
19001 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1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 5，200，000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
1：07．5
1：07．5

良
良

55 ウ メ ム ス ビ 牡2黒鹿 54
51 ▲角田 大河細川 陽介氏 新谷 功一 日高 奥山牧場 438＋ 41：08．4 1．3�

22 フェルヴェンテ 牡2鹿 54 国分 優作ロイヤルパーク 加用 正 日高 日高大洋牧場 454－ 61：08．61� 15．8�
810 シャープソーン 牝2鹿 54 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 41：08．91� 9．3�
77 ヘイローグラン 牡2栗 54

50 ★今村 聖奈林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 428－ 61：09．0� 35．7�
66 レヴィアタン 牡2鹿 54 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 浦河 荻伏三好フ

アーム 470－ 6 〃 アタマ 98．7�
11 クリノヒーロー 牡2栗 54

52 △松本 大輝栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 460－ 81：09．1クビ 40．0�
44 クリノグローリー 牡2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 454－ 21：09．21 24．8	
89 サイレントストーム 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ
キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 426＋ 21：09．41� 6．3�
78 ヒロピアーナ 牡2鹿 54 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 三村 卓也 484－101：09．71� 143．1�
33 ブ ラ ー ヴ 牡2鹿 54 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 472－ 21：10．65 36．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，463，000円 複勝： 161，223，800円 枠連： 9，224，200円
馬連： 46，382，500円 馬単： 33，316，600円 ワイド： 44，711，600円
3連複： 73，253，500円 3連単： 139，649，800円 計： 553，225，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 200円 � 150円 枠 連（2－5） 850円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 810円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 454630 的中 � 276055（1番人気）
複勝票数 計1612238 的中 � 1311100（1番人気）� 42494（4番人気）� 67082（3番人気）
枠連票数 計 92242 的中 （2－5） 8342（2番人気）
馬連票数 計 463825 的中 �� 46633（3番人気）
馬単票数 計 333166 的中 �� 25503（3番人気）
ワイド票数 計 447116 的中 �� 40953（3番人気）�� 53921（2番人気）�� 11970（9番人気）
3連複票数 計 732535 的中 ��� 54943（4番人気）
3連単票数 計1396498 的中 ��� 27762（10番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．8―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．7―32．5―44．1―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ メ ム ス ビ �
�
父 ファインニードル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．6．12 中京2着

2020．4．21生 牡2黒鹿 母 ヴィオレッタ 母母 プリンセスカメリア 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19002 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第2競走 1，000�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 5，200，000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
56．8
56．8

重
重

67 イ プ ノ ー ズ 牝3青鹿 54
50 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442± 0 58．8 2．2�
68 クリノオスカル 牝3栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 418－ 4 59．54 82．2�
811 ミ ル ニ ュ イ 牝3芦 54 松山 弘平小林 昌子氏 茶木 太樹 新冠 村上 欽哉 512－10 59．82 13．8�
22 ミスティファイ 牝3黒鹿54 岩田 望来 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 10．0�
33 ロックユアハート 牝3鹿 54 坂井 瑠星青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 452－101：00．33 2．9	
44 カラフルワウ 牝3栗 54

51 ▲角田 大河吉田 千津氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 クビ 75．1

56 マルノアンナ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 412－ 61：00．61� 172．2�
11 テイエムラトーヌ 牝3芦 54

50 ★永島まなみ竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 430＋ 2 〃 クビ 9．6�
79 メイショウジェゼロ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁松本 好氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 454＋101：00．91� 236．2�
55 キ ル ス テ ン 牝3黒鹿54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 454－ 81：01．21� 18．7�
710 ア ジ ュ ー ル 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B424－241：02．05 12．0�

812 モズクイーン 牝3鹿 54 高倉 稜 �キャピタル・システム 田中 克典 日高 株式会社
目黒牧場 448 ―1：02．21� 119．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，107，400円 複勝： 41，502，900円 枠連： 7，295，200円
馬連： 49，950，000円 馬単： 29，555，800円 ワイド： 46，191，100円
3連複： 80，589，500円 3連単： 114，187，000円 計： 403，378，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 1，030円 � 330円 枠 連（6－6） 4，780円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 580円 �� 7，500円

3 連 複 ��� 14，640円 3 連 単 ��� 63，000円

票 数

単勝票数 計 341074 的中 � 123946（1番人気）
複勝票数 計 415029 的中 � 134882（1番人気）� 6875（9番人気）� 26029（5番人気）
枠連票数 計 72952 的中 （6－6） 1181（13番人気）
馬連票数 計 499500 的中 �� 6687（14番人気）
馬単票数 計 295558 的中 �� 3198（22番人気）
ワイド票数 計 461911 的中 �� 6540（15番人気）�� 21808（6番人気）�� 1503（38番人気）
3連複票数 計 805895 的中 ��� 4128（32番人気）
3連単票数 計1141870 的中 ��� 1314（154番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．3―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F36．0
3 ・（7，8）（10，11）－4（1，5）（2，3）－9－6－12 4 ・（7，8）－11－（1，4）（2，10）－5（9，3）6＝12

勝馬の
紹 介

イ プ ノ ー ズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．10．30 阪神3着

2019．3．1生 牝3青鹿 母 ジャルダンスクレ 母母 Go Classic 7戦1勝 賞金 11，170，000円

第３回 小倉競馬 第１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



19003 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：06．0
1：06．0

良
良

59 � エンジェルシリカ 牝3鹿 54 坂井 瑠星前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E
Stockwell 454＋141：07．6 7．5�

612 マ メ コ 牝3鹿 54 富田 暁中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 446－ 21：08．02 2．8�
817 プリモカリーナ 牝3鹿 54 北村 友一ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 ハナ 11．7�
48 ショウナンナージャ 牝3青鹿54 国分 恭介国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 442－ 21：08．21� 31．8�
715 アンブロジアーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 406－ 61：08．41� 6．1�

47 サンマルヴァレー 牝3鹿 54 藤懸 貴志相馬 勇氏 千田 輝彦 新ひだか 飛野牧場 462＋ 4 〃 ハナ 78．4	
611 デュードメール 牝3鹿 54 松山 弘平 
シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456± 01：08．51 17．2�
818 テーオーモンブラン 牝3青 54

50 ★今村 聖奈小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 444＋18 〃 ハナ 21．4�
23 イ ダ マ ン テ 牡3鹿 56 岩田 望来 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 新ひだか 真歌田中牧場 448－ 81：08．6� 26．0
714 ジューンキララ 牝3鹿 54 横山 典弘吉川 潤氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 426＋101：08．7� 170．8�
35 ストームサージ 	3青鹿56 幸 英明ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：08．8クビ 29．5�
24 テイエムケントオー 牡3鹿 56 団野 大成竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 北海道静内農業高等学校 444－ 61：09．01� 64．0�
713 マサハヤブッカーズ 牡3栗 56

54 △松本 大輝中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446＋ 8 〃 クビ 161．9�
12 � ホウショウルイーズ 牝3栗 54 松若 風馬芳賀美知子氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 490＋ 61：09．1� 6．5�
816 ブエナディオサ 牝3鹿 54 竹之下智昭エースレーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－181：09．2� 281．2�
11 ア ク ア ヒ ナ 牝3黒鹿54 和田 竜二フィールドレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 496＋ 81：09．51� 12．0�
36 ハクサンゴールド 牡3栗 56

52 ★永島まなみ河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 472－161：10．03 79．2�
510 リサディーン 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁 
社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 420 ―1：11．8大差 43．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，183，000円 複勝： 57，637，700円 枠連： 14，015，300円
馬連： 62，777，700円 馬単： 24，186，100円 ワイド： 60，146，000円
3連複： 99，665，400円 3連単： 90，626，300円 計： 449，237，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 140円 � 240円 枠 連（5－6） 1，070円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，440円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 24，070円

票 数

単勝票数 計 401830 的中 � 42315（4番人気）
複勝票数 計 576377 的中 � 49918（5番人気）� 131960（1番人気）� 55045（4番人気）
枠連票数 計 140153 的中 （5－6） 10083（4番人気）
馬連票数 計 627777 的中 �� 32842（3番人気）
馬単票数 計 241861 的中 �� 5957（7番人気）
ワイド票数 計 601460 的中 �� 24873（4番人気）�� 10242（17番人気）�� 25523（3番人気）
3連複票数 計 996654 的中 ��� 16675（9番人気）
3連単票数 計 906263 的中 ��� 2729（49番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―10．5―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．3―43．7―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．3
3 ・（2，9）（12，17）－（3，7）13，14（8，16）（1，15）（4，11，18）－5＝6＝10 4 ・（2，9）（12，17）3（7，8）13（14，16）（1，15）（4，18）－（5，11）＝6＝10

勝馬の
紹 介

�エンジェルシリカ �
�
父 Dark Angel �

�
母父 War Front デビュー 2021．11．7 福島2着

2019．2．12生 牝3鹿 母 Brave Anna 母母 Liscanna 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走状況〕 マメコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リサディーン号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォーターパンドラ号・カワキタオルゴ号

19004 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：56．9
1：56．1

良
良

58 アスクビギンアゲン 牡3鹿 56 幸 英明廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社
ASK STUD 534－181：59．1 10．4�

814 カ イ ザ ー 牡3青鹿56 西村 淳也近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 474－ 41：59．41� 4．8�
611 ミナモトフェイス 牝3黒鹿54 福永 祐一 STレーシング 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 41：59．93 5．2�
713 テーオーコンドル �3青鹿 56

53 ▲角田 大河小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 454－ 62：00．0� 50．0�
34 バクシンフォワード 牡3鹿 56 団野 大成杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 454－102：00．1� 135．7�
22 セピアーチェ 牝3栃栗54 横山 典弘�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 4 〃 クビ 52．0	
11 アスクオーマイキー 牡3鹿 56 松若 風馬廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 486－ 6 〃 ハナ 182．0

46 シエロフェイス 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 42：00．31� 6．2�
712 サトノソラーレ 牡3鹿 56 北村 友一 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434－ 82：00．4クビ 21．3�
23 ヤマニンリリアーナ 牝3青鹿54 高倉 稜土井 肇氏 田中 克典 浦河 廣田 光夫 486＋ 8 〃 ハナ 283．8
35 ウォーターレクラ 牝3鹿 54 和田 竜二山岡 正人氏 岡田 稲男 新ひだか 築紫 洋 416－ 42：00．82� 2．8�
815 ヒシハイドラ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ阿部 雅英氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 442＋ 42：01．43� 73．2�
47 クリノレイチェル 牝3青鹿 54

52 △小沢 大仁栗本 博晴氏 牧田 和弥 日高 若林 順一 460－ 42：01．82� 513．7�
610 ライダーストーム 牡3青鹿56 国分 恭介水谷 美穂氏 茶木 太樹 日高 豊洋牧場 466－122：02．54 286．5�
59 ブリーザフレスカ 牝3鹿 54 松山 弘平名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 492＋182：02．71 8．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，910，400円 複勝： 55，759，900円 枠連： 10，815，800円
馬連： 55，302，500円 馬単： 24，654，600円 ワイド： 52，086，400円
3連複： 80，235，500円 3連単： 92，375，600円 計： 412，140，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 250円 � 180円 � 190円 枠 連（5－8） 1，190円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 850円 �� 950円 �� 600円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 42，360円

票 数

単勝票数 計 409104 的中 � 31237（6番人気）
複勝票数 計 557599 的中 � 51755（6番人気）� 86385（2番人気）� 77025（3番人気）
枠連票数 計 108158 的中 （5－8） 6998（6番人気）
馬連票数 計 553025 的中 �� 14793（15番人気）
馬単票数 計 246546 的中 �� 2756（28番人気）
ワイド票数 計 520864 的中 �� 15487（12番人気）�� 13789（15番人気）�� 22966（6番人気）
3連複票数 計 802355 的中 ��� 11034（20番人気）
3連単票数 計 923756 的中 ��� 1581（152番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．7―12．5―12．6―11．8―12．0―12．2―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―34．4―46．9―59．5―1：11．3―1：23．3―1：35．5―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスクビギンアゲン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．1．30 中京9着

2019．3．3生 牡3鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 6戦1勝 賞金 8，080，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヒシハイドラ号・ライダーストーム号は，「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。



19005 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

九州産馬；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

23 サツマノオンナ 牝2黒鹿54 松山 弘平伊東 政清氏 新谷 功一 鹿児島 新保 孝一 440 ―1：09．3 4．8�
35 カシノサヴィ 牝2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 福田 米造 416 ―1：10．36 13．4�
612 テイエムユメキュウ 牝2鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 450 ― 〃 クビ 16．8�
817 ベルボールドナイン 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 460 ―1：10．51� 5．3�
24 テイエムハヤカケン 牡2黒鹿54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 496 ―1：10．6� 9．3�
714 ゴーツウキリシマ 牝2鹿 54 藤岡 康太西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 456 ―1：10．7クビ 27．6�
48 テイエムイッキュウ �2鹿 54

51 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 414 ―1：11．02 55．4	
59 キ ス ウ マ イ 牡2青鹿54 藤懸 貴志山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 468 ―1：11．31� 13．3

611 カシノジャッカル 牡2青 54

53 ☆亀田 温心柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 徳重 正幸 398 ― 〃 クビ 140．7�
36 ユ ク サ キ タ 牝2黒鹿54 国分 優作新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保 孝一 436 ―1：11．4� 90．5�
713 テイエムジンキュウ 牡2鹿 54

51 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 482 ―1：12．03� 127．0
47 カシノクック 牝2黒鹿54 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 新保 孝一 416 ―1：12．53 101．7�
510 キリシマラッキー 牡2栗 54 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 448 ―1：12．6� 134．3�
11 カシノスターリング 牡2栗 54

51 ▲角田 大河柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 470 ―1：12．91� 55．5�
816 エイヨーチャクラ 牝2青鹿54 小牧 太柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 432 ―1：13．0� 22．7�
818 カシノロマネ 牝2鹿 54 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 鹿児島 上村 利幸 374 ― 〃 アタマ 207．1�
715 コウユーオモイノセ 牡2芦 54 団野 大成加治屋貞光氏 斉藤 崇史 宮崎 田上 勝雄 470 ― 〃 クビ 3．1�

（17頭）
12 セロンテソーロ 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 41，759，500円 複勝： 37，566，200円 枠連： 13，966，200円
馬連： 49，180，500円 馬単： 22，113，200円 ワイド： 46，130，600円
3連複： 73，367，700円 3連単： 71，900，000円 計： 355，983，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 360円 � 350円 枠 連（2－3） 1，410円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，100円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 50，800円

票 数

単勝票数 差引計 417595（返還計 1280） 的中 � 71201（2番人気）
複勝票数 差引計 375662（返還計 1244） 的中 � 61452（2番人気）� 24514（7番人気）� 25374（6番人気）
枠連票数 差引計 139662（返還計 19） 的中 （2－3） 7662（4番人気）
馬連票数 差引計 491805（返還計 2423） 的中 �� 13971（10番人気）
馬単票数 差引計 221132（返還計 1087） 的中 �� 3884（14番人気）
ワイド票数 差引計 461306（返還計 2470） 的中 �� 12356（9番人気）�� 10874（12番人気）�� 5289（26番人気）
3連複票数 差引計 733677（返還計 6769） 的中 ��� 4257（39番人気）
3連単票数 差引計 719000（返還計 7555） 的中 ��� 1026（149番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．3―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 3，10，5，14（11，12）（6，17）（4，8，18）－（7，9）－（13，16）1，15 4 3（5，10，14）（11，12）（6，8，17）4，18（7，9）＝（1，13）－16，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サツマノオンナ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2020．5．5生 牝2黒鹿 母 スペシャルビビー 母母 レッツファイト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 セロンテソーロ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 オバケノキンタ号・カシノアルバ号

19006 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第6競走 ��1，000�2歳新馬
発走12時55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
57．7
57．7

重
重

67 マルモリキング 牡2黒鹿54 富田 暁山下 繁美氏 大橋 勇樹 浦河 村中牧場 518 ― 59．7 5．7�
33 ゴッドセンド 牡2鹿 54 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456 ― 〃 ハナ 3．5�
55 ヴァルダリス 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ �社台レースホース杉山 佳明 千歳 社台ファーム 422 ―1：00．87 3．5�
78 オバケノキンタ 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 442 ―1：02．07 41．2�
22 シミーシェイク 牝2鹿 54 藤岡 康太加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 396 ―1：02．1クビ 6．9	
11 カシノビルボード 牡2鹿 54

52 △松本 大輝柏木 務氏 天間 昭一 新冠 浜口牧場 456 ― 〃 ハナ 61．0

66 スエヒロイナズマ 牝2鹿 54 和田 竜二�みどり住宅 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 446 ―1：03．05 54．9�
79 ビルトインアデイ 牝2栗 54 幸 英明森中 啓子氏 谷 潔 むかわ 新井牧場 442 ― 〃 クビ 12．0�
810 スズカクリエイター 牡2芦 54 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 468 ―1：03．1クビ 15．4
811 カシノアルバ 牡2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈柏木 務氏 和田 雄二 熊本 ストームファーム
コーポレーション 436 ―1：03．63 51．1�

44 グレイシャスオーラ 牝2栗 54
52 △小沢 大仁岡田 牧雄氏 吉田 直弘 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：06．7大差 13．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，496，300円 複勝： 34，050，800円 枠連： 8，273，000円
馬連： 44，766，000円 馬単： 22，361，000円 ワイド： 37，733，400円
3連複： 61，352，400円 3連単： 79，272，200円 計： 328，305，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 120円 � 140円 枠 連（3－6） 1，350円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 480円 �� 430円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 11，910円

票 数

単勝票数 計 404963 的中 � 59202（3番人気）
複勝票数 計 340508 的中 � 43526（3番人気）� 90911（1番人気）� 57713（2番人気）
枠連票数 計 82730 的中 （3－6） 4726（6番人気）
馬連票数 計 447660 的中 �� 25920（5番人気）
馬単票数 計 223610 的中 �� 4683（15番人気）
ワイド票数 計 377334 的中 �� 19290（6番人気）�� 22095（3番人気）�� 33803（1番人気）
3連複票数 計 613524 的中 ��� 29658（2番人気）
3連単票数 計 792722 的中 ��� 4822（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．8―35．7―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルモリキング �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ファスリエフ 初出走

2020．2．22生 牡2黒鹿 母 ミヤジガンバレ 母母 ミヤジプロスパー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイシャスオーラ号は，「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。
※オバケノキンタ号・カシノアルバ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



19007 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1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 5，200，000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
1：40．9
1：40．9

重
重

713 ブライトホルン 牡3黒鹿 56
54 △松本 大輝�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－121：46．3 9．4�
24 インブレッドセンス 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 晴哉氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466± 01：46．62 9．8�
815 サ イ ラ ス 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 61：47．02� 7．2�
510 ホウオウブリッツ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈小笹 芳央氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：47．53 9．0�
12 テイエムシルバー 牡3芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 小島牧場 472＋ 21：47．6� 3．5�
47 シ ョ ウ グ ン 牡3黒鹿56 岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤スタッド 452－ 61：47．7� 4．7	
23 マルトドラゴン �3鹿 56

55 ☆亀田 温心大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 470＋ 81：47．91� 59．0

36 ルージュラピュセル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 424± 01：48．43 4．4�
611 ウィッシュムーン 牡3鹿 56 藤懸 貴志西村 專次氏 牧田 和弥 浦河 グラストレーニ

ングセンター 458＋ 21：48．82� 128．6�
816 ブレットアーチ 牡3栗 56 富田 暁吉田 勝己氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B460－ 81：49．11� 53．9
11 メイショウイタマエ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 金成吉田牧場 480－141：49．2� 131．9�
714 サダムパッション 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 502－101：49．83� 181．0�
48 オセアプレシャス 牡3栗 56

54 △小沢 大仁 IHR 石坂 公一 熊本 本田 土寿 494＋141：50．65 257．6�
35 アメノタヂカラオ 牡3青鹿56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本牧場 540 ―1：51．23� 133．5�
59 ブ タ ン タ ン 牡3芦 56 岡田 祥嗣二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 448－101：52．26 216．3�
612 カレンマンバ 牡3鹿 56 松山 弘平鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 448 ―2：00．3大差 133．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，412，200円 複勝： 63，427，500円 枠連： 11，092，600円
馬連： 62，611，300円 馬単： 26，554，600円 ワイド： 57，345，700円
3連複： 93，553，700円 3連単： 106，306，600円 計： 464，304，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 300円 � 260円 � 200円 枠 連（2－7） 3，220円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 8，670円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 820円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 39，890円

票 数

単勝票数 計 434122 的中 � 36571（6番人気）
複勝票数 計 634275 的中 � 50668（6番人気）� 62479（5番人気）� 90155（4番人気）
枠連票数 計 110926 的中 （2－7） 2669（18番人気）
馬連票数 計 626113 的中 �� 11331（19番人気）
馬単票数 計 265546 的中 �� 2295（38番人気）
ワイド票数 計 573457 的中 �� 9872（19番人気）�� 18195（11番人気）�� 15835（14番人気）
3連複票数 計 935537 的中 ��� 9880（28番人気）
3連単票数 計1063066 的中 ��� 1932（156番人気）

ハロンタイム 7．0―11．8―12．2―12．7―12．3―12．0―12．8―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．8―31．0―43．7―56．0―1：08．0―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．3
1
3
8（13，15）（6，2）7，4－3－（5，14）－11（1，10）9－（16，12）・（8，13，15）（7，4，2）（6，3）10－11，5，1，14，16－9＝12

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

勝馬の
紹 介

ブライトホルン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．7．4 小倉4着

2019．3．12生 牡3黒鹿 母 ウィッシュハピネス 母母 フロムスクラッチ 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 テイエムシルバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムシルバー号は，令和4年7月3日から令和4年8月1日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブタンタン号・カレンマンバ号は，「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 タイセイフェイバー号・ノブフェーヴル号・ロックバウンド号

19008 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：43．8
1：43．8

良
良

77 アメリカンスター 牝3鹿 52 秋山真一郎ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋161：45．5 10．9�

66 サンクフィーユ 牝3鹿 52 川田 将雅 �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 440－221：45．81� 1．9�
22 シゲルイワイザケ 牝3青鹿52 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 474－ 21：46．01 5．1�
11 ダイシンビヨンド 牝3鹿 52 松若 風馬大八木信行氏 梅田 智之 日高 中原牧場 448－ 8 〃 アタマ 4．4�
55 ルヴァンノワール 牝4鹿 55

51 ★今村 聖奈 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 436＋ 21：46．1� 34．2�
810 ジ ャ マ ン 牝3黒鹿 52

49 ★永島まなみ奥田 貴敏氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 454－ 81：46．95 7．9	
78 マンクスホップ 牝3栗 52

50 △松本 大輝 
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 428＋ 21：47．11� 44．4�

44 ブ リ ン ク 牝4黒鹿55 北村 友一吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B456－ 81：47．2� 40．7�
89 ワイドアウェイク 牝4栗 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 488－ 21：47．3� 93．5
33 セレッソフレイム 牝4栗 55

52 ▲角田 大河三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 438－101：49．1大差 254．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 61，991，400円 複勝： 74，858，100円 枠連： 9，571，900円
馬連： 64，455，000円 馬単： 37，317，400円 ワイド： 56，822，000円
3連複： 89，682，100円 3連単： 155，971，800円 計： 550，669，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 430円 �� 440円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 14，590円

票 数

単勝票数 計 619914 的中 � 45424（5番人気）
複勝票数 計 748581 的中 � 76020（4番人気）� 295713（1番人気）� 104540（3番人気）
枠連票数 計 95719 的中 （6－7） 7291（5番人気）
馬連票数 計 644550 的中 �� 34997（5番人気）
馬単票数 計 373174 的中 �� 6850（18番人気）
ワイド票数 計 568220 的中 �� 32111（5番人気）�� 31102（6番人気）�� 60460（2番人気）
3連複票数 計 896821 的中 ��� 42420（5番人気）
3連単票数 計1559718 的中 ��� 7748（54番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―11．5―11．6―11．7―11．9―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．2―46．7―58．3―1：10．0―1：21．9―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アメリカンスター �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．10．24 阪神2着

2019．4．23生 牝3鹿 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 5戦2勝 賞金 17，000，000円



19009 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第9競走 ��1，200�
あ き よ し だ い

秋 吉 台 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

812 シゲルカチョウ 牝4鹿 55 川田 将雅森中 蕃氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 496－ 21：07．0 3．5�
710 ニシノデフィレ 牡3鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B500－ 8 〃 クビ 3．7�
68 � テンジュイン 牝5鹿 55 和田 竜二中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 452－ 61：07．1� 18．2�
56 キタサンユーダイ 牡3鹿 54 岩田 望来�大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490＋ 81：07．2クビ 7．1�
22 シュライエン 牝4黒鹿55 西村 淳也�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 6 〃 ハナ 3．8	
33 ドリームアゲイン 牝4鹿 55 福永 祐一前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 41：07．41� 18．6

811� ダノンカオス 	5栗 57 団野 大成�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 486－10 〃 ハナ 37．8�
79 ソルトキャピタル 牡5鹿 57 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 524＋ 4 〃 クビ 74．5�
55 ナリタローゼ 牝4青鹿55 長岡 禎仁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B480± 01：07．5� 8．0
44 マイネルホイッスル 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �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 484± 01：07．71� 65．7�
11 ノーセキュリティ 牡5鹿 57 北村 友一竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 470－221：08．12� 65．8�
67 メイショウオニテ 牡6青鹿57 小沢 大仁松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 460＋ 6 〃 ハナ 214．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，283，600円 複勝： 64，617，100円 枠連： 14，450，800円
馬連： 89，537，900円 馬単： 38，628，700円 ワイド： 71，121，000円
3連複： 132，019，200円 3連単： 175，496，400円 計： 639，154，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 150円 � 280円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 870円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 532836 的中 � 119503（1番人気）
複勝票数 計 646171 的中 � 114125（2番人気）� 132085（1番人気）� 45765（6番人気）
枠連票数 計 144508 的中 （7－8） 22368（1番人気）
馬連票数 計 895379 的中 �� 113932（1番人気）
馬単票数 計 386287 的中 �� 24551（2番人気）
ワイド票数 計 711210 的中 �� 71426（1番人気）�� 19475（12番人気）�� 22071（10番人気）
3連複票数 計1320192 的中 ��� 36505（9番人気）
3連単票数 計1754964 的中 ��� 15454（15番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．7―11．3―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．7―44．0―55．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．3
3 ・（5，12）（2，6，10）（3，8）7（4，11）1，9 4 ・（5，12，10）（2，6，8）11（3，7）（1，4，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルカチョウ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．10 京都9着

2018．3．25生 牝4鹿 母 ジーニマジック 母母 ベッラベリッシモ 7戦2勝 賞金 23，508，000円

19010 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第10競走 ��
��2，600�

ひ こ し ま

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

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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

11 シルキーヴォイス 牡4栗 57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 B484－ 22：36．4レコード 2．2�

33 ハギノエスペラント 牡5青鹿57 福永 祐一日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 488－ 62：36．5� 13．2�
22 サンデージャック 牡4青鹿57 松山 弘平エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 472－102：36．71	 7．2�
55 メイショウラツワン 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 482－ 22：36．91	 14．0�
89 ダノングレーター 
6黒鹿57 富田 暁�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B458－142：37．0クビ 38．7�
44 � ハーツオブシャカ 牡4鹿 57 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 辻 牧場 472＋ 42：37．21	 4．5	
78 サ ル マ ン 牡4芦 57 藤岡 康太吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 500－ 22：37．3� 5．5

66 ナオミラフィネ 牝5栗 55 坂井 瑠星塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468＋ 22：37．72 17．0�
810 トーセンスカイ 牡6黒鹿57 岩田 望来島川 �哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－182：39．7大差 76．4
77 エレヴァルアスール 牡6黒鹿57 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B500－ 62：40．12 30．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，909，400円 複勝： 57，323，400円 枠連： 14，387，400円
馬連： 91，736，900円 馬単： 45，433，500円 ワイド： 68，951，500円
3連複： 134，862，200円 3連単： 207，429，300円 計： 677，033，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 310円 � 180円 枠 連（1－3） 1，570円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 710円 �� 320円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 10，150円

票 数

単勝票数 計 569094 的中 � 199523（1番人気）
複勝票数 計 573234 的中 � 132791（1番人気）� 36370（7番人気）� 84770（4番人気）
枠連票数 計 143874 的中 （1－3） 7060（6番人気）
馬連票数 計 917369 的中 �� 38497（7番人気）
馬単票数 計 454335 的中 �� 14760（7番人気）
ワイド票数 計 689515 的中 �� 23836（9番人気）�� 60748（3番人気）�� 14722（17番人気）
3連複票数 計1348622 的中 ��� 32343（10番人気）
3連単票数 計2074293 的中 ��� 14806（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―11．9―12．2―12．5―12．6―11．8―11．4―11．4―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．1―36．1―48．0―1：00．2―1：12．7―1：25．3―1：37．1―1：48．5―1：59．9―2：12．0―2：23．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シルキーヴォイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．12．6 阪神4着

2018．4．12生 牡4栗 母 スイートサルサ 母母 スイートハビタット 11戦3勝 賞金 38，058，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19011 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1日 第11競走 ��
��1，700�九州スポーツ杯

発走15時35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

東京スポーツ新聞社賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

612� ヴァンヤール 牡4栗 57 荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 526＋ 41：45．7 11．4�

36 ラ ボ エ ー ム 牝5黒鹿55 国分 優作ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 456＋16 〃 クビ 8．5�
59 ミステリオーソ 牡5黒鹿57 藤岡 康太 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 490＋ 4 〃 ハナ 5．8�
23 サンライズシェリー 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 41：45．8	 9．6�
24 ダ ッ チ マ ン 
5青鹿57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464± 01：45．9� 68．9	
47 ル リ ア ン 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 504－141：46．0クビ 40．3

48 メガゴールド 牡4芦 57 西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B516－ 21：46．32 13．8�
35 メイショウヨカゼ 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 514± 0 〃 アタマ 22．7�
11 リリーミニスター 
5芦 57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 472＋ 21：46．4� 5．9
510 ペ ガ サ ス 牡6青鹿57 福永 祐一中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 450－121：46．61� 17．0�
12 テーオーラフィット 牝4黒鹿55 岩田 望来小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 498＋161：46．7� 6．3�
713 タイセイアゲイン 牡4黒鹿57 和田 竜二田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 464± 01：46．8	 25．2�
611 ヴ ィ ゴ ー レ 牡4芦 57 横山 典弘�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ B468－ 41：47．33 22．6�
714 ギブミーラブ 牝4鹿 55 秋山真一郎 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 476－ 41：47．72� 61．3�
816 ウォーターパルフェ 牡7鹿 57 角田 大河山岡 正人氏 石橋 守 浦河 笹地牧場 488－101：48．23 250．8�
815 トーセンアラン 牡4鹿 57 団野 大成島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526± 01：49．05 7．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，344，200円 複勝： 148，708，200円 枠連： 65，034，000円
馬連： 272，759，000円 馬単： 92，327，700円 ワイド： 209，283，300円
3連複： 504，642，800円 3連単： 492，307，800円 計： 1，884，407，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 330円 � 250円 � 210円 枠 連（3－6） 1，870円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，030円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 36，180円

票 数

単勝票数 計 993442 的中 � 69525（7番人気）
複勝票数 計1487082 的中 � 105813（8番人気）� 155862（3番人気）� 202883（1番人気）
枠連票数 計 650340 的中 （3－6） 26844（8番人気）
馬連票数 計2727590 的中 �� 68488（8番人気）
馬単票数 計 923277 的中 �� 10037（24番人気）
ワイド票数 計2092833 的中 �� 42554（12番人気）�� 51930（7番人気）�� 72818（1番人気）
3連複票数 計5046428 的中 ��� 67460（6番人気）
3連単票数 計4923078 的中 ��� 9863（61番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．3―12．9―12．4―12．0―12．3―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．6―43．5―55．9―1：07．9―1：20．2―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴァンヤール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ブライアンズタイム

2018．3．26生 牡4栗 母 ブライトエルフ 母母 スウィートエルフ 9戦3勝 賞金 45，556，000円
初出走 JRA

※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 ソルトイブキ号

19012 7月2日 晴 良 （4小倉3） 第1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 7，700，000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
56．8
56．8

重
重

814 ゴッドクインビー 牝3鹿 52
49 ▲角田 大河中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 440＋ 4 58．4 3．7�

610 サエールフェイス 牝3芦 52 団野 大成 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 468－ 4 58．5� 35．1�
712�� アイファーリンクス 牝4栗 55 藤岡 康太中島 稔氏 	島 一歩 米 David G.

Campbell B480－ 6 58．71
 16．0�
45 � ムーンオブバローダ 牡6栗 57 横山 典弘 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 488－18 59．12� 11．0�
58 ナインティゴット 牡3鹿 54 富田 暁後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 502＋ 6 〃 クビ 2．9�
11 ケイティレインボー 牡3青鹿54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 472－ 2 59．31 5．2	
69 ルールシェーバー 牡5鹿 57

56 ☆亀田 温心儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B482＋20 59．4� 77．6

22 セイウンノウヒメ 牝4青 55 幸 英明西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 	川 啓一 466± 0 〃 アタマ 10．2�
711 サイモンカーチス 牡3鹿 54

50 ★永島まなみ澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468－12 〃 クビ 34．9�
813 コパノキャッチング 牡4黒鹿 57

55 △松本 大輝小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 458－ 2 59．71� 57．4
33 カネトシバレンシア 牝4栗 55

53 △小沢 大仁兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 452＋20 〃 クビ 17．5�
34 � ベッサラビア �5鹿 57 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452－12 59．8アタマ 59．9�
57 デ リ カ テ ス 牡3鹿 54

50 ★今村 聖奈宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 446＋ 61：00．01� 26．7�
46 � タ ン バ オ ー �4鹿 57 藤懸 貴志荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 482－ 6 〃 クビ 219．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，631，300円 複勝： 80，932，000円 枠連： 23，172，500円
馬連： 124，053，000円 馬単： 48，892，200円 ワイド： 105，852，800円
3連複： 193，558，900円 3連単： 212，533，300円 計： 859，626，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 770円 � 420円 枠 連（6－8） 3，210円

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 10，180円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，110円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 18，190円 3 連 単 ��� 100，250円

票 数

単勝票数 計 706313 的中 � 149909（2番人気）
複勝票数 計 809320 的中 � 136841（2番人気）� 23035（10番人気）� 46161（7番人気）
枠連票数 計 231725 的中 （6－8） 5592（15番人気）
馬連票数 計1240530 的中 �� 15791（24番人気）
馬単票数 計 488922 的中 �� 3599（37番人気）
ワイド票数 計1058528 的中 �� 15643（20番人気）�� 25219（10番人気）�� 6364（48番人気）
3連複票数 計1935589 的中 ��� 7977（60番人気）
3連単票数 計2125333 的中 ��� 1537（329番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―34．3―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．8
3 14（2，3，10）4－（8，11）（1，5，12）9－7－6－13 4 ・（14，10）（2，3）4（8，12）（1，11）5，9－7，6－13

勝馬の
紹 介

ゴッドクインビー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．11．7 阪神5着

2019．5．30生 牝3鹿 母 パ ロ ー マ 母母 ソルティビッド 5戦2勝 賞金 13，600，000円
〔発走状況〕 ナインティゴット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

タンバオー号は，発走地点で馬装整備。発走時刻7分遅延。
〔制裁〕 ナインティゴット号の騎手富田暁は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナインティゴット号は，令和4年7月3日から令和4年8月1日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



（4小倉3）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 161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
8，210，000円
27，390，000円
1，220，000円
23，920，000円
70，415，000円
4，427，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
628，491，700円
877，607，600円
201，298，900円
1，013，512，300円
445，341，400円
856，375，400円
1，616，782，900円
1，938，056，100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 7，577，466，300円

総入場人員 5，705名 （有料入場人員 5，186名）
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