 722，920，800円 3連複： 1，981，713，400円 3連単： 2，043，434，000円 5重勝： 657，158，900円 計： 7，561，347，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 340円 � 150円 � 170円 枠 連（3－8） 1，560円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，340円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 39，600円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／福島10R／函館11R／小倉11R／福島11R

キャリーオーバー なし����� 9，019，820円

票 数

単勝票数 計3317029 的中 � 163328（6番人気）
複勝票数 計4217890 的中 � 241215（6番人気）� 842122（1番人気）� 695592（2番人気）
枠連票数 計1819552 的中 （3－8） 90009（8番人気）
馬連票数 計9194176 的中 �� 217912（9番人気）
馬単票数 計3012558 的中 �� 27141（30番人気）
ワイド票数 計7229208 的中 �� 146153（13番人気）�� 131702（16番人気）�� 507224（1番人気）
3連複票数 計19817134 的中 ��� 259772（8番人気）
3連単票数 計20434340 的中 ��� 37410（90番人気）
5重勝票数 計6571589 的中 ����� 51

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―34．4―46．4―58．5―1：10．6―1：22．5―1：34．4―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ヒ ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．12 京都8着

2017．5．9生 牡5鹿 母 ヒ ー ラ 母母 セントフロンティア 21戦5勝 賞金 117，602，000円

18048 7月10日 曇 良 （4福島2） 第4日 第12競走 ��1，150�
ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

36 � ア テ ィ ー ド 牡4栗 57 田辺 裕信髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 小林 仁 520＋ 41：07．3 4．4�
59 � フレーズメーカー 牡4青鹿57 柴田 善臣山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 笠松牧場 B492± 01：08．04 8．3�
612 ブルースコード 牡4黒鹿57 永野 猛蔵 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480－ 4 〃 アタマ 2．8�
35 ゴールドクロス 牡7鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 494－ 81：08．21� 110．5�
713 ストリートピアノ 牝5芦 55 江田 照男高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 466＋141：08．41� 50．7�
815 コスモノアゼット 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 512－ 21：08．5� 5．4	
48 ノーベルプライズ 牡6黒鹿57 藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 日高 中原牧場 516－ 21：08．71 22．0

11 サ ツ キ マ ス 牝5鹿 55 野中悠太郎越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 448－ 61：08．8クビ 73．5�
47 サクセスリボーン 牡5黒鹿57 菊沢 一樹柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 510± 0 〃 クビ 104．0�
24 エレファンティネ 牝4栗 55 武藤 雅下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 432＋12 〃 ハナ 62．7
714 コズミックランナー 牡5栗 57 菅原 明良�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 450＋ 4 〃 ハナ 10．9�
816 ピ ナ ク ル ズ 	9黒鹿57 丸田 恭介ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 508＋ 8 〃 アタマ 53．5�
510 サノノクヒオ 牡5栗 57 吉田 豊佐野 信幸氏 西田雄一郎 日高 木村牧場 508＋ 41：09．11� 57．8�
611 インウィクトス 牡5鹿 57 原 優介加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 460－14 〃 クビ 179．0�
23 マカオンブラン 牡5鹿 57 内田 博幸關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494－ 61：09．52� 45．4�
12 コングールテソーロ 牡6鹿 57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 486± 0 〃 ハナ 9．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 143，137，700円 複勝： 172，954，000円 枠連： 51，776，300円
馬連： 256，977，600円 馬単： 102，656，500円 ワイド： 240，716，600円
3連複： 446，962，000円 3連単： 521，857，100円 計： 1，937，037，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 220円 � 140円 枠 連（3－5） 2，360円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 940円 �� 340円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 19，430円

票 数

単勝票数 計1431377 的中 � 256413（2番人気）
複勝票数 計1729540 的中 � 232434（3番人気）� 165977（4番人気）� 407464（1番人気）
枠連票数 計 517763 的中 （3－5） 16957（11番人気）
馬連票数 計2569776 的中 �� 78629（10番人気）
馬単票数 計1026565 的中 �� 14994（19番人気）
ワイド票数 計2407166 的中 �� 60048（11番人気）�� 195985（2番人気）�� 123617（3番人気）
3連複票数 計4469620 的中 ��� 117146（6番人気）
3連単票数 計5218571 的中 ��� 19469（44番人気）

ハロンタイム 9．6―10．5―11．0―11．8―12．0―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．1―31．1―42．9―54．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア テ ィ ー ド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロックオブジブラルタル

2018．4．19生 牡4栗 母 ロックフォーティ 母母 フォーティエース 3戦1勝 賞金 19，864，000円
地方デビュー 2020．10．9 大井

※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。
（非抽選馬） 9頭 アイアムスゴスギル号・アスカロン号・エリモグリッター号・ジューンクエスト号・ショウゲッコウ号・

ショウナンアストラ号・タヤスゴールド号・ヒヤ号・メイショウミズモ号

５レース目



（4福島2）第4日 7月10日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

262，080，000円
1，730，000円
27，000，000円
2，260，000円
33，890，000円
76，853，000円
5，714，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
963，668，300円
1，335，136，700円
392，093，400円
1，959，783，900円
762，461，500円
1，631，588，300円
3，579，637，100円
3，989，571，600円
657，158，900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
5 重 勝
計 15，271，099，700円

総入場人員 13，257名 （有料入場人員 12，880名）
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