
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
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

19073 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第1競走 ��2，860�障害3歳以上未勝利
発走10時00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� コースレコード3：06．6良

11 シャイニーズラン 牡5鹿 60 植野 貴也田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 458± 03：09．4 23．7�
78 グレートバローズ 牡5鹿 60 高田 潤猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 470－123：09．93 9．6�
67 メイショウアツイタ 牡4黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル B486± 03：10．11� 5．4�
79 メイショウベンガル 牡5芦 60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 470＋ 23：10．31� 1．9�
66 スリーケイエヌ 牡4栗 60 北沢 伸也永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 480＋ 43：11．36 94．1�
33 � アスタースウィング 牡8栗 60 白浜 雄造加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 520－ 43：11．4� 21．8	
810 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 466＋ 43：11．5
 6．0

55 ワンダーサーイター 牡5青鹿60 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 464＋ 63：11．92� 177．4�
22 メイショウメイユウ 牡5鹿 60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 424－ 63：12．22 10．7�
44 シゲルキンセイ 牡5鹿 60

57 ▲小牧加矢太森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 486－ 43：13．26 10．5
811 ハイスペックマン 牡3鹿 58 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 450－ 23：21．2大差 211．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，786，100円 複勝： 26，502，500円 枠連： 6，775，600円
馬連： 30，208，800円 馬単： 17，034，300円 ワイド： 25，356，100円
3連複： 57，002，500円 3連単： 72，724，500円 計： 253，390，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 640円 � 400円 � 220円 枠 連（1－7） 2，170円

馬 連 �� 7，260円 馬 単 �� 21，980円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 1，550円 �� 850円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 96，560円

票 数

単勝票数 計 177861 的中 � 5982（8番人気）
複勝票数 計 265025 的中 � 9468（8番人気）� 16363（6番人気）� 37609（2番人気）
枠連票数 計 67756 的中 （1－7） 2419（8番人気）
馬連票数 計 302088 的中 �� 3221（22番人気）
馬単票数 計 170343 的中 �� 581（54番人気）
ワイド票数 計 253561 的中 �� 2617（25番人気）�� 4187（20番人気）�� 7925（9番人気）
3連複票数 計 570025 的中 ��� 3619（39番人気）
3連単票数 計 727245 的中 ��� 546（262番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 51．3－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーズラン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．11．17 京都1着

2017．4．11生 牡5鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19074 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10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
1：46．9
1：44．5

良
良

89 アイスグリーン 牡2青鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋121：48．1 2．6�
44 サトノクローク 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 浦河 辻 牧場 470－ 41：48．31� 3．9�
33 メイクザビート 牡2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 496＋ 61：48．4� 3．9�
11 ロジウムエポック 牡2鹿 54 北村 友一平沼 宣秀氏 四位 洋文 新冠 秋田牧場 472－ 41：48．5� 60．2�
55 カルンウェナン 牡2黒鹿54 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 浦河 オカモトファーム 494－ 81：48．81� 7．0	
22 ミヤジシャルマン 牡2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 466± 01：48．9� 22．1

77 ヤマカツラナウェイ 牡2栗 54

52 △小沢 大仁山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 474＋ 41：50．17 101．7�
66 ヒロピアーナ 牡2鹿 54 坂井 瑠星石川 博氏 川村 禎彦 新冠 三村 卓也 498＋141：50．63 84．6�
88 ア ル ル カ ン 牡2鹿 54 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：51．87 13．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 44，234，800円 複勝： 43，425，100円 枠連： 6，737，400円
馬連： 48，762，200円 馬単： 24，034，100円 ワイド： 38，581，200円
3連複： 66，198，700円 3連単： 96，270，500円 計： 368，244，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（4－8） 530円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 240円 �� 220円 �� 210円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 442348 的中 � 138639（1番人気）
複勝票数 計 434251 的中 � 96520（1番人気）� 93216（2番人気）� 85951（3番人気）
枠連票数 計 67374 的中 （4－8） 9720（2番人気）
馬連票数 計 487622 的中 �� 55765（3番人気）
馬単票数 計 240341 的中 �� 15671（4番人気）
ワイド票数 計 385812 的中 �� 38908（3番人気）�� 45751（2番人気）�� 46880（1番人気）
3連複票数 計 661987 的中 ��� 117104（1番人気）
3連単票数 計 962705 的中 ��� 28720（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．3―12．3―12．4―11．9―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．9―48．2―1：00．5―1：12．9―1：24．8―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイスグリーン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．6．18 阪神5着

2020．3．17生 牡2青鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 2戦1勝 賞金 5，900，000円

追 加 記 事（第 3回小倉競馬第 6日第 2競走）
〔その他〕　　ブレイヴサムソン号は，競走中に疾病〔右第３中手骨罅裂骨折〕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。

第３回 小倉競馬 第７日



19075 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，040，000
1，040，000

円
円 520，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

57 グッドウッドガイ 牡3栗 56 中井 裕二栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 502－ 4 59．6 10．1�
610 フィオリーカズマ �3鹿 56

54 △松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 59．7クビ 7．1�
33 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 526＋14 59．91� 13．5�
813 ジュエリークラフト 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 B488＋ 2 〃 同着 8．8�
46 アスターモノゴン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 456± 0 〃 ハナ 49．5�
58 コパノリンダ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈小林 祥晃氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 442± 01：00．0� 5．5�
69 ラブリアージェ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか サンコウ牧場 452－ 61：00．31� 15．0


11 チ ベ リ ウ ス 牡3鹿 56 坂井 瑠星桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 前谷 武志 518± 01：00．4� 8．9�
45 スーサンユッセ 牝3鹿 54 小牧 太林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 460－ 61：00．61 182．5
814 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 432－ 81：00．7� 6．3�
34 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 416－ 21：00．8� 6．3�
712 プロティオスミノル 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446＋121：01．01� 9．6�
711 メイショウレイメイ 牡3青鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 池添 学 浦河 太陽牧場 494± 01：02．06 75．4�
22 サ ン ド マ ン �3栗 56 城戸 義政�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 B536 ―1：04．3大差 116．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，142，900円 複勝： 51，642，900円 枠連： 11，680，600円
馬連： 59，200，700円 馬単： 22，678，700円 ワイド： 55，904，400円
3連複： 95，482，000円 3連単： 85，815，600円 計： 420，547，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 190円 � 180円 �
�

290円
250円 枠 連（5－6） 1，000円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 550円 ��
��

810円
800円

��
��

850円
490円

3 連 複 ���
���

4，070円
3，470円 3 連 単 ���

���
22，700円
20，330円

票 数

単勝票数 計 381429 的中 � 29987（8番人気）
複勝票数 計 516429 的中 �

�
55410
38258

（5番人気）
（7番人気）

� 61163（4番人気）� 31370（9番人気）

枠連票数 計 116806 的中 （5－6） 9034（6番人気）
馬連票数 計 592007 的中 �� 17223（9番人気）
馬単票数 計 226787 的中 �� 3230（15番人気）
ワイド票数 計 559044 的中 ��

��
16043
9807
（8番人気）
（25番人気）

��
��

10319
18261

（22番人気）
（4番人気）

�� 10513（20番人気）

3連複票数 計 954820 的中 ��� 8773（29番人気）��� 10309（16番人気）
3連単票数 計 858156 的中 ��� 1370（143番人気） ��� 1530（102番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．8―12．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．9―47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドウッドガイ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．12．18 阪神6着

2019．5．28生 牡3栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 7戦1勝 賞金 7，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月23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） 1頭 アジアンライナー号
（非抽選馬） 1頭 ブエナディオサ号

19076 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第4競走 ��2，860�障害3歳以上オープン
発走11時35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� コースレコード3：06．6良

22 クライムメジャー 牡8栗 60 植野 貴也 �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± 03：07．2 9．7�
55 メイショウウチデ 牡6鹿 62 小坂 忠士松本 和子氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 472＋ 63：07．41� 6．8�
44 ネビーイーム 牡4黒鹿60 白浜 雄造前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 524－ 63：07．82 20．0�
33 テイエムタツマキ 牡4青鹿60 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 498－ 23：08．43� 3．5�
77 ダイメイコスモス 牡6栗 60 北沢 伸也宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B490－ 43：08．61� 17．8�
11 ニホンピロヘイロー 牝7鹿 58 中村 将之小林 英一氏 服部 利之 平取 稲原牧場 472－ 23：08．92 2．7	
66 フリーフリッカー 牡8鹿 62 森 一馬
ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 23：09．11� 4．0�
（7頭）

売 得 金
単勝： 21，649，900円 複勝： 16，324，600円 枠連： 発売なし
馬連： 31，181，300円 馬単： 15，358，300円 ワイド： 20，309，200円
3連複： 41，551，600円 3連単： 78，664，600円 計： 225，039，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 410円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，860円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 11，550円 3 連 単 ��� 54，470円

票 数

単勝票数 計 216499 的中 � 17750（5番人気）
複勝票数 計 163246 的中 � 15546（5番人気）� 18894（4番人気）
馬連票数 計 311813 的中 �� 6512（16番人気）
馬単票数 計 153583 的中 �� 1596（32番人気）
ワイド票数 計 203092 的中 �� 4719（16番人気）�� 2774（21番人気）�� 3554（20番人気）
3連複票数 計 415516 的中 ��� 2696（34番人気）
3連単票数 計 786646 的中 ��� 1047（187番人気）
上り 1マイル 1：42．3 4F 49．6－3F 37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 	→�→�→�」
�
�
1（5，2）＝4（7，3，6）
2，1，5－4（7，3）6

�
�
1，2，5（4，3）（7，6）
2（1，5）4（7，3）－6

勝馬の
紹 介

クライムメジャー �

父 ダイワメジャー �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．24 中京1着

2014．3．31生 牡8栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 障害：11戦2勝 賞金 30，350，000円



19077 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．5
1：07．5

良
良

33 � ヤ ク シ マ 牡2芦 54 岩田 望来ゴドルフィン 寺島 良 英 Whitsbury
Manor Stud 476 ―1：10．1 2．6�

77 プリティジェニー 牝2鹿 54 福永 祐一大和屋 暁氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 408 ―1：10．21 8．0�
44 ダルエスサラーム 牝2栗 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 436 ―1：10．41� 3．7�
66 スーサンベガ 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428 ―1：10．61� 6．0�
11 クールジャーマン 牡2青 54 川須 栄彦川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 468 ―1：11．02� 20．0�
55 ナムラミシェル 牝2鹿 54

52 △小沢 大仁奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 440 ―1：11．1クビ 75．4	
22 メイショウカジキ 牡2栗 54

50 ★今村 聖奈松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 448 ―1：11．63 9．4

88 タマモメガジョッキ 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468 ― 〃 クビ 11．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 47，521，700円 複勝： 35，705，400円 枠連： 発売なし
馬連： 54，253，000円 馬単： 22，521，000円 ワイド： 34，233，200円
3連複： 55，039，000円 3連単： 88，912，100円 計： 338，185，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 170円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 475217 的中 � 149646（1番人気）
複勝票数 計 357054 的中 � 84270（1番人気）� 44027（4番人気）� 73922（2番人気）
馬連票数 計 542530 的中 �� 53518（3番人気）
馬単票数 計 225210 的中 �� 10809（4番人気）
ワイド票数 計 342332 的中 �� 25535（3番人気）�� 48680（1番人気）�� 22424（5番人気）
3連複票数 計 550390 的中 ��� 39667（2番人気）
3連単票数 計 889121 的中 ��� 13357（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．0―11．3―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．7―47．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヤ ク シ マ 
�
父 Havana Grey 

�
母父 Compton Place 初出走

2020．2．11生 牡2芦 母 Satsuma 母母 Jodrell Bank 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タマモメガジョッキ号は，枠入り不良。

19078 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時55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

714� スエトニウス 牡3栗 56
52 ★永島まなみ �社台レースホース藤原 英昭 米 Shadai Cor-

poration 464＋ 41：45．9 12．0�
612 サ ハ ラ 牡3鹿 56 岩田 望来草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B488＋ 21：46．11� 11．4�
815 コンジャンクション 牡3黒鹿56 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B484－ 61：46．31 4．6�
48 インブレッドセンス 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈吉田 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± 01：46．83 2．3�

12 � ハイパーストーム 牝3鹿 54 西村 淳也合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 米 Winches-

ter Farm 470＋181：47．01� 9．4�
713 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 518－ 21：47．21� 8．8

35 バーニングサン 牡3芦 56 北村 友一長谷川光司氏 小林 真也 浦河 �川フアーム 454± 0 〃 ハナ 18．0�
47 グロズニーグラード 牡3鹿 56

54 △松本 大輝前田 幸貴氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 21：47．51	 166．3�

510 フクノバルトラン 牡3鹿 56 田中 勝春福島 祐子氏 四位 洋文 日高 株式会社
ケイズ 488＋101：47．6� 168．7

23 ゲオルギウス 牡3鹿 56 松若 風馬康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 458－ 21：48．23� 50．7�
24 ヨリクンハート 牡3黒鹿56 坂井 瑠星辻子 依旦氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 484± 01：48．52 11．7�
611 アンタゴニスタ 牡3栗 56 小崎 綾也畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富塚ファーム 486－111：48．6クビ 192．7�
11 ワイズマンコート 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 オカモトファーム 442± 01：49．23� 355．6�
59 � ヒーセドシーセド 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河ゴドルフィン 坂口 智康 米 Sun Valley
Farm 532－ 21：49．83� 48．9�

816 ワンダーカグラ 牝3鹿 54 川須 栄彦山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 478＋ 61：51．07 423．4�
36 イ オ マ ン テ 牡3黒鹿56 団野 大成幅田 京子氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 544 ―1：52．48 96．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，251，600円 複勝： 58，457，900円 枠連： 11，174，400円
馬連： 56，158，100円 馬単： 25，034，800円 ワイド： 56，507，200円
3連複： 91，686，800円 3連単： 96，388，100円 計： 440，658，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 330円 � 240円 � 170円 枠 連（6－7） 1，730円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 10，350円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 870円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 50，020円

票 数

単勝票数 計 452516 的中 � 30031（7番人気）
複勝票数 計 584579 的中 � 39974（6番人気）� 62765（4番人気）� 103350（2番人気）
枠連票数 計 111744 的中 （6－7） 5005（7番人気）
馬連票数 計 561581 的中 �� 8433（17番人気）
馬単票数 計 250348 的中 �� 1813（33番人気）
ワイド票数 計 565072 的中 �� 9878（15番人気）�� 16614（10番人気）�� 25564（6番人気）
3連複票数 計 916868 的中 ��� 14339（15番人気）
3連単票数 計 963881 的中 ��� 1397（164番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．4―43．6―56．2―1：08．0―1：20．1―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スエトニウス �
�
父 Carpe Diem �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2021．8．29 新潟10着

2019．2．7生 牡3栗 母 Dance With Kitten 母母 Madame Du Lac 8戦1勝 賞金 12，410，000円
〔制裁〕 ヒーセドシーセド号の騎手角田大河は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イオマンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月23日まで平地競走に

出走できない。
ワンダーカグラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月23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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウテオス号



19079 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時25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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ビレッジスター 牡3黒鹿56 幸 英明吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 21：59．3 8．2�

714 シャトンアンジュ 牝3黒鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426－ 61：59．62 5．1�
611 メイショウブレゲ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 452－ 61：59．7クビ 5．9�
713 ベッロジョヴァンニ 牡3栗 56 和田 竜二加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 450－ 2 〃 ハナ 29．8�
48 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 松山 弘平服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 430＋ 2 〃 ハナ 5．1�
817 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± 01：59．91 8．6	
35 キタサンエポナ 牝3黒鹿54 岩田 望来�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 アタマ 29．6

47 ルシャドール 牝3鹿 54 団野 大成杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 416＋ 2 〃 クビ 10．3�
816 コ ル レ ッ ト 牝3青鹿54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 西村牧場 430＋ 62：00．11� 53．4
510 サカジロゴー 牡3鹿 56 高倉 稜ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 514＋ 42：00．41� 5．6�
715 ホウオウフラッシュ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 42：00．61� 110．3�
12 サ エ ル 牝3鹿 54 小崎 綾也�イクタ 野中 賢二 新冠 村本牧場 484 ―2：01．13 23．2�
818 テイケイアンジェ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480－ 22：01．31� 225．3�
612 サイレントブラック 牡3黒鹿56 国分 優作 DMMドリームクラブ� 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 520－122：01．72� 58．9�
23 トモノレオン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣共田 義夫氏 杉山 佳明 新ひだか 北洋牧場 420－ 22：01．8� 392．3�
24 ルージュリッシュ 牝3青鹿54 北村 友一 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：02．54 124．3�
59 シゲルプレミアム 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 458－ 82：02．61 117．6�
36 ギ ン ト ア カ 牡3鹿 56 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 484＋12 〃 ハナ 143．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，247，700円 複勝： 54，465，500円 枠連： 12，808，600円
馬連： 55，643，700円 馬単： 21，453，800円 ワイド： 58，099，500円
3連複： 91，936，900円 3連単： 85，690，400円 計： 416，346，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 180円 � 230円 枠 連（1－7） 1，300円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 960円 �� 790円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 26，970円

票 数

単勝票数 計 362477 的中 � 35136（5番人気）
複勝票数 計 544655 的中 � 51731（6番人気）� 90471（1番人気）� 60188（4番人気）
枠連票数 計 128086 的中 （1－7） 7596（6番人気）
馬連票数 計 556437 的中 �� 19028（10番人気）
馬単票数 計 214538 的中 �� 3071（26番人気）
ワイド票数 計 580995 的中 �� 15331（13番人気）�� 18988（9番人気）�� 20984（5番人気）
3連複票数 計 919369 的中 ��� 17213（8番人気）
3連単票数 計 856904 的中 ��� 2303（83番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．6―12．3―11．7―11．8―11．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．2―47．8―1：00．1―1：11．8―1：23．6―1：35．4―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．7
1
3

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

17，16，12（1，8）（7，10，13）（6，14，15）（9，11）（5，18）－3，4－2
17（1，16）（7，8）10（12，13，14）（6，15，5）（11，18）－3（2，4）9

勝馬の
紹 介

ビレッジスター �
�
父 シルバーステート �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．2．6 中京4着

2019．3．19生 牡3黒鹿 母 スルーレート 母母 スルーオール 7戦1勝 賞金 8，700，000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 アスクオーマイキー号・ウォーターレクラ号・ソリトン号・ライラックワイン号

19080 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：40．9
1：40．9

重
重

813 コンスタンティン 牝3鹿 52 松若 風馬椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 B460＋ 21：45．0 4．4�
45 ヴァランシエンヌ 牝3鹿 52

50 △松本 大輝 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B466－ 21：46．17 5．6�

711 ヴィゴラスダンサー 牝3鹿 52 川田 将雅前迫 義幸氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424－12 〃 クビ 4．3�
57 マテンロウルビー 牝4鹿 55 北村 友一寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 446± 01：46．41� 10．4�
814 ビクトリアバローズ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 ハナ 8．5�
69 ウォーターウキウキ 牝5青鹿55 松山 弘平山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B468± 01：46．82� 16．7	
11 テンメジャーガール 牝3栗 52 幸 英明天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：47．11� 19．5

33 クリノニキータ 牝5鹿 55

53 △小沢 大仁栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 468＋ 2 〃 クビ 50．2�
610 タガノカンデラ 牝3栗 52 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 41：47．2� 17．5�
34 ミギーフェイス 牝3鹿 52 和田 竜二 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 494－ 21：47．41 204．6
58 ドゥライトアルディ 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B482＋101：47．61� 8．0�
22 クレスケンスルーナ 牝3栗 52 岡田 祥嗣ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 468－121：47．92 23．0�
712 タ ガ ノ ミ ア 牝3鹿 52 岩田 望来八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：48．43 42．7�
46 アイリスクォーツ 牝4栗 55 西村 淳也 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B508－ 21：49．03� 50．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，865，200円 複勝： 66，451，500円 枠連： 13，515，500円
馬連： 69，500，800円 馬単： 26，520，300円 ワイド： 67，471，000円
3連複： 113，102，500円 3連単： 106，877，900円 計： 511，304，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 170円 � 180円 枠 連（4－8） 970円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 560円 �� 880円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 20，350円

票 数

単勝票数 計 478652 的中 � 85957（2番人気）
複勝票数 計 664515 的中 � 112494（1番人気）� 102998（2番人気）� 87759（3番人気）
枠連票数 計 135155 的中 （4－8） 10798（4番人気）
馬連票数 計 695008 的中 �� 37883（1番人気）
馬単票数 計 265203 的中 �� 7055（3番人気）
ワイド票数 計 674710 的中 �� 31517（1番人気）�� 19008（9番人気）�� 31333（2番人気）
3連複票数 計1131025 的中 ��� 25886（1番人気）
3連単票数 計1068779 的中 ��� 3806（18番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．2―13．5―12．6―11．8―12．0―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．4―43．9―56．5―1：08．3―1：20．3―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンスタンティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．7．24 函館10着

2019．3．20生 牝3鹿 母 ロイヤルライン 母母 ロイヤルパートナー 9戦2勝 賞金 15，660，000円
〔制裁〕 コンスタンティン号の騎手松若風馬は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）



19081 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第9競走 ��1，200�
お お む た

大 牟 田 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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

23 � マッドクール 牡3芦 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池添 学 愛 Moyglare Stud
Farm Ltd 528＋ 21：06．9 2．1�

12 ヨシノイースター 牡4黒鹿57 川田 将雅清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー
クスタツド 476＋ 21：07．11� 4．3�

24 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 52 和田 竜二�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422－ 21：07．41� 17．7�

48 	 エコロキング 牡4青鹿57 国分 恭介原村 正紀氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 448＋ 21：07．5� 240．8�
36 	 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± 0 〃 クビ 102．9	
817 トリップトゥムーン 牡3黒鹿54 福永 祐一岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 446－ 41：07．6クビ 9．3

510 ク レ ア 牝3鹿 52 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 516＋ 4 〃 クビ 8．8�
714 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 488－ 21：07．7クビ 16．3�
816 ワンダーカタリナ 牡5鹿 57 松若 風馬山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 510－121：07．8� 164．6
612 ゴットゴーゴー 牝4黒鹿55 小沢 大仁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 289．5�
713 シ コ ウ 牡5青鹿57 西村 淳也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 478－ 81：07．9� 330．6�
59 ジューンヨシツネ 牡3栗 54 松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 458－ 6 〃 クビ 62．8�
35 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 B490－101：08．0クビ 7．9�
47 ディスケガウデーレ 牡3黒鹿54 小崎 綾也ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 大久保龍志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 504－ 2 〃 アタマ 77．2�

11 メイショウナスカ 牝7鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 482＋101：08．1� 258．6�
815	 テンジュイン 牝5鹿 55 松山 弘平中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 450－ 21：08．42 28．3�
611 フェブサンカラ 牝3鹿 52 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 400± 01：09．35 148．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 70，396，100円 複勝： 101，350，300円 枠連： 19，918，200円
馬連： 107，435，100円 馬単： 41，058，900円 ワイド： 94，139，200円
3連複： 163，647，400円 3連単： 182，906，900円 計： 780，852，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 150円 � 300円 枠 連（1－2） 520円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 280円 �� 570円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 6，140円

票 数

単勝票数 計 703961 的中 � 256573（1番人気）
複勝票数 計1013503 的中 � 266007（1番人気）� 180368（2番人気）� 58989（6番人気）
枠連票数 計 199182 的中 （1－2） 29364（1番人気）
馬連票数 計1074351 的中 �� 147052（1番人気）
馬単票数 計 410589 的中 �� 35221（1番人気）
ワイド票数 計 941392 的中 �� 95532（1番人気）�� 40667（5番人気）�� 21923（12番人気）
3連複票数 計1636474 的中 ��� 57984（4番人気）
3連単票数 計1829069 的中 ��� 21565（7番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．0―11．1―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．2―44．3―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．7
3 ・（2，3）5（4，7，11，15）6（10，14）（8，17）（9，16）（1，13，12） 4 ・（2，3）（6，4，5，15）（8，10，7）（14，11）（9，17，16）（1，13，12）

勝馬の
紹 介

�マッドクール �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2022．1．23 中京3着

2019．3．29生 牡3芦 母 Mad About You 母母 Irresistible Jewel 4戦2勝 賞金 19，106，000円

19082 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

た か ち ほ

高 千 穂 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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ゼッフィーロ 牡3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 472＋ 41：58．7 1．8�
44 ハーランズハーツ 牡5黒鹿57 福永 祐一林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 430－121：58．81 3．0�
33 ホウオウジョルノ 牡4芦 57 北村 友一小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 466－ 4 〃 ハナ 14．3�
55 レアシャンパーニュ 牝4黒鹿55 松若 風馬大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：59．22� 18．6�
77 メイショウカクウン 牡7青鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 458－ 41：59．4	 15．5�
22 ウインミニヨン 牝4栗 55 和田 竜二	ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 420－ 2 〃 クビ 6．5

88 リュウセイグン 牡4栗 57 幸 英明二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 514＋ 21：59．82� 110．1�
66 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 490＋102：00．11	 66．2
89 オンワードセルフ 牡6鹿 57 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B488± 02：01．9大差 277．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，296，400円 複勝： 115，253，400円 枠連： 11，933，500円
馬連： 66，019，400円 馬単： 42，602，900円 ワイド： 47，721，200円
3連複： 103，805，200円 3連単： 239，278，500円 計： 670，910，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（1－4） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 150円 �� 390円 �� 570円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，210円

票 数

単勝票数 計 442964 的中 � 196752（1番人気）
複勝票数 計1152534 的中 � 784520（1番人気）� 150035（2番人気）� 51257（4番人気）
枠連票数 計 119335 的中 （1－4） 37061（1番人気）
馬連票数 計 660194 的中 �� 206862（1番人気）
馬単票数 計 426029 的中 �� 83240（1番人気）
ワイド票数 計 477212 的中 �� 106495（1番人気）�� 26339（6番人気）�� 17011（9番人気）
3連複票数 計1038052 的中 ��� 80262（4番人気）
3連単票数 計2392785 的中 ��� 78307（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―12．7―12．2―11．7―11．8―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．6―48．3―1：00．5―1：12．2―1：24．0―1：35．7―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼッフィーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2022．2．6 中京1着

2019．2．5生 牡3鹿 母 ワイルドウインド 母母 Woman Secret 5戦3勝 賞金 34，625，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19083 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第11競走
ウインズ佐世保開設20周年記念

��1，200�
さ せ ぼ

佐世保ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．7．24以降R4．7．17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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

66 ディヴィナシオン 牡5黒鹿55 川田 将雅一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 464＋ 21：07．1 2．6�
22 � ハリーバローズ 牡5鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B482－ 4 〃 アタマ 9．1�
89 ダノンシティ 牡6鹿 56 西村 淳也�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 480－ 21：07．52� 8．7�
11 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 53 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B488± 01：07．6クビ 4．8�
88 � ロ ジ ー ナ 牝5黒鹿54 団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 472＋ 6 〃 クビ 7．7�
44 フ ォ ド ラ 牝4鹿 53 荻野 極吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 410＋ 81：08．02� 20．0	
55 メメントモリ 牝5鹿 52 幸 英明吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470－121：08．1クビ 5．8

33 サウンドカナロア �6鹿 54 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B466＋ 61：08．52� 13．6�
77 � チェリーブリーズ 牝5鹿 51 今村 聖奈�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 476± 01：08．71 44．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 83，844，200円 複勝： 81，099，300円 枠連： 27，487，000円
馬連： 191，136，600円 馬単： 77，867，500円 ワイド： 116，186，500円
3連複： 267，423，600円 3連単： 417，687，400円 計： 1，262，732，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 300円 � 230円 枠 連（2－6） 1，790円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 620円 �� 490円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 18，020円

票 数

単勝票数 計 838442 的中 � 251500（1番人気）
複勝票数 計 810993 的中 � 222301（1番人気）� 53928（6番人気）� 79119（5番人気）
枠連票数 計 274870 的中 （2－6） 11898（6番人気）
馬連票数 計1911366 的中 �� 105715（5番人気）
馬単票数 計 778675 的中 �� 21828（8番人気）
ワイド票数 計1161865 的中 �� 48718（8番人気）�� 63798（4番人気）�� 15975（25番人気）
3連複票数 計2674236 的中 ��� 44927（20番人気）
3連単票数 計4176874 的中 ��� 16804（66番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．8―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．1―44．4―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F34．0
3 3，5（2，7）6（4，8）1，9 4 ・（3，2）5（6，7）（1，8）（4，9）

勝馬の
紹 介

ディヴィナシオン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Street Sense デビュー 2019．11．23 京都2着

2017．3．22生 牡5黒鹿 母 フ ギ ン 母母 Aria Pura 35戦4勝 賞金 98，998，000円

19084 7月23日 晴 良 （4小倉3） 第7日 第12競走 ��1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

47 タガノエスコート 牡3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486＋ 81：44．9 5．4�

59 ハイエストポイント 牡4青鹿 57
53 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：45．0� 5．5�
510 スマートビクター 牡3栗 54 高倉 稜大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 506＋ 41：45．2� 15．5�
815 インテンスフレイム 牡4黒鹿57 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514－101：45．62� 6．0�
23 パイプライナー 牡5芦 57 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B506－ 4 〃 クビ 20．0�
816 ナムラダイゴロー 牡3黒鹿54 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 454＋141：46．02� 26．6	
36 � トップスターサン 牡4黒鹿56 北村 友一吉田 和美氏 四位 洋文 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

512＋141：46．32 30．5

713 アスクチャーチル 牡4鹿 57 川須 栄彦廣崎利洋HD� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498＋141：46．51	 221．0�
35 ミキノプリンス 牡3鹿 54 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 476－ 21：46．92 45．3�
714� ビートエモーション 牡3芦 54 川田 将雅長谷川祐司氏 斉藤 崇史 米 Scott Dilworth &

Evan Dilworth 516－ 41：47．0� 10．8
24 ビナホイアン 牡3鹿 54

52 △松本 大輝井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム 444＋ 61：47．1� 3．3�
612 ルミナスフラックス 牡3黒鹿54 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：47．84 25．3�
11 
 シュアーウィナー 牡4鹿 57 岡田 祥嗣久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 468－ 61：48．0� 234．1�
48 アスタートリゴン 牡3鹿 54 幸 英明加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋121：48．31� 263．8�
611
 クリノハーベスト 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 496＋ 11：48．4� 245．3�
12 ワセダタンク 牡3黒鹿 54

52 △小沢 大仁大冨 智弘氏 橋口 慎介 日高 日高大洋牧場 490－ 61：48．5� 14．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 73，248，500円 複勝： 100，947，100円 枠連： 27，270，100円
馬連： 126，779，700円 馬単： 51，903，400円 ワイド： 114，604，600円
3連複： 205，552，600円 3連単： 217，382，400円 計： 917，688，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 250円 � 200円 � 430円 枠 連（4－5） 1，560円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，360円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 51，210円

票 数

単勝票数 計 732485 的中 � 108363（2番人気）
複勝票数 計1009471 的中 � 104412（4番人気）� 149785（3番人気）� 53121（7番人気）
枠連票数 計 272701 的中 （4－5） 13513（6番人気）
馬連票数 計1267797 的中 �� 53371（6番人気）
馬単票数 計 519034 的中 �� 10809（12番人気）
ワイド票数 計1146046 的中 �� 42067（6番人気）�� 12091（30番人気）�� 23229（16番人気）
3連複票数 計2055526 的中 ��� 13464（35番人気）
3連単票数 計2173824 的中 ��� 3077（168番人気）

ハロンタイム 7．1―10．4―11．3―12．9―12．2―12．7―12．7―12．9―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．5―28．8―41．7―53．9―1：06．6―1：19．3―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
・（6，10）2（11，12）7（5，15）4，3，16（8，9）－14－1－13・（6，10）（7，2，12）（11，15，9）（5，3）4（16，1）14，13，8

2
4

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

タガノエスコート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．10．10 阪神1着

2019．4．9生 牡3鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 7戦2勝 賞金 23，602，000円
〔制裁〕 クリノハーベスト号の騎手永島まなみは，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：2番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 ジャスパーグレイト号・スターファースト号・ストームゾーン号・フロイング号・メイショウストーム号



（4小倉3）第7日 7月23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 148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

207，200，000円
5，570，000円
17，260，000円
1，160，000円
24，540，000円
65，737，000円
5，132，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
570，485，100円
751，625，500円
149，300，900円
896，279，400円
388，068，000円
729，113，300円
1，352，428，800円
1，768，598，900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
計 6，605，899，900円

総入場人員 4，588名 （有料入場人員 4，190名）
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