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18001 6月29日 曇 良 （25福島2）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

33 マイネルディアベル 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 444＋ 61：09．7 5．4�

55 ボーンレジェンド 牝2鹿 54 横山 典弘 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 466－ 81：09．91� 3．4�
22 コスモドーム 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：10．0� 2．0�
11 デサフィナード 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 420± 01：10．53 21．6�
77 マイネルガヴァナー 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 白井牧場 434－ 41：10．82 10．3	
88 ライクアラヴァー 牝2栗 54 武士沢友治�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 426－ 61：11．54 85．1

44 タイキフォンテーヌ 牝2鹿 54

52 △嶋田 純次�大樹ファーム 黒岩 陽一 浦河 日田牧場 422＋ 41：11．6� 19．7�
66 ハンサムオウジ 牡2鹿 54 田辺 裕信スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 442＋ 21：13．9大差 16．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 18，133，700円 複勝： 33，621，000円 枠連： 発売なし
馬連： 36，392，600円 馬単： 28，590，900円 ワイド： 17，130，500円
3連複： 40，462，000円 3連単： 100，880，400円 計： 275，211，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 140円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 3，990円

票 数

単勝票数 計 181337 的中 � 26495（3番人気）
複勝票数 計 336210 的中 � 50656（3番人気）� 60604（2番人気）� 156568（1番人気）
馬連票数 計 363926 的中 �� 31983（3番人気）
馬単票数 計 285909 的中 �� 11959（8番人気）
ワイド票数 計 171305 的中 �� 14257（3番人気）�� 27502（2番人気）�� 38145（1番人気）
3連複票数 計 404620 的中 ��� 69732（1番人気）
3連単票数 計1008804 的中 ��� 18695（10番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．1―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．3―45．9―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．4
3 1（2，4，6）（3，5）8－7 4 ・（1，2）3（4，6）5，8，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルディアベル 
�
父 ナイキアディライト 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．6．9 阪神5着

2011．4．26生 牡2青鹿 母 ムービースクリーン 母母 ネクストムービー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔調教再審査〕 ハンサムオウジ号は，4コーナーで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〕 ハンサムオウジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月29日まで平地競

走に出走できない。

18002 6月29日 曇 稍重 （25福島2）第1日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：43．3
1：41．7

良
不良

59 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 内田 博幸�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 504－ 61：47．4 1．3�
11 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 434± 01：47．82� 58．8�
35 ネクタルブルー 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 B476－ 81：48．43� 12．1�
610 ヴィルトグラーフ �3鹿 56 西田雄一郎有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498－ 61：48．61� 13．8�
47 マイネルエウロス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 496－141：48．92 26．7	
814 ノーブルシャトル 牝3栗 54 武士沢友治吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 444－ 91：49．64 124．8

611 ガルサンダー 牡3鹿 56 平野 優平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 長谷部牧場 484± 01：49．91� 283．3�
46 ブランドハヤテ 牡3芦 56 田中 勝春榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 468± 01：50．11� 11．8�
22 フクノアトリア 牝3鹿 54 上野 翔福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 B464－ 41：50．31� 318．9
34 カシノハッピー 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B434－ 21：50．51� 114．6�
712 マツリダデンカ 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁髙橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：50．71� 73．2�
58 コウヨウミラクル 牡3鹿 56 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 436 ―1：51．65 22．8�
815 ウエスタンマキロイ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472 ―1：51．7� 102．8�
23 エドノマツカゼ 牡3鹿 56 宮崎 北斗遠藤 喜松氏 尾関 知人 日高 出口牧場 470－ 61：52．65 203．2�
713 ボンボンショコラ 牝3黒鹿54 松岡 正海新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 浦河 ヒダカフアーム 524－ 41：59．4大差 17．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，240，000円 複勝： 75，180，400円 枠連： 11，247，500円
馬連： 39，488，300円 馬単： 36，123，600円 ワイド： 21，256，900円
3連複： 54，597，200円 3連単： 118，788，900円 計： 377，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 670円 � 210円 枠 連（1－5） 2，730円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 920円 �� 280円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 17，660円

票 数

単勝票数 計 212400 的中 � 137510（1番人気）
複勝票数 計 751804 的中 � 550797（1番人気）� 8521（8番人気）� 37417（3番人気）
枠連票数 計 112475 的中 （1－5） 3046（10番人気）
馬連票数 計 394883 的中 �� 11836（7番人気）
馬単票数 計 361236 的中 �� 8689（10番人気）
ワイド票数 計 212569 的中 �� 5388（9番人気）�� 22389（2番人気）�� 1312（32番人気）
3連複票数 計 545972 的中 ��� 9123（18番人気）
3連単票数 計1187889 的中 ��� 4965（54番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―11．6―12．6―12．7―12．5―12．7―13．2―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．0―42．6―55．3―1：07．8―1：20．5―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．6
1
3
5（9，10）（2，3）11（1，4，13）（6，7）－12－14－（8，15）・（5，9）10＝（2，1）11，7－（3，6）4（14，15）12－13－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケツァルコアトル �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．10．6 東京12着

2010．5．11生 牡3青鹿 母 トーセンイレイシャ 母母 イ レ イ シ ャ 18戦1勝 賞金 11，925，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 カシノハッピー号の騎手山崎亮誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 エドノマツカゼ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボンボンショコラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月29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 フェイマスシーン号

第２回 福島競馬 第１日



18003 6月29日 曇 良 （25福島2）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （芝・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
1：45．3
1：44．1

良
良

35 ア ン レ ー ル 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：48．1 2．9�
48 ワナビーザベスト 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：48．2� 9．8�
12 レアパルファム 牝3芦 54 江田 照男森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 458－ 41：48．3� 10．2�
11 コウヨウルビー 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 506± 0 〃 ハナ 4．7�
23 クレバーチャーム 牝3黒鹿54 横山 典弘 �ウエスタンファーム 萱野 浩二 新冠 競優牧場 408＋ 21：48．51� 8．4	
24 ナデシコニッポン 牝3芦 54 松岡 正海石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 450± 01：48．82 7．7

713 トランプクイーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：48．9� 14．0�
510 コスモケリア 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 468＋ 41：49．0� 28．7�
59 ハーツコンセンサス 牝3青鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 和幸 新冠 追分ファーム 462± 0 〃 ハナ 19．5
36 モ ン ブ ラ ン 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �北星村田牧場 木村 哲也 新冠 北星村田牧場 416－101：49．63� 295．4�
714 クラウンセシリア 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真�クラウン 松永 康利 新冠 浜口牧場 460＋12 〃 ハナ 134．7�
815 ディアラブクイーン 牝3黒鹿54 吉田 豊ディアレスト 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 476－121：49．7� 21．2�
612 オ ー レ リ ー 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂�ターフ・スポート新開 幸一 浦河 大北牧場 426± 01：49．91� 483．0�
611 クラウンアルテミス 牝3鹿 54 西村 太一�クラウン 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 クビ 64．8�
47 センサシオン 牝3黒鹿54 田中 勝春柴田 洋一氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 414＋ 21：50．0クビ 59．3�
816 アクロコリントス 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：51．17 425．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，329，800円 複勝： 39，853，300円 枠連： 15，220，700円
馬連： 49，208，000円 馬単： 31，235，000円 ワイド： 23，981，300円
3連複： 63，908，000円 3連単： 100，144，300円 計： 344，880，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 270円 � 220円 枠 連（3－4） 1，550円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 680円 �� 510円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 19，150円

票 数

単勝票数 計 213298 的中 � 58490（1番人気）
複勝票数 計 398533 的中 � 86394（1番人気）� 33078（6番人気）� 46269（4番人気）
枠連票数 計 152207 的中 （3－4） 7278（5番人気）
馬連票数 計 492080 的中 �� 18906（7番人気）
馬単票数 計 312350 的中 �� 7742（7番人気）
ワイド票数 計 239813 的中 �� 8751（8番人気）�� 12313（2番人気）�� 4600（18番人気）
3連複票数 計 639080 的中 ��� 12382（10番人気）
3連単票数 計1001443 的中 ��� 3861（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．2―12．1―12．1―12．0―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．7―47．8―59．9―1：11．9―1：23．9―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ア ン レ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．8 中山9着

2010．1．31生 牝3鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 6戦1勝 賞金 7，090，000円
〔制裁〕 クレバーチャーム号の騎手横山典弘は，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：14番）
※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 ソムニアシチー号
（非抽選馬） 1頭 ヤナガセイコ号

18004 6月29日 曇 稍重 （25福島2）第1日 第4競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走11時40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

12 ナムラコンジョウ 牡3芦 56 横山 典弘奈村 信重氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 500－101：09．2 3．6�
24 � ハントヴェルカー 牡3鹿 56 内田 博幸前田 幸治氏 田中 剛 米

Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

518± 01：09．62� 1．9�
510 ジョブックガーター 牡3青 56 武士沢友治�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 448－ 61：10．02� 10．1�
815 ショウナンパンチ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 坂田牧場 500－161：10．21	 8．3�
47 ムネニアオリボン 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 498－ 11：10．41	 133．6�
59 ローレルマヌエル 牡3芦 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新ひだか 山本 昇寿 448－ 81：10．61	 35．2	
612 カシマルフィ 牡3黒鹿56 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 454± 01：10．81	 16．5

35 デラウメイア 牡3栗 56 柴田 善臣野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 448－ 41：10．9� 24．2�
48 ダンシングイレーネ 牝3黒鹿54 大庭 和弥 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 482＋ 41：11．11� 207．2
611 クリアプロフィット 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 488＋ 21：11．31	 130．6�
23 � アンフォーギビング 牝3鹿 54 田辺 裕信�大樹ファーム 大竹 正博 米 Eagle

Holdings 524－ 2 〃 アタマ 22．1�
714 ミリオンジス 牝3鹿 54 柴田 大知�岡崎牧場 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 444＋ 61：11．72� 146．4�
36 マネタイザー 牡3栗 56 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 日優牧場 456－ 41：12．02 130．9�
713 フクノシリウス 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁福島 実氏 嶋田 潤 浦河 山口 義彦 B438－ 21：12．21	 149．5�
816� アスペンサミット 牝3鹿 52 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 470 ―1：12．62� 59．5�
11 � シゲルアクエリアス 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 圭三 米 Lambholm 496－ 81：12．91
 134．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，716，300円 複勝： 35，732，000円 枠連： 13，728，900円
馬連： 42，934，600円 馬単： 32，646，800円 ワイド： 22，024，200円
3連複： 59，704，500円 3連単： 106，874，100円 計： 336，361，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（1－2） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 150円 �� 470円 �� 300円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 3，740円

票 数

単勝票数 計 227163 的中 � 49726（2番人気）
複勝票数 計 357320 的中 � 72476（2番人気）� 129492（1番人気）� 38122（4番人気）
枠連票数 計 137289 的中 （1－2） 37369（1番人気）
馬連票数 計 429346 的中 �� 114030（1番人気）
馬単票数 計 326468 的中 �� 34479（2番人気）
ワイド票数 計 220242 的中 �� 48155（1番人気）�� 9107（6番人気）�� 16569（3番人気）
3連複票数 計 597045 的中 ��� 67449（1番人気）
3連単票数 計1068741 的中 ��� 21128（4番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．3―12．0―12．4―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．8―43．8―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラコンジョウ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2012．7．22 札幌7着

2010．4．16生 牡3芦 母 ナムラシンシア 母母 ナムラヒミコ 6戦1勝 賞金 6，600，000円
〔その他〕 ナムラコンジョウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナムラコンジョウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年7月29日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 2頭 サザンビクトル号・トウショウブロンコ号



18005 6月29日 曇 良 （25福島2）第1日 第5競走 ��1，000�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
57．1
55．4

良
良

56 フラワーハート 牝2鹿 54 江田 照男花垣 春男氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 442 ― 57．8 6．3�
22 エタニティタイム 牝2栗 54 田辺 裕信福島 祐子氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 416 ― 〃 ハナ 8．8�
45 クラウンデュナミス 牝2黒鹿54 松岡 正海矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 444 ― 58．22� 4．9�
69 ガーネットアイ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 千歳 社台ファーム 380 ― 58．51� 16．9�
57 カ プ チ ー ノ 牡2鹿 54 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 440 ― 58．82 16．9�
68 クリノヨウキヒ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 ヤナガワ牧場 402 ― 59．01� 21．9	
812 ジ ャ リ ー ヴ 牝2鹿 54 戸崎 圭太佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 460 ― 59．21� 2．0

33 ミスリバティー 牝2栗 54

51 ▲山崎 亮誠 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 364 ― 59．41 36．5�
11 マイネルスコープ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 436 ― 〃 クビ 35．4
710 ラッキークローバー 牝2黒鹿 54

52 △嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 414 ―1：00．03� 95．0�
813 サマードール 牝2栗 54 宮崎 北斗セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 荒木 貴宏 444 ― 〃 クビ 42．7�
711 カ シ ノ バ ル �2栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 452 ―1：00．32 62．7�
44 ヴァントーズ 牝2栗 54 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 448 ― （競走中止） 151．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，620，800円 複勝： 29，788，300円 枠連： 11，426，400円
馬連： 40，071，100円 馬単： 30，582，200円 ワイド： 19，507，600円
3連複： 50，447，300円 3連単： 90，982，100円 計： 294，425，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 210円 � 170円 枠 連（2－5） 1，560円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 690円 �� 420円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 23，030円

票 数

単勝票数 計 216208 的中 � 27164（3番人気）
複勝票数 計 297883 的中 � 41371（3番人気）� 35463（4番人気）� 53004（2番人気）
枠連票数 計 114264 的中 （2－5） 5432（7番人気）
馬連票数 計 400711 的中 �� 12026（8番人気）
馬単票数 計 305822 的中 �� 4809（17番人気）
ワイド票数 計 195076 的中 �� 6806（7番人気）�� 12032（4番人気）�� 8093（5番人気）
3連複票数 計 504473 的中 ��� 10728（9番人気）
3連単票数 計 909821 的中 ��� 2916（67番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．5―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．6
3 3（5，8）12（2，6）－（9，10）7－1－13，11 4 ・（3，5）（2，6，8，12）－9，7－10－1－（11，13）

勝馬の
紹 介

フラワーハート �
�
父 サムライハート �

�
母父 Honour and Glory 初出走

2011．3．18生 牝2鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヴァントーズ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ヴァントーズ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

18006 6月29日 曇 良 （25福島2）第1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

713 トーセンジャステス 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 532－102：02．5 4．5�
23 ロードラファエル 牡3鹿 56 吉田 豊 �ロードホースクラブ 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 460－ 82：02．71� 11．8�
24 メロディフェア 牝3青鹿54 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 440＋ 22：02．91 7．9�
816� アンナチュラル 牝3鹿 54 田辺 裕信�大樹ファーム 古賀 慎明 米

Galleria Blood-
stock & Summer-
hill Bloodstock

446－ 62：03．43 15．3	
510 テワヒポウナム 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 434－ 6 〃 アタマ 3．4

612 ポンデザムール 牡3黒鹿56 松岡 正海岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 494＋ 22：03．61	 14．7�
611 ビバゴールデン 牝3鹿 54 西田雄一郎桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 464＋10 〃 ハナ 19．1�
11 シェーンフレール 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：03．7クビ 26．1
714 ニシノアイボウ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 472－ 4 〃 ハナ 42．4�
48 ナムラショウリ 牡3鹿 56 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 444－ 4 〃 クビ 7．4�
36 チョコレートリリー 牝3青鹿54 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 22：03．91� 9．2�
59 ウェディングリング 牝3鹿 54 西村 太一吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 426± 02：04．11� 153．8�
12 コウジンチーター 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 新ひだか 山野牧場 424－ 42：04．2クビ 324．5�
47 ユニバーサルドーン 牡3鹿 56 武士沢友治岡田 牧雄氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 460 ―2：04．51
 122．2�
35 スカイトップガン 牡3栗 56 田中 勝春池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 474 ―2：04．71	 61．0�
815 ダイワスペクター 牡3黒鹿56 蛯名 正義大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B518＋ 42：04．91	 125．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，017，300円 複勝： 38，477，800円 枠連： 15，129，200円
馬連： 52，391，900円 馬単： 32，614，800円 ワイド： 28，560，600円
3連複： 68，770，500円 3連単： 107，278，400円 計： 366，240，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 410円 � 260円 枠 連（2－7） 1，250円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 900円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，950円 3 連 単 ��� 45，660円

票 数

単勝票数 計 230173 的中 � 40700（2番人気）
複勝票数 計 384778 的中 � 52835（2番人気）� 22047（7番人気）� 40995（4番人気）
枠連票数 計 151292 的中 （2－7） 8991（4番人気）
馬連票数 計 523919 的中 �� 9952（15番人気）
馬単票数 計 326148 的中 �� 3450（30番人気）
ワイド票数 計 285606 的中 �� 5479（16番人気）�� 7987（7番人気）�� 6894（11番人気）
3連複票数 計 687705 的中 ��� 6388（25番人気）
3連単票数 計1072784 的中 ��� 1734（137番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―13．0―13．2―12．8―12．3―12．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．7―48．7―1：01．9―1：14．7―1：27．0―1：39．3―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンジャステス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roy デビュー 2013．3．10 中山4着

2010．2．28生 牡3鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※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） 1頭 アイサメヤラズ号
（非抽選馬） 4頭 ウルフキングボーイ号・ダルメシアン号・マイネリッカ号・ルーベンスクラフト号



曇 稍重 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
不良

メイスンウォー 鹿 内田 博幸梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ：

コスモナイスガイ 黒鹿 柴田 大知 ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム 〃 アタマ

オ フ ィ シ エ 鹿 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 B ：

オリオンザミラクル 鹿 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 小島牧場 ：
サクセスカーチス 鹿 △嶋田 純次髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ：
アズマワンダー 栗 大庭 和弥田島 大史氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ：
ドラゴンナイト 鹿 武士沢友治窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 ：
アーリーボーイ 鹿 西村 太一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム ：
ファイアポイント 黒鹿 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒木 貴宏 ：
メイショウレスト 栗 蛯名 正義松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 松栄牧場 ：
ブライトオリーヴ 鹿 ▲長岡 禎仁 岡崎牧場 加藤 和宏 新冠 北星村田牧場 ：
ケンブリッジアトナ 栗 西田雄一郎中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ：
ストロングホールド 鹿 柴田 善臣岡田 牧雄氏 柴田 政人 日高 ナカノファーム ：
ディーズリアン 鹿 宮崎 北斗秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ：
マクガフィン 鹿 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 藤本牧場 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F・
・ ・ －

勝馬の
紹 介

メイスンウォー 父 ウォーエンブレム 母父 エンドスウィープ
母 ネバーエンディング 母母 マキシマムデニール

〔競走中止〕 マクガフィン号は，
〔制裁〕 コスモナイスガイ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（ の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストロングホールド号・ディーズリアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

曇 良 競走
（芝・右）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

ダノンエレガント 鹿 蛯名 正義 ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ：

フクノハツヒメ 鹿 ▲山崎 亮誠福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 ：
ユキノアイオロス 鹿 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ：
アイティクイーン 栗 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ： クビ

マックスストレイン 栗 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 〃 アタマ

コウヨウアレス 青鹿 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ：
プランタンビジュー 鹿 柴田 善臣 社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ：
パイライトパワー 鹿 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ：
プレミアムカード 鹿 松岡 正海青芝商事 清水 英克 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ：
リバティーホール 鹿 石橋 脩吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 ：
アズマスターフィー 黒鹿 西田雄一郎藤田 秀行氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 B ：
バトルレジナ 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 ：
マコトヴィルッキオ 栃栗 宮崎 北斗尾田左知子氏 尾形 充弘 様似 出口 繁夫 〃 ハナ

サンキストビーチ 鹿 柴田 大知新木 鈴子氏 成島 英春 浦河 ヒダカフアーム 〃 クビ

レ フ ア 鹿 △嶋田 純次桑畑 信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 ： クビ

プラティーヌ 鹿 田中 勝春伊藤 元庸氏 高市 圭二 新冠 細川農場 B ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F
－

勝馬の
紹 介

ダノンエレガント 父 ブライアンズタイム 母父 メジロライアン
母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を
〔発走状況〕 バトルレジナ号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 バトルレジナ号の騎手江田照男は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バトルレジナ号は， 停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

デンコウスカイ号・レッドガルシア号

競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。
クリノローガン号



18009 6月29日 曇 良 （25福島2）第1日 第9競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 山 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53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

33 マイネルテンクウ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 510－142：39．6 3．3�

44 ブライトボーイ 牡4鹿 57 石橋 脩古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 458－142：40．02� 3．4�
67 シンボリジャズ 牡3鹿 53 蛯名 正義シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 480－ 22：40．85 5．2�
66 	 コトブキハレスガタ 牝4鹿 55 武士沢友治尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 470± 0 〃 クビ 236．6�
55 トーセンワープ 牡3鹿 53 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－ 82：41．01
 6．5	
11 	 アンバサドゥール 牡4鹿 57 田中 勝春伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 456＋ 22：41．21
 51．9

811 ケイアイジーニアス 牡4鹿 57 田辺 裕信亀田 和弘氏 斎藤 誠 新ひだか 折手牧場 454－ 22：41．52 24．1�
78 マイネルクレイズ 牡3黒鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 462± 02：41．81� 8．1�
810 クリノメダリスト 牝7栗 55 吉田 豊栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 446＋ 4 〃 クビ 81．7
22 ステアトゥヘヴン 牡4鹿 57 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 514－ 62：42．43� 12．9�
79 デルマカマイタチ 牡3黒鹿53 江田 照男浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B476－ 62：42．61 29．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，580，100円 複勝： 48，375，200円 枠連： 15，905，400円
馬連： 76，077，300円 馬単： 47，157，400円 ワイド： 30，252，200円
3連複： 88，703，100円 3連単： 181，954，100円 計： 517，004，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 220円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 285801 的中 � 69781（1番人気）
複勝票数 計 483752 的中 � 105714（2番人気）� 109955（1番人気）� 63661（3番人気）
枠連票数 計 159054 的中 （3－4） 21583（1番人気）
馬連票数 計 760773 的中 �� 103135（1番人気）
馬単票数 計 471574 的中 �� 28878（2番人気）
ワイド票数 計 302522 的中 �� 38674（1番人気）�� 22224（2番人気）�� 16883（5番人気）
3連複票数 計 887031 的中 ��� 71353（1番人気）
3連単票数 計1819541 的中 ��� 32564（3番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．5―12．6―12．8―12．5―12．7―12．4―12．3―11．3―11．7―11．6―12．1

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�
13．1―25．1―37．6―50．2―1：03．0―1：15．5―1：28．2―1：40．6―1：52．9―2：04．2―2：15．9―2：27．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルテンクウ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．8．14 札幌9着

2009．2．3生 牡4鹿 母 コスモフライハイ 母母 レディビーナス 24戦2勝 賞金 37，975，000円

18010 6月29日 曇 稍重 （25福島2）第1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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 � ダブルスター 牡4栗 57 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500－ 41：46．0 4．3�
611 サトノプライマシー 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 530＋ 81：46．31	 2．5�
22 ケイアイアポロン 牡5鹿 57 横山 義行亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 534＋ 21：47．04 236．2�
23 ラヴェルソナタ 
5鹿 57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 32．4�
712 トルバドゥール 牡5栃栗57 田中 勝春 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 490－121：47．1クビ 42．1�
34 ハコダテナイト 牡3栗 54 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 504－ 2 〃 クビ 3．5	
713 ダノンジュピター 牡8栗 57 内田 博幸
ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 478－ 21：47．2� 15．0�
59 シルクコスモス 
6栗 57 石橋 脩有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 448－ 81：47．41� 280．6�
47 � タンスチョキン 牝3鹿 52 柴田 大知栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462± 01：47．5クビ 15．0
35 シルクパルサー 牡6鹿 57 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 486－ 21：47．6� 29．2�
58 ノッティングボーイ 牡5鹿 57 草野 太郎齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 504－ 41：47．92 419．0�
815 ハリマノワタリドリ 牡7栗 57 武士沢友治福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B480－ 2 〃 アタマ 97．0�
814 マルターズグロウヴ 牡5黒鹿57 西田雄一郎藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 494－ 41：48．21	 327．3�
46 アイスフォーリス 牝4芦 55 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472＋121：48．3クビ 12．2�
610� セイカミカワ 牝6黒鹿55 伊藤 工真久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 494－121：49．47 178．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，154，600円 複勝： 57，728，600円 枠連： 24，683，400円
馬連： 115，050，800円 馬単： 70，371，000円 ワイド： 40，653，500円
3連複： 130，707，000円 3連単： 255，570，500円 計： 735，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 140円 � 1，900円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 300円 �� 4，760円 �� 5，220円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 57，000円

票 数

単勝票数 計 411546 的中 � 75424（3番人気）
複勝票数 計 577286 的中 � 105391（3番人気）� 150499（1番人気）� 4805（11番人気）
枠連票数 計 246834 的中 （1－6） 31049（2番人気）
馬連票数 計1150508 的中 �� 151161（2番人気）
馬単票数 計 703710 的中 �� 37376（6番人気）
ワイド票数 計 406535 的中 �� 41046（2番人気）�� 1902（38番人気）�� 1731（40番人気）
3連複票数 計1307070 的中 ��� 5946（47番人気）
3連単票数 計2555705 的中 ��� 3309（159番人気）

ハロンタイム 7．0―12．0―12．2―12．7―12．8―12．7―12．3―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―19．0―31．2―43．9―56．7―1：09．4―1：21．7―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．6
1
3
1（6，11）（3，12）－（5，7）－（8，14）9（2，4）（10，15）13
1（6，11）（3，12）（7，9）（5，14）（8，4）2，15（13，10）

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

勝馬の
紹 介

�ダブルスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2009．3．21生 牡4栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 12戦3勝 賞金 48，932，000円
地方デビュー 2011．6．29 門別

※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） 3頭 コスモイフリート号・タイセイスティング号・マイネルアウストロ号



18011 6月29日 曇 良 （25福島2）第1日 第11競走 ��
��1，200�テレビユー福島賞

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，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

テレビユー福島賞（1着）
賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

816 プリンセスメモリー 牝6鹿 55 松岡 正海海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 408－ 61：08．5 9．8�
24 ヤマニンパピオネ 牝5芦 55 石橋 脩土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 500－ 41：08．81� 6．8�
59 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 内田 博幸ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 502－ 6 〃 ハナ 3．6�
23 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 武士沢友治曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 506－ 4 〃 ハナ 8．7�
612 イセノスバル 牡7青 57 柴田 大知大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 518－ 41：08．9クビ 251．9�
48 セイコーライコウ 牡6鹿 57 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 492＋ 41：09．0� 13．0�
35 レオパステル 牝6鹿 55 蛯名 正義田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436－ 2 〃 アタマ 3．7	
815 マッキーコバルト 牡7鹿 57 田辺 裕信薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B452－ 61：09．1	 29．0

510 ケンブリッジエル 牡7黒鹿57 江田 照男中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 502－181：09．2	 43．4�
713 ローブドヴルール 牝7鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 512＋10 〃 ハナ 228．9
714 ストロングポイント 牡7芦 57 的場 勇人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 470± 0 〃 アタマ 421．6�
47 
 オールブランニュー 牝7黒鹿55 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472－ 21：09．3� 152．5�
12 � ロードバロック 牡8鹿 57 吉田 豊 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm 438± 0 〃 ハナ 110．3�
36 リ ン ゴ ッ ト �5栗 57 西村 太一吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 506－ 81：09．61� 41．7�
11 ウインバンディエラ 牡7栗 57 戸崎 圭太�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 460－141：09．92 42．5�
611 シーブリーズライフ 牝3栗 52 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 436± 0 〃 アタマ 7．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，104，800円 複勝： 102，847，200円 枠連： 57，226，600円
馬連： 251，643，600円 馬単： 136，947，200円 ワイド： 83，539，100円
3連複： 322，892，100円 3連単： 616，754，300円 計： 1，633，954，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 290円 � 230円 � 160円 枠 連（2－8） 1，270円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 710円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 41，900円

票 数

単勝票数 計 621048 的中 � 50367（6番人気）
複勝票数 計1028472 的中 � 81834（6番人気）� 109920（3番人気）� 218294（2番人気）
枠連票数 計 572266 的中 （2－8） 33370（6番人気）
馬連票数 計2516436 的中 �� 46966（17番人気）
馬単票数 計1369472 的中 �� 13192（34番人気）
ワイド票数 計 835391 的中 �� 13720（17番人気）�� 29471（9番人気）�� 35223（6番人気）
3連複票数 計3228921 的中 ��� 46733（18番人気）
3連単票数 計6167543 的中 ��� 10865（134番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．8―11．4―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．1―44．5―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスメモリー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2009．7．25 新潟1着

2007．2．25生 牝6鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 25戦4勝 賞金 116，976，000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 サイレントソニック号・テイエムタイホー号

18012 6月29日 曇 稍重 （25福島2）第1日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16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

47 ヒ メ サ ク ラ 牝3鹿 52 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 446－ 81：47．1 16．8�
713 タニセンヴォイス 牝4栗 55 戸崎 圭太染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 464－ 21：47．42 4．1�
58 アンルーリー 牝3鹿 52 吉田 豊ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 468－ 21：47．5クビ 2．9�
35 ニシノキュアノス 牝6青鹿55 蛯名 正義西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B506＋ 4 〃 クビ 47．3�
22 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿55 内田 博幸中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 502－ 61：47．71� 3．6�
814 サマーティアラ 牝5青鹿55 田辺 裕信セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 452± 0 〃 ハナ 19．1	
34 � シェイプリー 牝4鹿 55

53 △嶋田 純次 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 470＋201：48．44 154．6

11 スカルラット 牝4栃栗55 柴田 大知�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 480＋ 21：48．5クビ 42．6�
46 キョウエイヒドラ 牝5栗 55 伊藤 工真田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 488－ 21：49．13� 73．4
23 アンジェラスベル 牝3鹿 52 江田 照男田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 452－141：49．2� 33．1�
610 アースザスリー 牝3鹿 52 横山 典弘 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 468＋ 21：49．41� 7．4�
59 ジョウノソナタ 牝4黒鹿55 石橋 脩小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 472－101：49．71	 46．1�
712 ウィッシュアゲン 牝6鹿 55

52 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 482－ 4 〃 クビ 106．2�
815 パリーナチャン 牝4鹿 55 西田雄一郎�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 450＋ 21：51．29 161．9�
611 ラストウィッシュ 牝4鹿 55 松岡 正海吉田 和美氏 尾関 知人 洞爺湖 メジロ牧場 B446－121：58．9大差 170．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，126，000円 複勝： 74，709，700円 枠連： 31，978，100円
馬連： 136，062，400円 馬単： 80，941，200円 ワイド： 54，986，200円
3連複： 168，748，100円 3連単： 335，499，200円 計： 931，050，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 400円 � 160円 � 140円 枠 連（4－7） 2，530円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 670円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 33，150円

票 数

単勝票数 計 481260 的中 � 22649（5番人気）
複勝票数 計 747097 的中 � 33980（6番人気）� 130992（3番人気）� 182762（1番人気）
枠連票数 計 319781 的中 （4－7） 9349（10番人気）
馬連票数 計1360624 的中 �� 25411（10番人気）
馬単票数 計 809412 的中 �� 6521（29番人気）
ワイド票数 計 549862 的中 �� 11507（11番人気）�� 19605（7番人気）�� 49362（3番人気）
3連複票数 計1687481 的中 ��� 50444（6番人気）
3連単票数 計3354992 的中 ��� 7470（93番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―12．3―12．9―12．2―12．6―12．7―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―31．1―44．0―56．2―1：08．8―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4F50．9―3F38．3
1
3
・（7，9）13（10，11）（3，4，15）（6，12）（1，2）14－5－8・（7，15，13）2（9，3，10，5）6，1（12，8，14）－（4，11）

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

勝馬の
紹 介

ヒ メ サ ク ラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2013．4．13 中山8着

2010．5．20生 牝3鹿 母 デントロビウム 母母 メロウマダング 4戦2勝 賞金 13，800，000円
〔制裁〕 アンルーリー号の騎手吉田豊は，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：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラストウィッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月29日まで平地競

走に出走できない。



（25福島2）第1日 6月29日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

173，610，000円
10，780，000円
1，420，000円
15，130，000円
60，922，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
366，922，100円
651，308，900円
231，282，200円
956，114，800円
620，642，000円
401，512，400円
1，202，318，700円
2，328，810，000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 6，758，911，100円

総入場人員 9，043名 （有料入場人員 7，028名）
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