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18037 7月7日 曇 良 （25福島2）第4日 第1競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：46．0

良
良

59 ウインマーレライ 牡2黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：50．7 1．8�
816 ヘヴンリーシチー 牝2青 54

52 △嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 412－ 61：50．8� 58．8�
48 キネオダンサー 牝2鹿 54 田辺 裕信ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 21：51．01� 12．5�
35 エリーフェアリー 牝2鹿 54 柴田 善臣谷川 正純氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482＋ 6 〃 アタマ 31．6�
11 ロッカバラード 牡2青鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 428－ 21：51．1� 11．1	
714 デルカイザー 牡2黒鹿54 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470－ 21：51．31	 4．4

23 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿54 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 21：51．51	 115．1�
47 ヨイチスノー 牝2黒鹿54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 426－ 81：51．81� 73．7�
36 ダンディゴールド 牡2鹿 54 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 452± 01：52．01 31．7
24 コスモツケマ 牝2鹿 54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 438± 0 〃 クビ 107．6�
611 トーセンカフェ 牡2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 上原 博之 新ひだか 坂本牧場 504－ 21：52．1クビ 46．8�
612 パ ブ ロ ワ 牝2芦 54 石橋 脩菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504－ 61：52．2� 25．4�
510 アツカマシー 牡2芦 54

51 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 484－ 41：52．51� 81．7�
713 コスモリリパット 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 448＋ 4 〃 ハナ 55．9�
12 ランデックディオサ 牝2黒鹿54 田中 勝春簗田 満氏 高市 圭二 日高 大江牧場 442－ 61：52．82 11．5�
815 ミュゼエクスプレス 牡2栗 54 古川 吉洋髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 478－ 41：52．9� 269．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，771，900円 複勝： 40，840，800円 枠連： 16，590，400円
馬連： 51，551，700円 馬単： 38，035，900円 ワイド： 27，084，000円
3連複： 70，200，300円 3連単： 117，359，400円 計： 388，434，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 920円 � 240円 枠 連（5－8） 4，580円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 450円 �� 6，230円

3 連 複 ��� 15，080円 3 連 単 ��� 73，780円

票 数

単勝票数 計 267719 的中 � 121097（1番人気）
複勝票数 計 408408 的中 � 136194（1番人気）� 7402（11番人気）� 39532（3番人気）
枠連票数 計 165904 的中 （5－8） 2678（16番人気）
馬連票数 計 515517 的中 �� 6746（19番人気）
馬単票数 計 380359 的中 �� 3351（27番人気）
ワイド票数 計 270840 的中 �� 3252（19番人気）�� 16611（2番人気）�� 999（56番人気）
3連複票数 計 702003 的中 ��� 3436（47番人気）
3連単票数 計1173594 的中 ��� 1174（205番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．7―13．1―12．6―12．1―12．1―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―49．7―1：02．3―1：14．4―1：26．5―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマーレライ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．6．9 東京2着

2011．4．15生 牡2黒鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモディクシー号

18038 7月7日 曇 稍重 （25福島2）第4日 第2競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：06．9
1：06．9

良
良

48 フレックスハート 牝3鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B466± 01：09．0 2．6�
36 ベルモントホウオウ 牝3青鹿 54

52 △嶋田 純次 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント
ファーム 486－ 21：09．42� 5．4�

612 タイセイスペシャル 牝3芦 54 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 アラキフアーム 484＋ 41：09．72 4．2�
714 シ ェ ー ル 牝3芦 54 田辺 裕信谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 430－ 21：09．91� 15．8�
23 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 428－ 81：10．21� 10．6�
11 ニシノオタフク 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真西山 茂行氏 田中 剛 新ひだか 本桐牧場 484－ 4 〃 クビ 69．2	
47 マリアベール 牝3栗 54 武士沢友治島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 平野牧場 492－ 41：10．41� 9．0

816 スズカロカフラ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 438＋ 21：10．61� 78．5�
815 ブライトアーラ 牝3栗 54 古川 吉洋�岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436＋ 21：10．7クビ 243．8�
611 ダイワボビー 牝3鹿 54 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 470－101：11．33� 151．6
59 ホッカイカトリーヌ 牝3栗 54 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 408－ 61：11．62 235．2�
35 サンマルアクトレス 牝3栗 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 444－ 61：11．81� 385．1�
12 ルーセブラック 牝3黒鹿54 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 452＋ 61：11．9� 8．7�
510 ミワノロマンス 牝3芦 54 丹内 祐次大浅 貢氏 清水 英克 日高 三輪 幸子 446＋ 21：12．32� 516．5�
713 ヒシキャッツアイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行阿部 雅英氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 アタマ 60．3�
24 リネンジョオー 牝3栗 54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 小河 豊水 464 ― （競走中止） 259．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，085，000円 複勝： 37，319，400円 枠連： 14，459，800円
馬連： 49，059，200円 馬単： 33，393，700円 ワイド： 21，889，400円
3連複： 62，681，300円 3連単： 101，951，300円 計： 342，839，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 150円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 280円 �� 260円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 220850 的中 � 67702（1番人気）
複勝票数 計 373194 的中 � 97755（1番人気）� 61630（2番人気）� 58666（3番人気）
枠連票数 計 144598 的中 （3－4） 17444（2番人気）
馬連票数 計 490592 的中 �� 62077（1番人気）
馬単票数 計 333937 的中 �� 22582（1番人気）
ワイド票数 計 218894 的中 �� 20463（2番人気）�� 22428（1番人気）�� 11616（4番人気）
3連複票数 計 626813 的中 ��� 46647（1番人気）
3連単票数 計1019513 的中 ��� 15966（3番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．4―12．2―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．9―44．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレックスハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Distant View デビュー 2012．7．21 新潟6着

2010．3．25生 牝3鹿 母 デ ヴ ォ ア 母母 Souplesse 9戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走中止〕 リネンジョオー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 ハルカナルブルー号
（非抽選馬） 2頭 サンシャインレディ号・レディーピンク号

第２回 福島競馬 第４日



18039 7月7日 曇 良 （25福島2）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時10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 ショウナンバグース 牡3黒鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 446＋ 61：10．9 3．4�
35 � サウンドカスケード 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

494＋ 81：11．11� 18．3�
47 グ ン シ ン 牡3鹿 56 横山 典弘�大島牧場 堀井 雅広 浦河 大島牧場 472＋ 4 〃 クビ 8．3�
612 マプティット 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 420－ 21：11．2クビ 7．0�
24 プ ー カ 牝3黒鹿54 柴田 善臣 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 6 〃 クビ 3．3�
59 オンワードハーバー 	3芦 56

53 ▲山崎 亮誠樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 424－ 21：11．3クビ 190．9	
12 タケショウナデシコ 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 430－ 81：11．4� 6．6

815 ビューポイント 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 高松牧場 440＋ 21：11．5
 43．7�
36 スピニングゴッデス 牝3黒鹿54 武士沢友治池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 462－ 8 〃 クビ 37．9�
714 イ ク ラ ン 牡3栗 56 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456－ 41：11．6クビ 89．0
48 ナデシコホマレ 牝3栗 54 江田 照男 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 466＋12 〃 クビ 13．0�
510 ムーンリンガス 牡3青 56 古川 吉洋伊藤 巖氏 高橋 裕 茨城 栗山牧場 448－ 41：11．81� 97．5�
713 アノヒミタユメ 牝3黒鹿54 伊藤 工真小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 418－121：12．01� 161．7�
816 アラビアンドラゴン 	3芦 56 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム B424－ 41：12．21 61．4�
11 � イエスアンドノー 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新 G Harvey 496 ―1：12．83� 124．1�
23 ディアペタル 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂ディアレスト 小野 次郎 新冠 赤石 久夫 424＋ 61：13．86 207．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，349，900円 複勝： 33，285，800円 枠連： 17，030，200円
馬連： 46，895，100円 馬単： 32，146，300円 ワイド： 22，929，200円
3連複： 62，289，700円 3連単： 101，297，400円 計： 335，223，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 430円 � 300円 枠 連（3－6） 1，270円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 650円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 47，290円

票 数

単勝票数 計 193499 的中 � 46034（2番人気）
複勝票数 計 332858 的中 � 76390（1番人気）� 16438（7番人気）� 26799（5番人気）
枠連票数 計 170302 的中 （3－6） 9913（7番人気）
馬連票数 計 468951 的中 �� 10059（15番人気）
馬単票数 計 321463 的中 �� 4316（23番人気）
ワイド票数 計 229292 的中 �� 5018（14番人気）�� 9185（6番人気）�� 3646（18番人気）
3連複票数 計 622897 的中 ��� 5317（26番人気）
3連単票数 計1012974 的中 ��� 1581（136番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．1―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバグース �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．12．2 中山2着

2010．3．30生 牡3黒鹿 母 ウィンディレディ 母母 シーズアチャンス 8戦1勝 賞金 11，650，000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 クラウンストラーダ号・ヤマニントルシュ号

18040 7月7日 曇 良 （25福島2）第4日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11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
2：37．3
2：37．3

良
良

11 マイネルジェイド 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 440± 02：42．6 5．6�

59 マイネルゼータ 牡3青鹿56 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 42：42．92 4．9�

35 オ ベ レ ッ ク 牡3鹿 56 蛯名 正義片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 466± 02：43．0クビ 57．8�
816 マイネカトレア 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B440＋ 4 〃 ハナ 27．3�
815 カネトシエターナル 牝3栗 54 柴田 善臣兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 428＋ 2 〃 クビ 6．7�
48 オリジナルスマイル �3鹿 56 横山 典弘 	社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 496± 02：43．63� 5．3

36 カシマシャドウ 牡3黒鹿56 西田雄一郎松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 426± 02：44．13 30．8�
12 ジェネスヘイロー 牡3鹿 56 内田 博幸山口 真吾氏 木村 哲也 日高 長田ファーム 474＋ 42：44．42 7．2�
24 キョウエイリリック 牝3鹿 54 江田 照男田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 482＋102：44．72 15．6
611 リリーエンゼル 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠柳内 光子氏 久保田貴士 新冠 オリエント牧場 458－ 2 〃 クビ 133．7�
714 ケンブリッジモス 牡3栗 56 古川 吉洋中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 480＋162：44．8� 289．3�
713 パイナップルリリー 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 448－ 22：45．54 73．1�
510 コ イ コ イ 牡3栗 56 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 小泉牧場 452－ 22：45．6クビ 5．9�
47 メリオンジョー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 452－ 62：47．09 148．8�
612 マンボジャンボ 牡3芦 56 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B564± 02：47．21	 25．0�
23 トウカイアンコール 牝3黒鹿54 武士沢友治内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 456＋ 62：49．6大差 126．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，382，400円 複勝： 37，159，100円 枠連： 17，795，000円
馬連： 49，758，200円 馬単： 30，510，200円 ワイド： 23，794，200円
3連複： 69，805，200円 3連単： 104，701，900円 計： 352，906，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 210円 � 1，250円 枠 連（1－5） 480円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，950円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 25，760円 3 連 単 ��� 146，350円

票 数

単勝票数 計 193824 的中 � 27673（3番人気）
複勝票数 計 371591 的中 � 54305（2番人気）� 51608（3番人気）� 5995（11番人気）
枠連票数 計 177950 的中 （1－5） 27578（1番人気）
馬連票数 計 497582 的中 �� 25372（2番人気）
馬単票数 計 305102 的中 �� 7285（8番人気）
ワイド票数 計 237942 的中 �� 13787（1番人気）�� 1409（40番人気）�� 1231（44番人気）
3連複票数 計 698052 的中 ��� 2000（76番人気）
3連単票数 計1047019 的中 ��� 528（411番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．3―12．6―13．0―12．8―13．3―12．9―12．9―12．2―12．1―12．3―12．4

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�
12．8―23．8―36．1―48．7―1：01．7―1：14．5―1：27．8―1：40．7―1：53．6―2：05．8―2：17．9―2：30．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．8
1
�
16，3，2－13，5（8，9）6（1，14，10）7，15，4，12，11
16（2，9）5（6，8，10）（13，3）（1，15）（14，4）－7（12，11）

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

勝馬の
紹 介

マイネルジェイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．7．1 函館5着

2010．5．3生 牡3鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 13戦1勝 賞金 11，290，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイアンコール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月7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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 サラマジック号・テンカイチ号・トーホウギルス号・ヒカルスターダスト号・ルルドノヒトミ号・レッドオーディン号



18041 7月7日 曇 良 （25福島2）第4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 ハ ツ ガ ツ オ 牝2鹿 54 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 472 ―1：11．7 17．9�
810 グラスケリー 牝2芦 54 吉田 豊半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 458 ―1：12．02 4．0�
66 ダ ウ ト レ ス 牡2鹿 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498 ―1：12．21 7．6�
11 ブルーヴァルキリー 牝2栗 54 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 424 ―1：12．41� 5．0�
67 セイウンクロス 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 426 ― 〃 ハナ 2．5	
33 レッドキャンティー 牝2栗 54 江田 照男�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 436 ―1：12．72 30．1

22 コスモライキリ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 浦河 桑田 正己 442 ―1：12．8� 70．7�
78 タカラジャンヌ 牝2鹿 54 柴田 善臣村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 404 ―1：13．22� 14．1�
44 ボーノボーノ 牝2栗 54 田中 勝春友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 452 ―1：13．51� 13．5
55 メスイドール 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 えりも エクセルマネジメント 404 ―1：14．03 72．0�
79 アポロキュート 牝2鹿 54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 日高 合資会社カ

ネツ牧場 426 ―1：14．1クビ 61．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 24，774，400円 複勝： 32，459，300円 枠連： 12，688，000円
馬連： 45，688，100円 馬単： 35，059，700円 ワイド： 20，561，200円
3連複： 53，788，600円 3連単： 109，003，200円 計： 334，022，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 410円 � 170円 � 290円 枠 連（8－8） 2，990円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，030円 �� 650円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 68，820円

票 数

単勝票数 計 247744 的中 � 10909（7番人気）
複勝票数 計 324593 的中 � 17534（7番人気）� 65759（2番人気）� 28029（4番人気）
枠連票数 計 126880 的中 （8－8） 3138（12番人気）
馬連票数 計 456881 的中 �� 11183（14番人気）
馬単票数 計 350597 的中 �� 3537（30番人気）
ワイド票数 計 205612 的中 �� 5616（11番人気）�� 2385（23番人気）�� 8194（6番人気）
3連複票数 計 537886 的中 ��� 4690（29番人気）
3連単票数 計1090032 的中 ��� 1169（207番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．3―48．2―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ツ ガ ツ オ �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Nureyev 初出走

2011．3．2生 牝2鹿 母 グラントアウィッシュ 母母 Wendy’s Daughter 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブルーヴァルキリー号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・4番）

18042 7月7日 曇 稍重 （25福島2）第4日 第6競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走13時00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

47 トウショウアミラル 牡3黒鹿 56
53 ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452－141：48．9 60．1�

814 レオアクシス �3青鹿56 横山 典弘田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 496± 01：49．11 1．6�
611 スキルアップ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド B486－ 61：49．63 17．7�
610 フ ァ リ ー ム 牝3鹿 54 武士沢友治水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 486－ 41：50．02� 20．4�
712	 コスモヘプタッド 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 豪 Pomerol

Pty Ltd 442－ 6 〃 ハナ 11．0	
58 スチブナイト 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：50．21� 79．4

35 マスタープラチナム 牝3栗 54 北村 宏司�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 456－ 4 〃 クビ 4．2�
46 フェイマスシーン 牡3鹿 56 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 470－ 21：50．3� 31．6�
23 コウヨウセレクト 牡3栗 56 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 B494－ 21：50．51� 14．3
713 コンパスローズ 牝3芦 54 田中 勝春吉田 和子氏 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 474＋101：50．7
 41．6�
34 アルファジニアス 牡3鹿 56 江田 照男�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 476＋ 21：51．02 96．2�
815 ハナズタイガー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 本巣 敦 488－ 21：51．53 161．8�
22 ア ケ ル ナ ル 牡3鹿 56

53 ▲花田 大昂 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 514－ 21：53．09 71．2�
59 クリノアルパマーヨ 牝3鹿 54 的場 勇人栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか 水上 習孝 464－161：53．21� 223．9�
11 トキンパンチ 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 61：53．3
 332．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，096，900円 複勝： 41，354，600円 枠連： 16，650，300円
馬連： 52，266，400円 馬単： 44，502，300円 ワイド： 25，142，400円
3連複： 71，026，100円 3連単： 149，495，000円 計： 427，534，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，010円 複 勝 � 550円 � 110円 � 330円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 13，140円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 5，050円 �� 500円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 92，870円

票 数

単勝票数 計 270969 的中 � 3556（9番人気）
複勝票数 計 413546 的中 � 10791（8番人気）� 201150（1番人気）� 20809（6番人気）
枠連票数 計 166503 的中 （4－8） 10832（5番人気）
馬連票数 計 522664 的中 �� 12898（9番人気）
馬単票数 計 445023 的中 �� 2501（29番人気）
ワイド票数 計 251424 的中 �� 5659（11番人気）�� 1145（38番人気）�� 13420（5番人気）
3連複票数 計 710261 的中 ��� 6319（25番人気）
3連単票数 計1494950 的中 ��� 1188（235番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．6―12．4―12．8―13．0―13．6―13．2―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―29．9―42．3―55．1―1：08．1―1：21．7―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．8
1
3
3，9（11，15）5－（12，14）6，1，10（7，13）－2－（4，8）
3－（11，14）15（9，5，10）12－（6，7）－13－1（4，2）8

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

勝馬の
紹 介

トウショウアミラル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー 2012．10．6 東京7着

2010．5．21生 牡3黒鹿 母 ニュエラトウショウ 母母 ヌエボトウショウ 9戦1勝 賞金 5，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔発走状況〕 トキンパンチ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シャインエフェクト号・レッドタイフーン号



18043 7月7日 曇 良 （25福島2）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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
1：57．8
1：56．1

良
良

79 コスモアンドロメダ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 444－ 22：01．3 3．7�
22 エイダイポイント 牡5芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 444＋ 42：01．61� 18．7�
55 オメガユニコーン 牡3黒鹿54 横山 典弘原 	子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 22．7�
44 
 スタートセンス 牡5鹿 57 田辺 裕信河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 454± 02：01．7� 7．3�
56 ノーヒッター 牡3黒鹿54 吉田 豊島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 474＋ 82：01．91� 5．4�
67 � アシュヴィン 牡4栗 57 幸 英明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 456－ 42：02．53 3．8	
33 マジックポスト 牡4青鹿57 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 458－ 4 〃 ハナ 8．7

811 クラーロデルナ 牡4鹿 57 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 488－ 82：02．6クビ 10．1�
710 ランドフォール 牡4鹿 57 江田 照男大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476＋ 42：02．81� 19．0�
812 フレンドワン 牡4黒鹿57 西田雄一郎戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 464－10 〃 クビ 105．2
11 ネオヴェリーブル �6鹿 57 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 02：03．33 43．1�
68 
 クレバーブレード 牡4鹿 57 古川 吉洋�岡崎牧場 根本 康広 日高 大江牧場 436＋ 22：04．15 158．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，609，600円 複勝： 38，181，600円 枠連： 14，201，500円
馬連： 59，534，500円 馬単： 37，726，500円 ワイド： 28，046，800円
3連複： 74，127，100円 3連単： 129，807，700円 計： 405，235，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 310円 � 620円 枠 連（2－7） 2，760円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，550円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 20，210円 3 連 単 ��� 84，040円

票 数

単勝票数 計 236096 的中 � 50890（1番人気）
複勝票数 計 381816 的中 � 76425（1番人気）� 30082（7番人気）� 13079（9番人気）
枠連票数 計 142015 的中 （2－7） 3800（16番人気）
馬連票数 計 595345 的中 �� 13368（15番人気）
馬単票数 計 377265 的中 �� 4735（27番人気）
ワイド票数 計 280468 的中 �� 6398（17番人気）�� 4492（22番人気）�� 1736（38番人気）
3連複票数 計 741271 的中 ��� 2707（65番人気）
3連単票数 計1298077 的中 ��� 1140（303番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．3―49．0―1：01．8―1：14．0―1：25．9―1：37．7―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモアンドロメダ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．7．23 新潟8着

2009．5．11生 牝4黒鹿 母 ダイイチビビット 母母 ダイイチルビー 12戦2勝 賞金 26，394，000円

18044 7月7日 曇 稍重 （25福島2）第4日 第8競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （ダート・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
1：06．9
1：06．9

良
良

713� フェアエレン 牝4栗 55 蛯名 正義前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar
Farm LLC 482＋ 41：08．3 23．7�

816 トウカイチャーム 牡5栗 57
55 △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 474＋ 21：08．4	 6．5�

11 タ サ ジ ャ ラ 牡3鹿 54 内田 博幸 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B508－ 61：08．5	 2．3�
510� ローレンルーナ 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 474－ 4 〃 クビ 9．1�
36 クレバーアポロ 牡4栗 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 486± 01：08．71	 5．8�
714 シャーズブルー 牡7鹿 57 柴田 大知	谷川牧場 天間 昭一 浦河 谷川牧場 564＋301：08．8	 236．6

815 ヒ シ ョ ウ 
5栗 57 武士沢友治岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 458＋181：08．9	 193．7�
35 � ニュースター 牝5黒鹿55 古川 吉洋	中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 512＋181：09．1� 61．8�
59 フジマサマキシム 牝3栗 52 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 482－ 21：09．2� 17．3
611 バトルドミンゴ 牡4芦 57 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 568＋ 21：09．4� 7．6�
12 � ド ロ 
6栗 57 横山 典弘吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd B470－ 21：09．72 17．3�
612 ニーマルダイヤ 牝3栃栗52 北村 宏司板橋 秋氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 496＋101：10．65 23．5�
24 � アイティローズ 牝4黒鹿 55

52 ▲山崎 亮誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 474＋ 41：10．7	 300．6�
47 ニシノオドリコ 牝3栗 52

49 ▲原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 468± 0 〃 ハナ 103．8�
48 � サ ト シ ッ ク 牡6鹿 57 的場 勇人小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 528－ 61：11．02 194．4�
23 フランベルジェ 牡4黒鹿57 西田雄一郎 	キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B482－101：11．32 203．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，137，500円 複勝： 56，076，600円 枠連： 22，480，100円
馬連： 81，637，700円 馬単： 50，220，200円 ワイド： 35，656，300円
3連複： 102，998，100円 3連単： 178，459，800円 計： 561，666，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 320円 � 160円 � 130円 枠 連（7－8） 3，170円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 10，550円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 980円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 42，680円

票 数

単勝票数 計 341375 的中 � 11359（9番人気）
複勝票数 計 560766 的中 � 32567（6番人気）� 92890（2番人気）� 148840（1番人気）
枠連票数 計 224801 的中 （7－8） 5250（13番人気）
馬連票数 計 816377 的中 �� 14299（15番人気）
馬単票数 計 502202 的中 �� 3514（39番人気）
ワイド票数 計 356563 的中 �� 6909（14番人気）�� 8414（13番人気）�� 33673（1番人気）
3連複票数 計1029981 的中 ��� 23189（9番人気）
3連単票数 計1784598 的中 ��� 3086（140番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．1―11．9―12．2―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．5―43．4―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フェアエレン �
�
父 Street Cry �

�
母父 Pulpit デビュー 2011．11．13 東京1着

2009．1．23生 牝4栗 母 Palais Versailles 母母 Versailles Treaty 14戦2勝 賞金 22，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 フランベルジェ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 フランベルジェ号の騎手西田雄一郎は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 タンブルブルータス号・ハヴアグッドデイ号・フリスコベイ号



18045 7月7日 曇 良 （25福島2）第4日 第9競走 ��2，000�
お り ひ め

織 姫 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

47 フィロパトール 牝4鹿 55 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 460－ 22：01．0 3．4�
46 コスモバルバラ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 432－14 〃 ハナ 15．6�
713 モスカートローザ 牝5鹿 55 幸 英明吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472－ 22：01．31� 42．8�
35 ア ソ ル ー タ 牝5栗 55 石橋 脩 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452－ 42：01．51� 48．3�
34 アラマサコマンダー 牝5鹿 55 丹内 祐次�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448＋14 〃 ハナ 329．6�
22 アナンジュパス 牝4鹿 55 田辺 裕信	G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464－ 62：01．6クビ 9．1

58 ディオベルタ 牝4栃栗55 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 ハナ 2．0�
814 ヴェリタラブ 牝3鹿 52 柴田 善臣山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 436＋ 22：01．81� 22．0�
712 セクシイスイート 牝5鹿 55 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 502－ 82：01．9� 86．0
11 ティンホイッスル 牝3黒鹿52 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 442－ 42：02．0� 30．1�
23 	 ロ ゼ ブ ル ー 牝5鹿 55 古川 吉洋 	ブルーマネジメント高橋 文雅 新ひだか 加野牧場 462＋242：02．63� 260．5�
610 ピ ロ ポ 牝3鹿 52 川島 信二畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 422－ 62：02．92 71．4�
59 ブルーメリディアン 牝4黒鹿55 横山 典弘 	ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 448± 02：03．32� 28．2�
611 ナイトブルーミング 牝3芦 52 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 62：03．62 17．5�
815 セプタードアイル 牝4黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 468－ 62：03．92 29．0�
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売 得 金
単勝： 42，201，100円 複勝： 72，429，400円 枠連： 28，507，100円
馬連： 112，923，800円 馬単： 76，068，000円 ワイド： 45，972，100円
3連複： 138，296，900円 3連単： 285，380，100円 計： 801，778，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 440円 � 940円 枠 連（4－4） 3，120円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，060円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 26，850円 3 連 単 ��� 85，690円

票 数

単勝票数 計 422011 的中 � 99239（2番人気）
複勝票数 計 724294 的中 � 130555（2番人気）� 39955（4番人気）� 16733（10番人気）
枠連票数 計 285071 的中 （4－4） 6762（11番人気）
馬連票数 計1129238 的中 �� 26410（11番人気）
馬単票数 計 760680 的中 �� 10471（17番人気）
ワイド票数 計 459721 的中 �� 13845（6番人気）�� 5434（21番人気）�� 2167（43番人気）
3連複票数 計1382969 的中 ��� 3802（68番人気）
3連単票数 計2853801 的中 ��� 2458（225番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―12．2―12．6―12．5―12．0―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．0―47．2―59．8―1：12．3―1：24．3―1：36．3―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィロパトール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．8．6 新潟1着

2009．4．5生 牝4鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 15戦3勝 賞金 37，886，000円
［他本会外：1戦0勝］

18046 7月7日 曇 稍重 （25福島2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

33 ジェベルムーサ 牡3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 556＋ 21：45．1 8．5�
812 タイセイスティング 牡4栗 57 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 516＋ 2 〃 クビ 11．3�
45 セイカフォルトゥナ 牝4栗 55 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 480＋141：45．84 15．5�
711 アサクサポイント �5青鹿57 吉田 豊田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 21：46．75 23．9�
710 マイネルアウストロ 牡7栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 2 〃 クビ 159．2	
22 コスモイフリート 牡6栗 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 516± 01：46．8クビ 62．8

56 トーセンセカイオー 牡4鹿 57 幸 英明島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 484－ 61：46．9	 18．3�
11 エアラギオール 牡5黒鹿57 内田 博幸 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498± 01：47．11	 2．3
813 スズカヴィグラス 牡4鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B490－ 41：47．42 4．4�
69 レッドティムール 牝4青鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 アタマ 27．4�
44 プ リ ー ム ス 牝4鹿 55 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482± 01：47．5クビ 7．9�
68 サ イ カ ニ ア 牡6鹿 57 江田 照男�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 520＋ 21：48．77 213．2�
57 アントウェルペン 牡5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 B496－ 4 〃 ハナ 39．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，886，800円 複勝： 67，859，200円 枠連： 33，289，200円
馬連： 135，554，300円 馬単： 79，939，100円 ワイド： 49，172，200円
3連複： 160，733，800円 3連単： 322，570，600円 計： 896，005，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 350円 � 330円 � 450円 枠 連（3－8） 1，630円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，610円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 24，650円 3 連 単 ��� 121，900円

票 数

単勝票数 計 468868 的中 � 43589（4番人気）
複勝票数 計 678592 的中 � 52275（5番人気）� 57435（4番人気）� 37809（6番人気）
枠連票数 計 332892 的中 （3－8） 15137（5番人気）
馬連票数 計1355543 的中 �� 25825（15番人気）
馬単票数 計 799391 的中 �� 8600（26番人気）
ワイド票数 計 491722 的中 �� 10773（14番人気）�� 4575（32番人気）�� 5553（28番人気）
3連複票数 計1607338 的中 ��� 4813（73番人気）
3連単票数 計3225706 的中 ��� 1953（357番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―11．9―13．0―13．0―12．2―12．0―12．1―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．6―30．5―43．5―56．5―1：08．7―1：20．7―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェベルムーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．2．15生 牡3鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 5戦3勝 賞金 33，322，000円
〔制裁〕 マイネルアウストロ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

２レース目



18047 7月7日 曇 良 （25福島2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第49回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，24．7．7以降25．6．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福島県知事賞・福島商工会議所会頭賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

24 マイネルラクリマ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 478－ 21：58．9 4．0�

510 トレイルブレイザー 牡6鹿 58 北村 宏司前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント 494 1：59．32� 19．3�
12 タガノエルシコ 牡8栗 55 田辺 裕信八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426± 01：59．4� 46．2�
11 マックスドリーム 	6青鹿54 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 526± 01：59．5� 17．8�
35 ダ コ ー ル 牡5鹿 56 蛯名 正義�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 464－ 2 〃 アタマ 4．3�
713 ファタモルガーナ 	5鹿 55 川島 信二 	キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 480＋ 81：59．6クビ 22．7

612 エクスペディション 牡6栗 57 内田 博幸 	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 446－ 6 〃 アタマ 4．9�
23 タムロスカイ 牡6栗 56 石橋 脩谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 492± 01：59．7� 21．3�
815 オートドラゴン 牡9栗 53 西村 太一大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 510± 0 〃 アタマ 105．3
48 モ ン テ エ ン 牡6鹿 55 横山 典弘毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 478± 01：59．8� 23．5�
611 ナリタクリスタル 牡7黒鹿58 幸 英明�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－10 〃 アタマ 22．1�
59 サトノパンサー 牡5鹿 53 大庭 和弥里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496± 02：00．33 19．3�
47 ケイアイドウソジン 牡7鹿 56 武士沢友治亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 502－ 42：00．4クビ 37．5�
816 ユニバーサルバンク 牡5黒鹿56 吉田 豊 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 462－ 22：00．61
 8．2�
36 ト シ ザ マ キ 牝6栗 50 嶋田 純次上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480＋222：00．7クビ 102．0�
714 ラッキーバニラ 牡6青鹿53 江田 照男吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B502＋ 22：01．44 22．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 159，376，200円 複勝： 214，111，000円 枠連： 147，605，200円 馬連： 657，174，000円 馬単： 329，438，300円
ワイド： 213，714，100円 3連複： 962，261，500円 3連単： 1，734，754，700円 5重勝： 702，489，800円 計： 5，120，924，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 640円 � 1，010円 枠 連（2－5） 2，120円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 2，980円 �� 15，270円

3 連 複 ��� 76，040円 3 連 単 ��� 310，070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����� 1，064，560円

票 数

単勝票数 計1593762 的中 � 315442（1番人気）
複勝票数 計2141110 的中 � 400301（2番人気）� 76912（11番人気）� 46387（14番人気）
枠連票数 計1476052 的中 （2－5） 51612（8番人気）
馬連票数 計6571740 的中 �� 97798（21番人気）
馬単票数 計3294383 的中 �� 29060（25番人気）
ワイド票数 計2137141 的中 �� 27351（22番人気）�� 17690（39番人気）�� 3383（99番人気）
3連複票数 計9622615 的中 ��� 9340（210番人気）
3連単票数 計17347547 的中 ��� 4129（895番人気）
5重勝票数 計7024898 的中 ����� 487

ハロンタイム 12．1―10．7―10．9―12．3―12．6―12．3―12．1―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．8―33．7―46．0―58．6―1：10．9―1：23．0―1：35．1―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルラクリマ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．6．26 函館1着

2008．2．20生 牡5栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 17戦5勝 賞金 192，572，000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） 1頭 ニシノメイゲツ号
（非抽選馬） 1頭 カリバーン号

18048 7月7日 曇 良 （25福島2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

お ぜ

尾 瀬 特 別
発走16時30分 （芝・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

711 シルクオフィサー 牡5鹿 57 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 21：09．4 3．0�

710 ストロングロビン 牡7鹿 57 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 478－ 41：09．61� 20．1�
22 	 フレデフォート 牡6鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 462＋ 21：09．81
 6．3�
33 ワキノブレイブ 牡3青鹿54 吉田 豊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 462－ 61：09．9� 4．4�
11 レ ト 牡6鹿 57 北村 宏司伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 466－ 21：10．0� 24．3�
813 カイシュウタビビト 牡4芦 57 柴田 大知飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 504＋ 4 〃 アタマ 10．7	
44 オークヴィル 牝5鹿 55 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 510± 01：10．1� 12．7

68 � ワイルドジョイ 牡6鹿 57 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 458－ 2 〃 ハナ 87．9�
812 ケントヒーロー 牡3栗 54 幸 英明田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 470－ 21：10．2クビ 6．1�
57 ポピュラーストック 5栗 57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：10．3� 18．7
69 シルクパルサー 牡6鹿 57 江田 照男有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 480－ 61：10．51� 38．8�
45 アイビーフォールド 牡6鹿 57 川島 信二 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 464－ 61：10．82 84．2�
56 アルセーヌシチー 牡7鹿 57 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 506± 01：10．9クビ 105．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，616，800円 複勝： 101，117，700円 枠連： 46，033，500円
馬連： 172，414，700円 馬単： 104，123，900円 ワイド： 76，249，900円
3連複： 220，401，600円 3連単： 459，721，200円 計： 1，246，679，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 330円 � 200円 枠 連（7－7） 1，800円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 890円 �� 460円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 28，590円

票 数

単勝票数 計 666168 的中 � 176372（1番人気）
複勝票数 計1011177 的中 � 216014（1番人気）� 65373（6番人気）� 132637（3番人気）
枠連票数 計 460335 的中 （7－7） 18902（8番人気）
馬連票数 計1724147 的中 �� 48088（11番人気）
馬単票数 計1041239 的中 �� 19781（13番人気）
ワイド票数 計 762499 的中 �� 20820（9番人気）�� 44531（3番人気）�� 13865（19番人気）
3連複票数 計2204016 的中 ��� 26931（20番人気）
3連単票数 計4597212 的中 ��� 11871（88番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．8―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクオフィサー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2010．8．1 函館3着

2008．3．31生 牡5鹿 母 ナイトクルーズ 母母 ナイトスパーク 14戦4勝 賞金 44，957，000円

５レース目



（25福島2）第4日 7月7日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

235，160，000円
9，730，000円
2，230，000円
21，300，000円
62，302，000円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
512，288，500円
772，194，500円
387，330，300円
1，514，457，700円
891，164，100円
590，211，800円
2，048，610，200円
3，794，502，300円
702，489，800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 11，213，249，200円

総入場人員 18，242名 （有料入場人員 14，650名）
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