
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

１７０６１ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第１競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

５１０ トキノワイルド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４６２＋ ６１：０９．０ ９．４�

８１６ ホ ク レ ア 牡３栗 ５６ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４５６± ０ 〃 ハナ ４９．４�
５９ バーバラスアゲン 牡３栗 ５６ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５４＋ ２１：０９．７４ ２８．５�
３５ トーセンファースト 牝３芦 ５４ 田辺 裕信島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６６－１２１：０９．９１� ７．４�
４７ ホクテンリンダ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム ４６４＋ １１：１０．１１� ２１３．５�
１２ エンシェントデイズ 牡３鹿 ５６ 森 泰斗山上 和良氏 中川 公成 新冠 イワミ牧場 ４８０－ ６１：１０．２クビ ５４．７�

（船橋）

６１１ プレシャスストーン 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４３０＋ ４１：１０．３� ３４．４	

６１２ タ カ ミ ル 牡３芦 ５６ 中谷 雄太村田 滋氏 石栗 龍彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４６８＋ ４１：１０．６１� ２７９．５


１１ スマートブリーザ 牝３栗 ５４ 小島 太一大川 徹氏 小島 太 新冠 駒沢 明憲 ４５６－ ８１：１１．２３� ７９．２�
２４ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４９６＋１６ 〃 クビ １．２�

（大井）

２３ スノービアンコ 牡３芦 ５６ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４８２＋ ８１：１１．７３ １４９．２
３６ ヤマノリリー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか マークリ牧場 ４５４＋ ２１：１１．８� １０４．９�
４８ コスモキャリー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大竹 正博 新冠 平山牧場 ４６０＋１４１：１２．０１� ３９．１�
８１５ ドリームテンペスト 牡３栗 ５６ 西田雄一郎セゾンレースホース� 大江原 哲 平取 中川 隆 ４７８＋ ２１：１２．１� ３１１．０�
７１３ カシノブローチ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 新保 孝一 ４２０－１０１：１３．４８ ４５２．３�
７１４ ターフアリオン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４２６ ―１：１３．５クビ １５６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２９，０００円 複勝： ６８，１８５，７００円 枠連： １３，０５７，２００円

馬連： ４５，８１９，２００円 馬単： ４６，７２６，８００円 ワイド： ２３，１６７，６００円

３連複： ６６，４４７，４００円 ３連単： １４７，６８２，１００円 計： ４３３，８１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ４２０円 � １，９５０円 � １，７００円 枠 連（５－８） ５，４８０円

馬 連 �� １０，２８０円 馬 単 �� ２０，４１０円

ワ イ ド �� ２，４６０円 �� ２，０２０円 �� ５，１２０円

３ 連 複 ��� ６２，７９０円 ３ 連 単 ��� ３５２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２９０ 的中 � １９１９８（３番人気）
複勝票数 計 ６８１８５７ 的中 � ４８０２１（３番人気）� ８６９７（８番人気）� １００５１（７番人気）
枠連票数 計 １３０５７２ 的中 （５－８） １７６０（１４番人気）
馬連票数 計 ４５８１９２ 的中 �� ３２９２（２０番人気）
馬単票数 計 ４６７２６８ 的中 �� １６９０（３４番人気）
ワイド票数 計 ２３１６７６ 的中 �� ２３２８（２３番人気）�� ２８５３（１８番人気）�� １１００（３４番人気）
３連複票数 計 ６６４４７４ 的中 ��� ７８１（９９番人気）
３連単票数 計１４７６８２１ 的中 ��� ３０９（４３１番人気）

ハロンタイム ９．５―１１．２―１１．４―１１．８―１２．２―１２．９

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．７―３２．１―４３．９―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．９
３ ・（１０，１６，９，１５）５，１１（７，１２）－（２，４，８）（１３，１４）１，６，３ ４ ・（１０，１６）－（５，９）（７，１１）１２（２，１５）４，１，８（６，３，１３，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トキノワイルド �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１１．７．１６ 新潟２着

２００９．５．５生 牡３鹿 母 スイートシシリー 母母 スイートヘツド １１戦１勝 賞金 １１，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノブローチ号・ターフアリオン号は，平成２４年８月１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 カシマセイセン号
（非抽選馬） ２頭 アルマネーレーイス号・カシノコスモス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０６２ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１１ コスモルミナス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４５０＋ ６１：１０．０ ３．６�

３６ バトルキトリ 牝３栗 ５４ 中舘 英二宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４４８＋ ８１：１０．１� １４．４�
４７ オーバーザムーン 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 ４４８ ―１：１０．４１� ３．６�

（大井）

５１０ ケージーカグヤヒメ 牝３鹿 ５４
５１ ▲西村 太一川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ ９．１�

７１４ デジタルデータ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：１０．５� ５．３�
７１３ ケージーコシヒカリ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介川井 五郎氏 田島 俊明 新冠 岩見牧場 ４５８± ０１：１０．６� ７１．９�
１２ キングズクエスト �３栗 ５６ 田辺 裕信岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４３４± ０ 〃 クビ ６．３	
２４ ロータスドリーム 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０－１２１：１０．７� ２２．２

８１６ ソミュールロゼ 牝３栗 ５４ 松山 弘平岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４３０＋ ８１：１０．８� ４６．３�
５９ タイキローズベスト 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２２± ０ 〃 ハナ ５９．２�
３５ パシフィックブルー 牝３黒鹿５４ 武士沢友治山上 和良氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４２０－１０ 〃 ハナ ６０．６
８１５ ステージマキシマム 牝３栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠保谷フミ子氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４５２＋ ６１：１１．０１ ４９．０�
１１ カミノフルハウス 牝３鹿 ５４ 石神 深一村上 正喜氏 松永 康利 青森 ワールドファーム ４１８＋１２１：１１．４２� ３５９．５�
４８ リネンテイク 牝３鹿 ５４ 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４５２＋ ８１：１１．５� ２６４．６�
６１２ マ ン テ マ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次池谷 誠一氏 栗田 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４１８＋ ８１：１２．０３ ２２３．１�
２３ ミスウィスコンシン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲原田 和真阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 ３９２＋ ４１：１２．３１� ３４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０６１，３００円 複勝： ３７，９０１，４００円 枠連： １５，０８２，６００円

馬連： ５５，０２８，８００円 馬単： ３５，７６４，０００円 ワイド： ２５，０１６，０００円

３連複： ７１，５３１，５００円 ３連単： １０７，２０２，０００円 計： ３６５，５８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ３５０円 � １７０円 枠 連（３－６） １，５６０円

馬 連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ３４０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� ２１，３５０円

票 数

単勝票数 計 １８０６１３ 的中 � ４０３３８（１番人気）
複勝票数 計 ３７９０１４ 的中 � ８６６７６（１番人気）� ２１３０６（６番人気）� ６５２９９（２番人気）
枠連票数 計 １５０８２６ 的中 （３－６） ７１４５（６番人気）
馬連票数 計 ５５０２８８ 的中 �� ２２２０７（８番人気）
馬単票数 計 ３５７６４０ 的中 �� ７９１７（１３番人気）
ワイド票数 計 ２５０１６０ 的中 �� ９４２０（６番人気）�� ２０４２５（１番人気）�� ４３６７（１５番人気）
３連複票数 計 ７１５３１５ 的中 ��� １６６６７（１０番人気）
３連単票数 計１０７２０２０ 的中 ��� ３７０６（５１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．２―１１．８―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．３―４６．１―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモルミナス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１１．１０．１５ 新潟２着

２００９．５．２３生 牡３栗 母 ピサノルミナス 母母 ピサノポペット ９戦１勝 賞金 １０，９５０，０００円
※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 キョウワアリス号・フジマーガレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 福島競馬 第６日



１７０６３ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

５８ コスモイズモ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 浦新 徳司 ４８２－ ２１：４８．８ ７．７�

５９ ノーブルガイア 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４３０－ ４１：４９．０１� ６５．１�
１１ スカーレットリング 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０２－ ２１：４９．２１ ３．３�

（大井）

４６ コズミックガール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４２２＋ ２１：４９．３� ４．５�
２２ キズナダクリチャン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 ４５０－ ６１：４９．８３ １０．１�
８１５ アンゲルスノーヴス 牝３芦 ５４ 松山 弘平吉田 哲哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６１：４９．９� １７．５�
４７ スカルラット 牝３栃栗５４ 森 泰斗�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８２＋ ２１：５０．０� ５．８	

（船橋）

３５ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ７２．６

７１２ リトルシェフ 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真 �ローレルレーシング 尾関 知人 むかわ 清水ファーム ３９６－ ９１：５０．１クビ １５４．２�
６１０ アキノガイア 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 三石橋本牧場 ４４８－ ４１：５０．３１ ２６７．６
８１４ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ２７．４�
３４ グラスルージュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５２６＋１０１：５０．６２ ４２．５�
７１３ コ ー ル ミ ー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 B４４４－ ２１：５１．３４ ６．９�
２３ カ ー ラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新冠 大栄牧場 B４３６＋ ２１：５１．４� ５３．４�
６１１ アッシュベリー 牝３栗 ５４ 石橋 脩 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６＋ ４１：５３．２大差 ８８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，４４８，７００円 複勝： ３０，６３６，６００円 枠連： １６，５６８，１００円

馬連： ４９，６２７，９００円 馬単： ３３，９８３，４００円 ワイド： ２１，８７４，３００円

３連複： ６６，１０３，７００円 ３連単： １０５，７４０，１００円 計： ３４１，９８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２４０円 � ９６０円 � １６０円 枠 連（５－５） ２１，８００円

馬 連 �� １６，９６０円 馬 単 �� ２７，３５０円

ワ イ ド �� ３，６８０円 �� ８４０円 �� ２，８２０円

３ 連 複 ��� ２４，０００円 ３ 連 単 ��� １８８，９５０円

票 数

単勝票数 計 １７４４８７ 的中 � １７９４６（５番人気）
複勝票数 計 ３０６３６６ 的中 � ３４３５１（４番人気）� ６１９１（１０番人気）� ６６０６６（１番人気）
枠連票数 計 １６５６８１ 的中 （５－５） ５６１（３１番人気）
馬連票数 計 ４９６２７９ 的中 �� ２１６０（４１番人気）
馬単票数 計 ３３９８３４ 的中 �� ９１７（６９番人気）
ワイド票数 計 ２１８７４３ 的中 �� １４２４（３８番人気）�� ６７１１（１０番人気）�� １８７１（３０番人気）
３連複票数 計 ６６１０３７ 的中 ��� ２０３３（７４番人気）
３連単票数 計１０５７４０１ 的中 ��� ４１３（４９９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．０―４３．３―５６．７―１：０９．４―１：２２．２―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．４
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモイズモ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１２．２．２６ 阪神４着

２００９．２．１５生 牝３鹿 母 ビンジンスキー 母母 Albonita ６戦１勝 賞金 ６，７５０，０００円
〔発走状況〕 アッシュベリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非当選馬） １頭 フクノゴウヒメ号
（非抽選馬） ３頭 オーバーターゲット号・ターフアクトレス号・フェザーパール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０６４ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第４競走 ��２，７７０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：００．１良

５６ オウエイロブロイ 牡４芦 ６０ 大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム ４７２＋ ２３：０５．７ ６６．８�

６８ シュヴァルツシルト �４黒鹿６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４３：０６．２３ ５．８�
５５ フェバリットアワー 牡５鹿 ６０ 横山 義行�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５２４＋ ６３：０７．２６ １．６�
８１２ オービーキング �４鹿 ６０ 浜野谷憲尚�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４４２－ ８３：０８．３７ ２９．３�
６７ シルクファルシオン 牡５栗 ６０ 草野 太郎有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２３：０９．０４ １０．５�
８１１� ド ラ ゴ ン 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮中村 浩章氏 土田 稔 平取 原田 新治 ４６０＋１４３：０９．８５ ２３．９	
７１０ アンシャンテルール 牝４黒鹿５８ 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４２± ０３：１０．０１� １３３．９

７９ サトノハピネス 牡７栗 ６０ 池崎 祐介里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 B５１４－ ６３：１０．２１� ４５．８�
４４ � タ ト ゥ ー ン 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 田中 裕之 ４８０＋３０３：１０．３� １５２．０�
１１ ワイズミューラー 牡５栗 ６０ 柴田 大知 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６３：１２．２大差 ５．６
３３ ニシノシャイナー 牡５栗 ６０ 山本 康志西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８４＋ ４３：１２．５２ ６３．５�
２２ ミススパイダー 牝４栗 ５８ 平沢 健治菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 ４４６＋１６３：１６．９大差 ６５．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，３８６，５００円 複勝： ２６，４４１，２００円 枠連： １１，４１７，２００円

馬連： ３１，３８６，６００円 馬単： ２８，６３９，０００円 ワイド： １３，９２３，２００円

３連複： ４３，６８３，２００円 ３連単： １０１，３０４，０００円 計： ２７１，１８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６８０円 複 勝 � ５２０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（５－６） ２６０円

馬 連 �� ８，５００円 馬 単 �� ２８，７２０円

ワ イ ド �� １，５５０円 �� ９２０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� ５２，１８０円

票 数

単勝票数 計 １４３８６５ 的中 � １６９８（１０番人気）
複勝票数 計 ２６４４１２ 的中 � ４７４６（８番人気）� ２７７５９（２番人気）� １６５５０４（１番人気）
枠連票数 計 １１４１７２ 的中 （５－６） ３３３９３（１番人気）
馬連票数 計 ３１３８６６ 的中 �� ２７２７（２１番人気）
馬単票数 計 ２８６３９０ 的中 �� ７３６（５２番人気）
ワイド票数 計 １３９２３２ 的中 �� １８２３（１８番人気）�� ３１８４（１１番人気）�� ２５４０１（１番人気）
３連複票数 計 ４３６８３２ 的中 ��� １１０９２（８番人気）
３連単票数 計１０１３０４０ 的中 ��� １４３３（１２８番人気）

上り １マイル １：４８．９ ４F ５３．１－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウエイロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Balleroy デビュー ２０１０．８．１ 小倉１２着

２００８．３．１４生 牡４芦 母 フ ェ ス ト ネ 母母 Tokyo Girl 障害：４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 コスモノーハーム号（疾病〔右前挫跖〕のため）・トーセンドンファン号（疾病〔右肩跛行〕のため）



１７０６５ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

８１１ モーニングムーン 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 ４４２ ―１：１１．０ ５．５�

７８ コスモチャペル 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 赤田牧場 ４５０ ―１：１１．３１� １７．９�
５５ ナカヤマシャイン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 ４５６ ―１：１１．４� １．７�
６７ バンテアイスレイ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 真歌田中牧場 ４２６ ―１：１１．６１� ３８．０�
３３ クレバーチャーム 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次田� 正明氏 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４２８ ―１：１１．９１� ３５．６�
６６ ホークインザブルー 牡２鹿 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４５８ ―１：１２．０� ９．５	
１１ ルーミナリー 牡２黒鹿５４ 石橋 脩 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６ ―１：１２．２１� ２３．１

７９ ブラックジャック 牡２青鹿５４ 吉田 豊北駿競走馬組合 水野 貴広 新冠 長浜牧場 ４５６ ― 〃 クビ ６４．９�
４４ ショウナンアポロン 牡２鹿 ５４ 戸崎 圭太国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６ ―１：１２．４１� ５．９�

（大井）

８１０ ヤマニングランバル 牡２栗 ５４ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４２６ ―１：１２．５� ７１．６
２２ クラウンガネーシャ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎矢野 恭裕氏 松永 康利 熊本 本田 土寿 ４５０ ―１：１３．６７ １５１．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，９０８，４００円 複勝： ４９，０６１，８００円 枠連： １１，６１１，７００円

馬連： ４９，４６８，８００円 馬単： ４１，０５１，５００円 ワイド： ２１，２４２，１００円

３連複： ５７，５８２，９００円 ３連単： １２６，３６９，５００円 計： ３８３，２９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（７－８） ２，６６０円

馬 連 �� ３，８８０円 馬 単 �� ７，９００円

ワ イ ド �� ８００円 �� ２００円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� ２２，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２６９０８４ 的中 � ３９００９（２番人気）
複勝票数 計 ４９０６１８ 的中 � ５６８２３（２番人気）� ２４２３６（５番人気）� ２５９５１２（１番人気）
枠連票数 計 １１６１１７ 的中 （７－８） ３２２３（９番人気）
馬連票数 計 ４９４６８８ 的中 �� ９４２６（１２番人気）
馬単票数 計 ４１０５１５ 的中 �� ３８３５（２３番人気）
ワイド票数 計 ２１２４２１ 的中 �� ５５３４（１１番人気）�� ３１７３０（１番人気）�� １２４９４（４番人気）
３連複票数 計 ５７５８２９ 的中 ��� ２５１５５（５番人気）
３連単票数 計１２６３６９５ 的中 ��� ４１４８（６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１１．９―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．０―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．０
３ ６，１１，５，４，３，８，１０（９，７）２－１ ４ ・（６，１１）５（３，８，４）－（９，１０，７）（２，１）

勝馬の
紹 介

モーニングムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２０１０．５．２生 牝２栗 母 モーニングタイド 母母 Eastern Dawn １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０６６ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３５ スプリングパリオ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 ４７６± ０２：０１．７ １．６�
（大井）

８１５ コノハチャン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム ４２８＋２０２：０２．０２ ６７．４�
５８ テナシティー �３黒鹿５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４２：０２．１クビ ６２．１�
８１４ ロジフローリアン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：０２．２� １９．８�
２２ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４５０＋ ２２：０２．４１� １０．４	
２３ エ ビ ー タ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４０６＋ ６２：０２．５� ２２８．５

４７ ディーエスゲイン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ １９．５�
６１０ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４３８－ ４２：０２．９２� ７．０�
３４ プレミアムウォーズ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １５．７
１１ サクラウィンビート 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ５１６＋ ２２：０３．４３ ７．８�
５９ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４４８± ０２：０３．９３ ２０．７�
４６ トウカイチェッカー �３鹿 ５６ 森 泰斗内村 正則氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 ４３８－ ４ 〃 ハナ １２７．７�

（船橋）

７１３ ヤマニンロゴス 牡３鹿 ５６ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５１８ ―２：０４．１� １１２．２�
６１１ ウェイティングバー 牡３青鹿５６ 石神 深一キャピタルクラブ 和田正一郎 青森 諏訪牧場 ５２０± ０２：０５．０５ ４７０．０�
７１２ カワキタリュウジン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎川島 吉男氏 保田 一隆 新冠 川島牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ４２７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，２０７，６００円 複勝： ４６，４８３，４００円 枠連： １７，０５５，８００円

馬連： ５９，１６０，９００円 馬単： ４９，１９６，５００円 ワイド： ２７，９６７，２００円

３連複： ７６，３５６，８００円 ３連単： １５２，１８２，６００円 計： ４５６，６１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � １，１７０円 � ８９０円 枠 連（３－８） ７６０円

馬 連 �� ５，７２０円 馬 単 �� ７，０９０円

ワ イ ド �� １，９７０円 �� １，６３０円 �� １９，５５０円

３ 連 複 ��� ４９，２２０円 ３ 連 単 ��� １７０，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２８２０７６ 的中 � １３９４７８（１番人気）
複勝票数 計 ４６４８３４ 的中 � １９２９０１（１番人気）� ６４８４（１０番人気）� ８７９１（９番人気）
枠連票数 計 １７０５５８ 的中 （３－８） １６７６５（３番人気）
馬連票数 計 ５９１６０９ 的中 �� ７６４３（１８番人気）
馬単票数 計 ４９１９６５ 的中 �� ５１２６（１９番人気）
ワイド票数 計 ２７９６７２ 的中 �� ３５２７（２３番人気）�� ４３００（１９番人気）�� ３４３（６７番人気）
３連複票数 計 ７６３５６８ 的中 ��� １１４５（９６番人気）
３連単票数 計１５２１８２６ 的中 ��� ６５７（３８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．８―１２．２―１２．９―１３．１―１２．０―１２．１―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．９―４７．１―１：００．０―１：１３．１―１：２５．１―１：３７．２―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングパリオ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１２．２．１２ 京都５着

２００９．１．１９生 牡３鹿 母 スプリングドリュー 母母 ダイナサフラン ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※出走取消馬 ローレルレーロ号（疾病〔右前肢挫創〕のため）
※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 トレーロマタドール号
（非抽選馬） ２頭 フェザーフォンテン号・マイネアスタリスク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１７０６７ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

５８ グァンタナメラ 牝５黒鹿５５ 戸崎 圭太齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４７２＋１０１：４６．９ １０．７�
（大井）

２２ オメガフレグランス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４７６－ ８ 〃 クビ ３．５�
８１５ フィールザラブ 牝３栗 ５２ 北村 宏司櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４２８＋ ２１：４７．１１ ５．３�
４６ ケイジーシオン 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４８０＋ ４１：４７．３１� １９．０�
２３ クラリスピンク 牝４青 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ２６．８�
４７ ピュアマインド 牝４栗 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：４７．４� １６．６�
７１３ ミッキーレモン 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４８４＋１０ 〃 ハナ １１．１�
６１１ ブルーメリディアン 牝３黒鹿５２ 藤田 伸二 	ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４４４＋ ２１：４７．５� ４．０

３４ ジュリエットソング 牝３青 ５２ 松岡 正海�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７０－ ２１：４７．８１� １１．７�
６１０ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６４＋１６１：４７．９� ２３．２
８１４ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６８＋ ６１：４８．０	 １１１．７�
７１２ ラブギャラクシー 牝４黒鹿５５ 松山 弘平 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４７２－ ４１：４８．９５ １５１．０�
３５ サ ワ キ ッ ク 牝３鹿 ５２ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 ５３０＋１４１：４９．５３	 ２１．０�
５９ 
 ビューティフォー 牝３栗 ５２ 森 泰斗永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 市川牧場 ４９２－１０１：４９．７１� １５２．１�

（船橋）

１１ 
 クラウンデザイナー 牝４栗 ５５ 鈴来 直人矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 ４３４－２８１：５１．０８ ２８７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，３２４，０００円 複勝： ４８，０６７，５００円 枠連： ２０，７８９，７００円

馬連： ７８，７９０，９００円 馬単： ４７，６３５，１００円 ワイド： ３３，９０３，９００円

３連複： ９７，５５３，４００円 ３連単： １５８，９３９，３００円 計： ５１３，００３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３７０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（２－５） １，８２０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ４，８３０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� １，７４０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ４，８４０円 ３ 連 単 ��� ３３，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２７３２４０ 的中 � ２０２４８（４番人気）
複勝票数 計 ４８０６７５ 的中 � ２７６１５（７番人気）� １０６１７４（１番人気）� ５５８０６（３番人気）
枠連票数 計 ２０７８９７ 的中 （２－５） ８４７２（１０番人気）
馬連票数 計 ７８７９０９ 的中 �� ２９５２５（５番人気）
馬単票数 計 ４７６３５１ 的中 �� ７２９０（１７番人気）
ワイド票数 計 ３３９０３９ 的中 �� １０１８６（６番人気）�� ４５４０（２４番人気）�� １７７６０（３番人気）
３連複票数 計 ９７５５３４ 的中 ��� １４８８５（１０番人気）
３連単票数 計１５８９３９３ 的中 ��� ３４５６（８６番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１２．１―１３．０―１３．０―１２．５―１２．８―１２．８―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．２―４３．２―５６．２―１：０８．７―１：２１．５―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グァンタナメラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sky Classic デビュー ２００９．１２．２６ 中山２着

２００７．４．９生 牝５黒鹿 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance ２０戦３勝 賞金 ３８，５１０，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 アドマイヤインディ号・アプレレクール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０６８ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１５ サクラアドニス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６６＋ ６１：０８．９ １２．４�

７１３ マ シ ラ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－ ６１：０９．８５ ２１．６�

１２ アイアムネフライト 牝３栗 ５２ 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 クビ ４．７�
５１０ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４２６－ ２１：１０．０１� ７１．７�
７１４ トウカイフィット 牡６鹿 ５７ 松山 弘平内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ２５８．６�
４７ ラバーフロー 牡４栗 ５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム ４３４＋１２ 〃 アタマ ５５．７	
４８ ヘンリーフォンテン 牡３鹿 ５４ 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４７４＋１２１：１０．２１� ２８．９

１１ ユ ウ セ ン 牡４青鹿５７ 北村 宏司本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４７２－ ４１：１０．４１� ２０．１�
３６ ダノンカスガ 牡５青鹿５７ 田辺 裕信�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４８２－１６１：１０．５� ８．３�
２４ マンダリンレイ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４３０－ ４１：１０．６クビ １４０．１
６１１ シーキングザスター 牝３鹿 ５２

４９ ▲西村 太一青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４３８＋ ４１：１０．７	 １３．４�
６１２ オウケンハナミズキ 牝３青 ５２ 中舘 英二福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ４０４－ ４１：１０．９１� ６．３�
３５ 
 ハニーハート 牝３黒鹿５２ 戸崎 圭太篠田くみ子氏 小久保 智 新冠 ヤマタケ牧場 ４２６－１２１：１１．２２ １８８．５�

（浦和） （大井）

５９ � クラウンビースト 牡３黒鹿 ５４
５１ ▲原田 和真矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４５０＋ ８１：１１．５１	 ３８５．５�

２３ 
 クレージーデイジー 牝３栗 ５２ 森 泰斗泉 俊二氏 山本 学 厚真 大川牧場 ４４８＋ ５１：１２．２４ ７６．９�
（船橋） （船橋）

８１６ ビップセレブアイ 牡４青鹿５７ 藤田 伸二鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６８＋ ２ （競走中止） ２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，１０５，５００円 複勝： ４６，７１５，１００円 枠連： ２７，５４０，２００円

馬連： ８１，７３９，２００円 馬単： ５０，１９２，１００円 ワイド： ３２，７７１，６００円

３連複： ９３，５７４，５００円 ３連単： １６２，０６５，８００円 計： ５２３，７０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２８０円 � ４００円 � １９０円 枠 連（７－８） １，６３０円

馬 連 �� ８，４９０円 馬 単 �� １８，５５０円

ワ イ ド �� ２，１２０円 �� １，０３０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� １２，０６０円 ３ 連 単 ��� ９３，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２９１０５５ 的中 � １８５９３（５番人気）
複勝票数 計 ４６７１５１ 的中 � ４３５５２（４番人気）� ２７０６２（７番人気）� ７８２０５（２番人気）
枠連票数 計 ２７５４０２ 的中 （７－８） １２５０２（８番人気）
馬連票数 計 ８１７３９２ 的中 �� ７１１１（２８番人気）
馬単票数 計 ５０１９２１ 的中 �� １９９７（５６番人気）
ワイド票数 計 ３２７７１６ 的中 �� ３７２７（２５番人気）�� ８０１９（１２番人気）�� ６７７８（１４番人気）
３連複票数 計 ９３５７４５ 的中 ��� ５７２７（４１番人気）
３連単票数 計１６２０６５８ 的中 ��� １２７３（２９０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．１―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．９―４５．３―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．０
３ ・（１２，１５）（３，６，１０）（２，１１，１６）（９，１３）（８，１４）１－７（４，５） ４ １５－（１２，１０）６（３，２，１１，１３）（９，１，８，１４）－（４，７）５，１６

勝馬の
紹 介

サクラアドニス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．３．１９ 阪神４着

２００８．３．１０生 牡４黒鹿 母 サクラウォーニング 母母 サクラハツスル １２戦２勝 賞金 ２０，６９５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 ビップセレブアイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレージーデイジー号は，平成２４年８月１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブエノディオス号
（非抽選馬） ３頭 フリートアロー号・ブルースター号・ホリデイトウショウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１７０６９ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�い わ き 特 別

発走１４時３５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４６ � サクラボールド 牡５栗 ５７ 北村 宏司�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６４－１４１：４９．１ ７．９�

３３ サトノアポロ 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：４９．２� １５．１�
（大井）

５７ エバーグリーン 牡４青 ５７ 石橋 脩吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：４９．３クビ ３．７�
７１１ トーセンマルス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４２８－ ２１：４９．５１	 １３．１�
２２ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １３．７�
８１３ エーブフウジン 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B４７８＋ ４１：４９．７１	 ２．８	
６１０ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B４７８± ０ 〃 ハナ ５７．８

８１４ コスモマクスウェル 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム B４６８＋ ２ 〃 ハナ １４９．０�
１１ ソールデスタン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 ４５８－ ８ 〃 アタマ ３４．２
６９ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 田中 博康島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９８＋ ４１：４９．９１ ７６．８�
７１２ プレミアムパス 牡４鹿 ５７ 江田 照男村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ４１：５０．１１
 ８１．７�
４５ マコトヴォイジャー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 B５２６－ ４ 〃 クビ ５．４�
５８ � コスモアネクドート 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 愛 Mogeely Stud B４４４± ０１：５０．４１� ５３．８�
３４ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５２ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４５６－ ９１：５１．５７ １０３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，０８５，１００円 複勝： ５９，９７４，０００円 枠連： ２７，４１２，８００円

馬連： １１６，１０８，６００円 馬単： ６４，１０２，６００円 ワイド： ４３，４５０，５００円

３連複： １３１，４９６，０００円 ３連単： ２３６，４６３，４００円 計： ７１０，０９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２５０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（３－４） １，９８０円

馬 連 �� ５，８１０円 馬 単 �� ９，６００円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� ６３０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ７，０６０円 ３ 連 単 ��� ４９，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３１０８５１ 的中 � ３１２９５（４番人気）
複勝票数 計 ５９９７４０ 的中 � ６１２３５（４番人気）� ３２１６８（７番人気）� １２００７４（２番人気）
枠連票数 計 ２７４１２８ 的中 （３－４） １０２６５（７番人気）
馬連票数 計１１６１０８６ 的中 �� １４７５１（２０番人気）
馬単票数 計 ６４１０２６ 的中 �� ４９３３（３４番人気）
ワイド票数 計 ４３４５０５ 的中 �� ５８１０（２１番人気）�� １７７６２（５番人気）�� ９３８４（１３番人気）
３連複票数 計１３１４９６０ 的中 ��� １３７５４（２３番人気）
３連単票数 計２３６４６３４ 的中 ��� ３５１４（１５８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．２―１２．７―１２．３―１２．１―１１．９―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．６―４９．３―１：０１．６―１：１３．７―１：２５．６―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サクラボールド �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サクラユタカオー

２００７．５．４生 牡５栗 母 サクラユスラウメ 母母 セダンフオーエバー ２２戦２勝 賞金 ４８，１８５，０００円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０７０ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第１０競走 ��
��１，７００�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

１１ セブンサミッツ 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２－ ４１：４５．８ ６．７�

４７ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５２ 北村 宏司久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ２１．１�
３４ エスジーブルーム 牝３鹿 ５２ 松岡 正海窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６＋ ４１：４５．９クビ １５．１�
６１０ リアルアヴェニュー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５２４－ ２１：４６．１１ ９．５�

（大井）

２２ サンマルデューク 牡３黒鹿５４ 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ３．５�
７１３� タイガースラム �６栗 ５７ 藤岡 佑介吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５７２＋ ２１：４６．３	 １９．７�
５８ パワースポット 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ８１：４６．５１
 ５．２	
８１５ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６８－ ４１：４６．６� ８．６

６１１ ヒカリアスティル 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５０６－ ８１：４６．８１
 ２７８．０�
７１２� モエレエンデバー 牡５黒鹿５７ 松山 弘平中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８８＋ ２１：４７．０１
 １２９．１
５９ ミラクルセッション 牡６栗 ５７ 石橋 脩吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５００－ ４１：４７．１� ２８．０�
４６ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１４－ ６１：４７．４２ ６８．６�
２３ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 武士沢友治礒川 正明氏 松永 康利 日高 日西牧場 ５２２＋ ２１：４７．５� １８３．４�
３５ アントウェルペン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B５１２＋１６１：４８．７７ ５．７�
８１４� ナムラビスマルク 牡８栗 ５７ 森 泰斗ディアレスト 高橋 裕 門別 いとう牧場 ４８８＋１０１：４９．４４ ４９６．８�

（船橋）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，３１７，２００円 複勝： ６２，５４５，６００円 枠連： ３３，０８６，１００円

馬連： １４０，２９０，３００円 馬単： ７６，２６６，８００円 ワイド： ４６，８３７，５００円

３連複： １６２，８２９，６００円 ３連単： ２７８，５５９，２００円 計： ８３７，７３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２３０円 � ６３０円 � ３９０円 枠 連（１－４） ４，６４０円

馬 連 �� ７，３９０円 馬 単 �� １４，９９０円

ワ イ ド �� １，９６０円 �� １，４００円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ２１，９３０円 ３ 連 単 ��� １３７，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３７３１７２ 的中 � ４４３２２（４番人気）
複勝票数 計 ６２５４５６ 的中 � ８５７５８（３番人気）� ２３２２６（１０番人気）� ４１１２７（７番人気）
枠連票数 計 ３３０８６１ 的中 （１－４） ５２６９（２３番人気）
馬連票数 計１４０２９０３ 的中 �� １４０１５（３４番人気）
馬単票数 計 ７６２６６８ 的中 �� ３７５７（６１番人気）
ワイド票数 計 ４６８３７５ 的中 �� ５８８０（３０番人気）�� ８３６６（２１番人気）�� ４７２１（３７番人気）
３連複票数 計１６２８２９６ 的中 ��� ５４８０（８４番人気）
３連単票数 計２７８５５９２ 的中 ��� １４９８（４８６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．９―４２．６―５５．１―１：０７．６―１：２０．２―１：３２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セブンサミッツ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．２９ 京都中止

２００６．５．１０生 牡６栗 母 マキシマムデニール 母母 ダイナセレナード １９戦４勝 賞金 ５０，９３５，０００円
〔騎手変更〕 タイガースラム号の騎手藤田伸二は，第８競走での落馬による検査のため藤岡佑介に変更。
〔制裁〕 タイガースラム号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番への進路影

響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キングブレイク号・コスモイーチタイム号・サンマルボス号・ラヴィアンクレール号
（非抽選馬） ４頭 ドンドドーン号・マジックモーメント号・メイショウタクミ号・メジロオマリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２レース目



１７０７１ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第６１回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳，２３．７．２以降２４．６．２４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

ラジオNIKKEI賞（１着）
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

３６ ファイナルフォーム 牡３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２８－ ２１：４７．９ ５．６�
（大井）

２４ ヤマニンファラオ 牡３栗 ５５ 安藤 勝己土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ４１：４８．２２ ４．０�
３５ オペラダンシング 牡３黒鹿５３ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４４６± ０１：４８．３� １３２．６�
８１５ メイショウカドマツ 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２０－ ２ 〃 ハナ ７．９�
２３ クリールカイザー 牡３栗 ５３ 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：４８．４クビ １８．３�
７１４ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５３ 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４２＋ ８１：４８．５� ２６．９�
１１ ショウナンカンムリ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４８２－ ８１：４８．６� ２９．５	
７１３ ロードアクレイム 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 
ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５４± ０１：４８．７クビ １３．５�
６１１ ハイクラウン 牡３栗 ５３ 石橋 脩渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４７４± ０１：４８．９１� ７６．７�
４８ ローレルブレット 牡３黒鹿５５ 田辺 裕信 
ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 ４３６＋ ６ 〃 ハナ １２．０
４７ � サンレイレーザー 牡３鹿 ５６ 松山 弘平永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ５１２＋ ２１：４９．１１� ６．８�
５１０ ア ー デ ン ト 牡３芦 ５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ２１：４９．４１� ６．９�
１２ ウイングドウィール 牝３黒鹿５１ 田中 勝春 
グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４９．６１� １６．１�
８１６ ビービージャパン 牡３栗 ５５ 田中 博康�坂東牧場 千田 輝彦 新ひだか 山際 智 ４７４＋ ４１：４９．７クビ ７４．１�
６１２ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５４ 武士沢友治田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ４０．７�
５９ ドリームトレイン 牡３黒鹿５３ 佐藤 哲三前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４７４－ ２１：５０．３３� ７５．２�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １４１，８３２，２００円 複勝： ２２９，０８５，５００円 枠連： １４６，３８２，２００円 馬連： ６７１，０２６，３００円 馬単： ３２６，２０３，８００円

ワイド： ２０９，９５０，５００円 ３連複： ９１７，９９５，９００円 ３連単： １，５４７，９９１，４００円 ５重勝： ９６４，４０９，５００円 計： ５，１５４，８７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ２，９８０円 枠 連（２－３） １，２８０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １１，５００円 �� ８，７５０円

３ 連 複 ��� ６３，６８０円 ３ 連 単 ��� ３０２，５５０円

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

キャリーオーバー なし����� ３，１６３，２７０円

票 数

単勝票数 計１４１８３２２ 的中 � ２００２０８（２番人気）
複勝票数 計２２９０８５５ 的中 � ２９１０９０（２番人気）� ４６６６６１（１番人気）� １４１９２（１６番人気）
枠連票数 計１４６３８２２ 的中 （２－３） ８４９５９（４番人気）
馬連票数 計６７１０２６３ 的中 �� ３６７７７０（２番人気）
馬単票数 計３２６２０３８ 的中 �� ８３７２８（３番人気）
ワイド票数 計２０９９５０５ 的中 �� １０３５９４（１番人気）�� ４２７９（９７番人気）�� ５６３５（８７番人気）
３連複票数 計９１７９９５９ 的中 ��� １０６４０（１９９番人気）
３連単票数 計１５４７９９１４ 的中 ��� ３７７６（９２４番人気）
５重勝票数 計９６４４０９５ 的中 ����� ２２５

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファイナルフォーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly デビュー ２０１２．３．１７ 中山１着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady ５戦３勝 賞金 ５４，３６７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アルキメデス号・ソルレヴァンテ号・プレミアムブルー号・ホーカーテンペスト号・マイネルカーミン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０７２ ７月１日 曇 良 （２４福島２）第６日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１６ オークヴィル 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ５０４＋１８１：０９．４ １５．１�
（大井）

８１５ リアリーラヴユー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：０９．８２� ３．９�
３６ アイティクイーン 牝４栗 ５５ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ５０８＋ ２１：０９．９� ６．０�
１２ コスモアクセス 牝３栗 ５２ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４１：１０．２１� ３．０�
４８ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８０－ ４ 〃 クビ １２．０�
２４ グラントリノ 牝３栗 ５２ 藤岡 佑介加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４２６－ ８１：１０．３クビ ４８．２�
１１ アポロアリーナ 牝３黒鹿５２ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 ４８０＋ ６ 〃 クビ ４１．９	
７１３ セントアンズ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７４＋ ６１：１０．４クビ １４９．６

６１２ クイーンアルタミラ 牝３黒鹿５２ 松岡 正海柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５６＋ ４１：１０．５� ８．５�
３５ � パリスブルー 牝５黒鹿５５ 森 泰斗 �ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 ４４４± ０１：１０．６� ３１４．７

（船橋）

２３ クールユリア 牝３鹿 ５２ 武士沢友治川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４７０＋ ４１：１０．７クビ ４２．６�
５９ サクラメアリ 牝４栃栗５５ 江田 照男�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４７０＋ ４１：１０．９１� ３９．４�
５１０ カリスマテーラー 牝６栗 ５５ 石橋 脩中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ２１：１１．２１� ５７．８�
６１１� ハハノオモイノセテ 牝３鹿 ５２

４９ ▲山崎 亮誠西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４０２－２４１：１１．５１� ９９．７�
４７ � マグピーソング 牝４芦 ５５

５２ ▲西村 太一藤田 在子氏 蛯名 利弘 新冠 村上 雅規 ４０８－ ６１：１１．６� ３７１．８�
７１４ マジッククレスト 牝３青鹿５２ 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋１２１：１３．４大差 ９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６４，１６８，５００円 複勝： ９３，５１２，６００円 枠連： ４９，５６９，５００円

馬連： １７７，４７７，７００円 馬単： １０５，７７０，５００円 ワイド： ７０，９９３，１００円

３連複： ２２５，１３７，２００円 ３連単： ４４７，８２１，０００円 計： １，２３４，４５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ４００円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（８－８） １，９５０円

馬 連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド �� ９００円 �� １，９９０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ７，０３０円 ３ 連 単 ��� ４１，４３０円

票 数

単勝票数 計 ６４１６８５ 的中 � ３３５４６（７番人気）
複勝票数 計 ９３５１２６ 的中 � ５０８３２（７番人気）� １５５８０６（２番人気）� １１７８１３（３番人気）
枠連票数 計 ４９５６９５ 的中 （８－８） １８８１４（１０番人気）
馬連票数 計１７７４７７７ 的中 �� ５６２９０（９番人気）
馬単票数 計１０５７７０５ 的中 �� １５９４５（１９番人気）
ワイド票数 計 ７０９９３１ 的中 �� １９６２３（１０番人気）�� ８４２６（２２番人気）�� ２５９４０（６番人気）
３連複票数 計２２５１３７２ 的中 ��� ２３６４４（２２番人気）
３連単票数 計４４７８２１０ 的中 ��� ７９７８（１２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．７―１１．６―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．３―４４．９―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．１
３ ・（２，８，１４）１０，１３（３，１２，１５）－（１，９，１６）６，１１－４，５－７ ４ ・（２，８）１４（１２，１０，１３，１５）（３，１６）９（１，６，１１）－４，５－７

勝馬の
紹 介

オークヴィル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．３．５ 中山４着

２００８．１．２１生 牝４鹿 母 オーパスワン 母母 ティルティング ８戦２勝 賞金 １５，９８０，０００円
〔調教再審査〕 マジッククレスト号は，４コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジッククレスト号は，平成２４年８月１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 メイブリーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

５レース目



（２４福島２）第６日 ７月１日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 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 手 当

２１８，６３０，０００円
６，７４０，０００円
１，７７０，０００円
１９，６６０，０００円
６０，８８９，５００円
５，４５２，４００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
４５８，５７４，０００円
７９８，６１０，４００円
３８９，５７３，１００円
１，５５５，９２５，２００円
９０５，５３２，１００円
５７１，０９７，５００円
２，０１０，２９２，１００円
３，５７２，３２０，４００円
９６４，４０９，５００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 １１，２２６，３３４，３００円

総入場人員 １３，４２６名 （有料入場人員 １１，０５６名）


