
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

18001 7月5日 曇 稍重 （26福島2）第1日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時15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
1：48．2
1：45．9

良
良

67 ロジチャリス 牡2栗 54 蛯名 正義久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522± 01：50．0 1．1�
78 カレイジルベルト 牡2鹿 54 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 462－ 61：50．63� 39．3�
44 クリノダイシャリン 牡2栗 54 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤 信広 484＋ 41：50．7� 24．2�
11 タイセイフローラ 牝2青鹿54 吉田 豊田中 成奉氏 菊川 正達 日高 白瀬 盛雄 456± 01：50．91� 13．1�
811 マイネルリアン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 青森 マルシチ牧場 460＋ 21：51．11� 35．4�
33 ウインベルノアール 牝2鹿 54 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 434＋ 21：51．31 41．5	
55 ムーンビューティ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 前田 宗将 438－ 81：52．04 12．0

66 ノースヒーロー 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 452－ 21：52．42� 102．8�
79 スペシャルガール 牝2黒鹿54 戸崎 圭太芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 武 牧場 458＋ 21：53．25 47．1
810 ポ ン ト ス 牡2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 436± 01：53．52 130．1�
22 テンザリッチ 牡2青 54 田辺 裕信天白 泰司氏 小西 一男 日高 千葉飯田牧場 444－ 21：54．03 59．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，996，700円 複勝： 101，325，800円 枠連： 10，099，600円
馬連： 42，538，800円 馬単： 40，147，300円 ワイド： 24，424，800円
3連複： 54，366，800円 3連単： 137，888，600円 計： 444，788，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 300円 � 200円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 420円 �� 290円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 339967 的中 � 249298（1番人気）
複勝票数 計1013258 的中 � 825403（1番人気）� 16710（6番人気）� 29456（4番人気）
枠連票数 計 100996 的中 （6－7） 9979（5番人気）
馬連票数 計 425388 的中 �� 26607（5番人気）
馬単票数 計 401473 的中 �� 19076（6番人気）
ワイド票数 計 244248 的中 �� 15252（5番人気）�� 23707（3番人気）�� 2452（21番人気）
3連複票数 計 543668 的中 ��� 12837（13番人気）
3連単票数 計1378886 的中 ��� 11061（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．1―49．4―1：02．1―1：13．7―1：25．7―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジチャリス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．6．15 東京2着

2012．2．11生 牡2栗 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 2戦1勝 賞金 7，800，000円

18002 7月5日 曇 重 （26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45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

47 レイズアセイル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B442＋101：46．6 2．0�
35 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 武士沢友治小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 488＋ 2 〃 クビ 99．2�
713 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 吉田 豊�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 448＋ 21：46．81� 11．7�
815 メイショウカイセイ 牝3鹿 54 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 440－141：47．0� 24．2�
611 ヒ ム カ 牝3栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 496＋ 21：47．1� 3．2�
46 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B440－ 6 〃 アタマ 37．8	
58 サマードール 牝3栗 54

51 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 荒木 貴宏 460＋ 21：47．41� 16．2

59 オーロラオーラ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 438－ 81：48．35 79．3�
22 デアフェイム 牝3鹿 54 柴田 未崎伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 428－ 81：48．72� 190．5
23 ギプソフィラ 牝3黒鹿54 江田 照男有限会社シルク粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 478± 01：48．8� 48．8�
34 グラシエトウショウ 牝3芦 54 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482 ―1：49．01� 59．7�
814 ジョイフルハニー 牝3鹿 54 田辺 裕信髙野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 464＋ 2 〃 ハナ 13．0�
11 ナムラヒロイン 牝3鹿 54 北村 宏司奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 452± 0 〃 ハナ 14．3�
610 ルミノアルマース 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也尾上 松壽氏 松山 将樹 登別 青藍牧場 520－ 41：49．1� 78．0�
712 スノータイフーン 牝3芦 54 平野 優神林 幸一氏 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社

松田牧場 474＋101：49．42 144．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，767，400円 複勝： 28，061，500円 枠連： 11，438，600円
馬連： 40，448，000円 馬単： 27，605，000円 ワイド： 22，511，200円
3連複： 51，341，300円 3連単： 90，439，500円 計： 290，612，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 1，600円 � 240円 枠 連（3－4） 4，380円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 13，960円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 460円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 19，620円 3 連 単 ��� 114，430円

票 数

単勝票数 計 187674 的中 � 74903（1番人気）
複勝票数 計 280615 的中 � 89994（1番人気）� 2824（13番人気）� 25844（3番人気）
枠連票数 計 114386 的中 （3－4） 2023（15番人気）
馬連票数 計 404480 的中 �� 3090（27番人気）
馬単票数 計 276050 的中 �� 1483（38番人気）
ワイド票数 計 225112 的中 �� 2448（19番人気）�� 13752（2番人気）�� 689（48番人気）
3連複票数 計 513413 的中 ��� 1962（48番人気）
3連単票数 計 904395 的中 ��� 573（277番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．9―12．3―12．8―12．3―12．4―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．4―42．7―55．5―1：07．8―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイズアセイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．6．22 東京6着

2011．3．29生 牝3栗 母 セイリングシップ 母母 ティッパートゥー 13戦1勝 賞金 11，765，000円
〔発走状況〕 ナムラヒロイン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナムラヒロイン号は，平成26年7月6日から平成26年7月27日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

第２回 福島競馬 第１日



18003 7月5日 曇 稍重 （26福島2）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時15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

713 ブリッツカイザー 牡3栗 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 41：08．8 3．4�
815 イーグルアモン 牝3鹿 54 江田 照男平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450＋ 21：08．9� 33．5�
612 アクアプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 436＋ 21：09．21� 81．3�
714 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 428＋ 41：09．3� 3．8�
59 ダイメイグリン 牡3鹿 56 杉原 誠人宮本 孝一氏 本間 忍 日高 富川田中牧場 486－ 41：09．62 27．4�
48 プラチナムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか 橋本牧場 392＋ 61：09．81 19．3	

24 ビジータイム 牝3青鹿54 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 新ひだか グランド牧場 406－121：10．11� 12．4


11 パンチショット 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 パカパカ
ファーム 450± 01：10．42 86．4�

611 マ イ カ イ 牝3鹿 54 大野 拓弥橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 438－ 21：10．5クビ 63．1�
816 キスオブザビーナス 牝3鹿 54 岩部 純二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 422＋ 61：10．6� 172．4
36 アインクラング 牝3芦 54 戸崎 圭太有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：10．7� 13．2�
12 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 横山 典弘�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 438＋ 61：10．8クビ 5．4�
23 ピュアバンビーノ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 434± 0 〃 クビ 113．6�
47 ク ル サ ー ド 牝3栗 54 西田雄一郎小林 久義氏 二本柳俊一 新ひだか 藤本牧場 B460＋ 61：10．9クビ 176．1�
35 フジシンゲン 牡3鹿 56 蛯名 正義藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤 信広 458± 0 〃 クビ 5．4�
510 キープイットリアル 牝3栗 54 宮崎 北斗ディアレスト 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 456± 01：11．32� 283．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，000，900円 複勝： 34，304，400円 枠連： 16，493，100円
馬連： 44，873，700円 馬単： 28，035，500円 ワイド： 23，537，400円
3連複： 58，060，100円 3連単： 89，854，700円 計： 316，159，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 970円 � 1，270円 枠 連（7－8） 2，450円

馬 連 �� 4，910円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 3，060円 �� 13，740円

3 連 複 ��� 63，750円 3 連 単 ��� 247，690円

票 数

単勝票数 計 210009 的中 � 48359（1番人気）
複勝票数 計 343044 的中 � 70127（1番人気）� 7742（9番人気）� 5789（11番人気）
枠連票数 計 164931 的中 （7－8） 5208（9番人気）
馬連票数 計 448737 的中 �� 7074（18番人気）
馬単票数 計 280355 的中 �� 2651（33番人気）
ワイド票数 計 235374 的中 �� 3411（20番人気）�� 1982（29番人気）�� 434（66番人気）
3連複票数 計 580601 的中 ��� 683（123番人気）
3連単票数 計 898547 的中 ��� 263（534番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．4―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリッツカイザー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．7．27 新潟11着

2011．3．31生 牡3栗 母 ジャスミンリーフ 母母 ダムスペクタキュラー 8戦1勝 賞金 9，900，000円
※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 ケイブラスト号・チャンピオンパラオ号・ブリリアントミノル号

18004 7月5日 曇 重 （26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45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

814 ダイワコンシード 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 484＋ 21：07．5 2．2�
712 クラウンシンホニー 牝3鹿 54 横山 典弘�クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 476± 01：08．88 3．2�
713 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 内田 博幸宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 450± 0 〃 クビ 12．4�
11 ブラウンタイガー 牡3鹿 56 田中 勝春キャピタルクラブ 松永 康利 えりも 能登 浩 B444－ 21：08．9� 21．0�
34 ナイルエクスプレス 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B478± 01：09．0� 8．5	
611 ナイトアンドデイ 牝3鹿 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 432－101：09．1クビ 18．4

59 カーボンタイクーン 牡3鹿 56 杉原 誠人米本 昌史氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 492± 0 〃 クビ 32．8�
46 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 的場 勇人大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 446± 01：09．63 237．7�
47 ムーンパスラブ 牝3黒鹿54 西田雄一郎木稲 安則氏 星野 忍 新冠 木稲牧場 434－12 〃 ハナ 204．7
815 スプリームサンダー 牝3栗 54 大野 拓弥関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B454－ 61：09．92 35．3�
58 ノーブルレッド 牝3黒鹿54 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 430＋ 21：10．0クビ 188．0�
35 マリーアントワー 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 438－121：10．1� 60．8�

22 ベルウッドプモリ 牡3鹿 56 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 新冠 松浦牧場 512 ―1：10．2� 68．4�
23 シンボリプロスト 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 470 ―1：10．73 12．6�
610 センノベイリー 牝3鹿 54 宮崎 北斗浅野 正敏氏 浅野洋一郎 日高 旭 牧場 438 ―1：12．08 66．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，594，000円 複勝： 33，481，200円 枠連： 15，968，200円
馬連： 47，870，500円 馬単： 33，745，900円 ワイド： 23，783，500円
3連複： 59，442，800円 3連単： 102，626，700円 計： 340，512，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 200円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 170円 �� 330円 �� 460円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 235940 的中 � 84486（1番人気）
複勝票数 計 334812 的中 � 114950（1番人気）� 71876（2番人気）� 25240（4番人気）
枠連票数 計 159682 的中 （7－8） 51147（1番人気）
馬連票数 計 478705 的中 �� 121182（1番人気）
馬単票数 計 337459 的中 �� 47063（1番人気）
ワイド票数 計 237835 的中 �� 45870（1番人気）�� 16620（2番人気）�� 10914（5番人気）
3連複票数 計 594428 的中 ��� 51644（1番人気）
3連単票数 計1026267 的中 ��� 31805（1番人気）

ハロンタイム 9．3―10．7―11．2―11．7―11．8―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．0―31．2―42．9―54．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワコンシード �
�
父 ローエングリン �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．1．26 中山3着

2011．3．15生 牝3鹿 母 ダーティダンシング 母母 ミ ル ド 5戦1勝 賞金 8，790，000円
〔制裁〕 マリーアントワー号の騎手石川裕紀人は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成26年7月12日から平成26年7月13日

まで騎乗停止。（被害馬：1番・3番・9番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センノベイリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月5日まで平地競走

に出走できない。



18005 7月5日 曇 良 （26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35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

33 ハタノガイスト 牡2鹿 54 蛯名 正義 �グッドラック・ファーム 小島 太 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 408 ― 57．7 3．6�

22 ヴィクトリースノー 牝2芦 54
51 ▲石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 388 ― 57．91� 5．8�

（フジウマ）

814 ノーモアベット 牡2青鹿54 戸崎 圭太髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 438 ― 58．21� 12．8�
57 アポロオウレン 牝2黒鹿54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 むかわ 真壁 信一 450 ― 〃 アタマ 10．7�
11 タ タ ラ 牡2栗 54 吉田 豊 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 402 ― 58．41� 7．6�
711 エスティルンバ 牝2栗 54 宮崎 北斗 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 416 ― 58．5クビ 25．2	
712 キャプレット 牝2栗 54 北村 宏司前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436 ― 58．71� 3．9

69 デルマゴシンゾサン 牝2栗 54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 380 ― 58．91� 46．3�
34 ラプロムナード 牝2栗 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 380 ― 59．11� 85．2�
46 エアルコンクエスト 牝2栗 54 田辺 裕信山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 438 ― 59．2� 15．1
58 ダズリングダンサー 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 424 ―1：00．69 88．7�
813 サ ー ロ ス 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社
ラークヒルズ 424 ―1：01．02� 51．5�

45 オシキャット 牡2黒鹿54 江田 照男桐谷 茂氏 古賀 史生 新ひだか 鳥谷 勝彦 454 ―1：01．1� 14．8�
610 サノノゲーム 牡2青鹿54 武士沢友治ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 428 ―1：01．2� 96．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，309，200円 複勝： 27，963，800円 枠連： 13，659，100円
馬連： 44，599，600円 馬単： 26，975，300円 ワイド： 20，994，400円
3連複： 52，558，100円 3連単： 81，916，400円 計： 289，975，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 210円 � 310円 枠 連（2－3） 1，770円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 560円 �� 710円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 23，060円

票 数

単勝票数 計 213092 的中 � 47131（1番人気）
複勝票数 計 279638 的中 � 52232（1番人気）� 34763（3番人気）� 19674（6番人気）
枠連票数 計 136591 的中 （2－3） 5960（9番人気）
馬連票数 計 445996 的中 �� 22283（3番人気）
馬単票数 計 269753 的中 �� 6791（5番人気）
ワイド票数 計 209944 的中 �� 9926（2番人気）�� 7604（6番人気）�� 3682（18番人気）
3連複票数 計 525581 的中 ��� 7358（12番人気）
3連単票数 計 819164 的中 ��� 2575（47番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．2―34．2―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．5
3 ・（2，3）－（1，14）12－（7，11）9（4，6）－（10，13）5，8 4 3，2，1，14－（7，12）－（4，11）9－6＝13（5，10）8

勝馬の
紹 介

ハタノガイスト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Danzig 初出走

2012．3．13生 牡2鹿 母 ク ラ ス タ ー 母母 Knot 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヴィクトリースノー号の騎手石川裕紀人は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・14番）
※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 タマモカチグリ号

18006 7月5日 曇 良 （26福島2）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：43．9

良
良

36 サンアグライア 牝3鹿 54 内田 博幸ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 454－ 21：48．3 10．2�
48 ローゼクヴァルツ 牝3青 54 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436－ 41：48．4� 8．3�
816 キャンディキー 牝3青鹿54 武士沢友治北前孔一郎氏 高柳 瑞樹 新冠 中本牧場 432－ 8 〃 ハナ 3．8�
510 ベストギフト 牝3黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 444＋ 21：48．5� 5．4�
612 マイソウルメイト 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 454－161：48．6� 25．6�
611 スパークルキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 460＋ 81：48．7クビ 2．8	
59 トーアリズム 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太高山ランド
 栗田 博憲 豊浦トーア牧場 472± 01：49．12� 44．6�
35 モーレアモーレ 牝3栗 54 江田 照男�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 460－161：49．31� 19．9�
24 ユーヌベルファム 牝3鹿 54 伊藤 工真飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：49．4� 197．3
713 ウインアプローズ 牝3黒鹿54 大野 拓弥
ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 398－ 21：49．61� 51．8�
714 ダイワシェリー 牝3栗 54 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋ 61：49．7� 59．5�
47 サマールーチェ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真セゾンレースホース
 池上 昌弘 新冠 新冠橋本牧場 B456－ 61：50．23 181．3�
23 フルマークス 牝3栗 54 嘉藤 貴行
Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 482＋ 41：50．41� 276．2�
11 ミスマリーン 牝3鹿 54 蛯名 正義佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 434＋ 81：50．71� 28．2�
815 ヤマタケデュック 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人山中 佳代氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 436－ 21：51．12� 147．6�

12 ラマルティーヌ 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 61：52．05 27．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，211，900円 複勝： 40，482，200円 枠連： 16，533，200円
馬連： 54，659，800円 馬単： 29，991，900円 ワイド： 26，150，300円
3連複： 61，327，700円 3連単： 96，786，700円 計： 351，143，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 250円 � 210円 � 160円 枠 連（3－4） 2，160円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 760円 �� 680円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 44，800円

票 数

単勝票数 計 252119 的中 � 19694（5番人気）
複勝票数 計 404822 的中 � 37387（5番人気）� 46698（4番人気）� 76281（2番人気）
枠連票数 計 165332 的中 （3－4） 5912（10番人気）
馬連票数 計 546598 的中 �� 11255（13番人気）
馬単票数 計 299919 的中 �� 2777（28番人気）
ワイド票数 計 261503 的中 �� 5691（11番人気）�� 8854（8番人気）�� 10053（6番人気）
3連複票数 計 613277 的中 ��� 8754（14番人気）
3連単票数 計 967867 的中 ��� 1566（132番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―12．7―12．1―11．4―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．3―48．0―1：00．1―1：11．5―1：23．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンアグライア �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．26 中山10着

2011．2．17生 牝3鹿 母 サンクチュアリ 母母 サ ン デ ア 5戦1勝 賞金 7，100，000円



18007 7月5日 曇 重 （26福島2）第1日 第7競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走13時35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

814 マハーシュリー 牝3黒鹿54 横山 典弘高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 434＋ 21：46．7 1．7�
712 コスモパトラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 434－ 6 〃 クビ 19．4�
22 ジャックポット 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 468± 01：46．8� 6．3�
815 ミュゼキングダム 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 浦河 笠松牧場 488－101：47．65 13．2�
59 アプレイザル 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 472± 01：47．81 9．2�
58 ア サ ヤ ケ 牡3黒鹿56 嶋田 純次阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 550－ 41：48．43� 45．4	
47 ベストヴィジョン 牡3黒鹿56 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 478－ 21：48．5� 58．0

35 デピュティイモン 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 438＋ 2 〃 ハナ 229．4�
11 カワキタグロワール 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 456－ 61：48．71� 88．9�
34 スパーキードリーム 牡3栗 56 内田 博幸栗山 良子氏 土田 稔 新冠 村上 欽哉 488－ 21：49．65 66．4
713 ユナイテッド 牡3鹿 56 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 488＋14 〃 ハナ 15．3�
611 メジャーホープ 牡3栗 56 西田雄一郎阿部榮乃進氏 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 B478＋ 81：49．7クビ 103．1�
46 � ナカヤマボルト 牡3黒鹿56 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 米 Darley & Tap-

estry Stud LLC 510－141：49．8	 7．8�
23 フッコウダマシイ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 446＋ 41：49．9クビ 117．7�
610 オールオブミー 牝3鹿 54 平野 優松尾 正氏 藤原 辰雄 浦河 三好牧場 444± 01：50．11� 249．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，516，600円 複勝： 40，429，800円 枠連： 16，976，500円
馬連： 53，206，200円 馬単： 37，258，300円 ワイド： 27，219，700円
3連複： 64，935，200円 3連単： 118，350，300円 計： 387，892，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 270円 � 160円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 580円 �� 290円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 8，110円

票 数

単勝票数 計 295166 的中 � 135127（1番人気）
複勝票数 計 404298 的中 � 138248（1番人気）� 25003（6番人気）� 56327（2番人気）
枠連票数 計 169765 的中 （7－8） 23077（2番人気）
馬連票数 計 532062 的中 �� 29083（6番人気）
馬単票数 計 372583 的中 �� 15467（6番人気）
ワイド票数 計 272197 的中 �� 11441（6番人気）�� 26791（1番人気）�� 7837（10番人気）
3連複票数 計 649352 的中 ��� 23860（5番人気）
3連単票数 計1183503 的中 ��� 10572（16番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．1―13．1―12．7―11．8―12．5―12．9―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―30．8―43．9―56．6―1：08．4―1：20．9―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マハーシュリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．13 東京16着

2011．5．25生 牝3黒鹿 母 ターフフラッパー 母母 オ ッ ト ム 9戦1勝 賞金 11，150，000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 カットキタイネン号

18008 7月5日 曇 良 （26福島2）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 ユキノアイオロス �6鹿 57 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 21：08．5 3．6�
36 ミカルベウス 牝3芦 52 嘉藤 貴行尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 アタマ 11．1�
24 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 的場 勇人石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 456＋141：08．71	 71．1�
48 ヴァレンティーネ 牝4鹿 55 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 460＋ 4 〃 ハナ 6．1�
12 タカミツスズラン 牝3鹿 52 吉田 豊高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 450± 0 〃 クビ 16．6�
47 ヒシワイルド 牡5鹿 57 田辺 裕信阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 492＋161：08．91 16．9�
714 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 柴田 善臣国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 458＋ 61：09．0
 3．7	
713 ジェネスサンキュー 牡6芦 57 大野 拓弥山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 448＋ 2 〃 アタマ 37．9

11 ヤマニンネレイス 牝5栗 55 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 470＋141：09．21	 197．5�
510 ホットサマーデイ 牝6鹿 55

52 ▲伴 啓太藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 474＋ 4 〃 ハナ 48．4�
59 ワンツーステップ 牝4芦 55 田中 勝春佐々木政充氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 438－ 41：09．51
 46．7
23 キャメロンロード 牝4鹿 55 柴田 大知森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 456＋16 〃 ハナ 198．6�
612 アルマシャウラ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 440＋141：09．6クビ 34．8�
815 タ サ ジ ャ ラ 牡4鹿 57 内田 博幸 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B516－ 61：09．7� 7．1�
611� ウ ッ チ ャ リ 牡5黒鹿57 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 414＋ 6 〃 クビ 261．8�
816 ディアプリンセス 牝4黒鹿55 戸崎 圭太ディアレスト 奥村 武 日高 松平牧場 468＋ 41：09．91 13．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，956，300円 複勝： 42，893，000円 枠連： 20，564，200円
馬連： 70，282，400円 馬単： 37，203，900円 ワイド： 32，593，400円
3連複： 81，648，600円 3連単： 128，183，000円 計： 441，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 200円 � 380円 � 1，490円 枠 連（3－3） 2，980円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 6，100円 �� 10，320円

3 連 複 ��� 75，880円 3 連 単 ��� 305，690円

票 数

単勝票数 計 279563 的中 � 61697（1番人気）
複勝票数 計 428930 的中 � 70185（2番人気）� 28477（6番人気）� 6129（13番人気）
枠連票数 計 205642 的中 （3－3） 5347（9番人気）
馬連票数 計 702824 的中 �� 19480（9番人気）
馬単票数 計 372039 的中 �� 6155（15番人気）
ワイド票数 計 325934 的中 �� 8063（10番人気）�� 1353（55番人気）�� 796（74番人気）
3連複票数 計 816486 的中 ��� 807（179番人気）
3連単票数 計1281830 的中 ��� 304（836番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．8―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．4―44．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノアイオロス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2011．2．12 東京5着

2008．4．25生 �6鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル 37戦3勝 賞金 51，263，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 ラパージュ号
（非抽選馬） 5頭 エヌワイグレース号・オリオンザプラズマ号・カシノワルツ号・クリノイザナミ号・ヒカルカミヒコーキ号



18009 7月5日 曇 稍重 （26福島2）第1日 第9競走 ��
��1，700�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

22 ティアップレーヴ 牝4芦 55 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 488－ 21：44．3 5．6�
11 キープインタッチ 牡4鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494－ 41：44．4� 2．7�
77 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 54 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460－ 21：44．5	 2．5�
66 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 57 横山 典弘 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 9．6�
55 トーセンハルカゼ 牡4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 21：44．6� 7．2	
88 
 エイトプリンス 牡6栗 57 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 438＋ 41：44．91	 24．5

44 ライブリシーラ 牡7栗 57 柴田 大知加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 522＋161：45．43 86．3�
33 エーペックス 牡5青鹿57 柴田 未崎�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 504－ 21：46．25 56．5

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，145，400円 複勝： 44，950，300円 枠連： 発売なし
馬連： 78，094，100円 馬単： 49，709，600円 ワイド： 28，449，100円
3連複： 79，190，900円 3連単： 216，026，800円 計： 529，566，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 170円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 331454 的中 � 46641（3番人気）
複勝票数 計 449503 的中 � 54780（4番人気）� 111776（2番人気）� 142060（1番人気）
馬連票数 計 780941 的中 �� 77487（2番人気）
馬単票数 計 497096 的中 �� 22448（8番人気）
ワイド票数 計 284491 的中 �� 21908（6番人気）�� 28022（2番人気）�� 47914（1番人気）
3連複票数 計 791909 的中 ��� 114035（2番人気）
3連単票数 計2160268 的中 ��� 37914（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―31．3―44．0―56．5―1：08．1―1：20．1―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティアップレーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．3．9生 牝4芦 母 アドマイヤバレー 母母 シアラスダンサー 13戦4勝 賞金 39，659，000円

18010 7月5日 曇 良 （26福島2）第1日 第10競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 山 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

23 � レイトライザー 牡4黒鹿57 横山 典弘中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 458－ 22：40．6 5．1�
34 ジャングルパサー 牡4鹿 57 江田 照男有限会社シルク高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 522± 02：40．81	 13．2�
713 ライトヴァース 牡5鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 42：41．01	 21．0�
22 ヴェリタラブ 牝4鹿 55 柴田 善臣山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 448± 0 〃 クビ 93．2�
712� エルドリッジ 牡4青鹿57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 510－ 62：41．1クビ 79．9�
815 フェスティヴイェル 牡3黒鹿54 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 492－ 2 〃 クビ 6．1	
35 � モ シ モ シ 牝4黒鹿55 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 408＋ 22：41．2クビ 8．5

814 トルークマクト 牡4鹿 57 戸崎 圭太�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 452＋ 4 〃 アタマ 2．3�
11 カ ウ ウ ェ ラ 牡4青鹿57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 448－12 〃 クビ 51．4�
58 スティルレーベン 牡4鹿 57 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 470－ 8 〃 アタマ 135．1
610 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 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 470－ 4 〃 ハナ 47．2�
611 シャイニーリーヴァ 牡4鹿 57 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 458－ 82：41．41	 9．0�
46 マイネルイグアス 牡5青鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 日高 日高大洋牧場 462± 02：41．5
 35．2�
59 � エスティロックオン 牡3芦 54 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 5 〃 ハナ 88．2�
47 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿55 杉原 誠人中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 452＋ 82：43．7大差 160．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，097，100円 複勝： 56，169，300円 枠連： 27，864，100円
馬連： 107，138，700円 馬単： 56，453，900円 ワイド： 40，748，900円
3連複： 124，727，200円 3連単： 218，672，900円 計： 666，872，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 370円 � 480円 枠 連（2－3） 1，280円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，530円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 70，420円

票 数

単勝票数 計 350971 的中 � 54063（2番人気）
複勝票数 計 561693 的中 � 79863（2番人気）� 38098（6番人気）� 27384（7番人気）
枠連票数 計 278641 的中 （2－3） 16837（6番人気）
馬連票数 計1071387 的中 �� 23109（12番人気）
馬単票数 計 564539 的中 �� 6342（23番人気）
ワイド票数 計 407489 的中 �� 9861（12番人気）�� 6859（16番人気）�� 3888（24番人気）
3連複票数 計1247272 的中 ��� 6063（44番人気）
3連単票数 計2186729 的中 ��� 2251（197番人気）

ハロンタイム 13．5―11．8―12．6―12．7―12．8―11．9―13．3―13．0―12．1―11．4―11．5―11．7―12．3

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�
13．5―25．3―37．9―50．6―1：03．4―1：15．3―1：28．6―1：41．6―1：53．7―2：05．1―2：16．6―2：28．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�レイトライザー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 オペラハウス

2010．2．25生 牡4黒鹿 母 プリンセスゴーラン 母母 リ ト ル ラ フ 15戦1勝 賞金 19，732，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ライトヴァース号の騎手内田博幸は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11番）



18011 7月5日 曇 良 （26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 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000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

47 メイショウスザンナ 牝5鹿 55 北村 宏司松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 472－ 21：07．8 25．3�
35 � マイネルエテルネル 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 470－ 81：08．01 4．5�

713 メイショウハガクレ 牡5鹿 57 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462－ 81：08．21	 87．0�
11 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 57 西田雄一郎石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 B494－ 6 〃 クビ 90．3�
816 アビリティラヴ 牡4鹿 57 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 486± 0 〃 アタマ 7．6	
12 シルクオフィサー 牡6鹿 57 伊藤 工真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 484－ 2 〃 アタマ 40．1

59 フレイムヘイロー 
6栗 57 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 478－ 41：08．3� 35．6�
611 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 448＋141：08．4クビ 194．2
612� カハラビスティー 牝5黒鹿55 戸崎 圭太備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 502＋ 2 〃 クビ 8．5�
510 メイショウイザヨイ 牝5鹿 55 田中 勝春松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 516± 0 〃 ハナ 21．8�
24 ダノンエレガント 牝5鹿 55 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 464＋141：08．5� 16．3�
36 ラフレーズカフェ 牝5青鹿55 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 474－ 81：08．6クビ 37．5�
714 プレイズエターナル 牡4黒鹿57 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 21：08．7� 2．2�
815 アンヴァルト 牡7青鹿57 嶋田 純次 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 40．2�
23 バートラムガーデン 牝5鹿 55 田辺 裕信�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 456－ 61：09．33� 58．0�
48 � エンプレスラブ 牝5黒鹿55 吉田 豊 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 512－ 81：10．04 28．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，630，100円 複勝： 110，966，100円 枠連： 58，127，200円
馬連： 266，085，400円 馬単： 135，351，200円 ワイド： 100，252，800円
3連複： 334，940，800円 3連単： 603，316，900円 計： 1，681，670，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 590円 � 210円 � 1，660円 枠 連（3－4） 2，650円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 13，850円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 11，220円 �� 5，490円

3 連 複 ��� 114，910円 3 連 単 ��� 755，440円

票 数

単勝票数 計 726301 的中 � 22961（7番人気）
複勝票数 計1109661 的中 � 45119（8番人気）� 170837（2番人気）� 14797（14番人気）
枠連票数 計 581272 的中 （3－4） 16964（12番人気）
馬連票数 計2660854 的中 �� 37099（18番人気）
馬単票数 計1353512 的中 �� 7329（44番人気）
ワイド票数 計1002528 的中 �� 13438（18番人気）�� 2277（84番人気）�� 4686（55番人気）
3連複票数 計3349408 的中 ��� 2186（246番人気）
3連単票数 計6033169 的中 ��� 579（1395番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―10．8―11．0―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．0―44．0―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．8
3 4（5，8）（1，9）（2，3）12（7，10）（13，15）（11，14）16，6 4 ・（4，5）－1（7，9）2（13，10，8，3，12）（11，15）14（6，16）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

メイショウスザンナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 京都6着

2009．4．27生 牝5鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー 28戦4勝 賞金 78，173，000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 フェイムロバリー号・マイネサヴァラン号

18012 7月5日 曇 稍重 （26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）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 チャンスメイク 牡3青 54
51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 B444－ 41：45．3 8．9�

46 ジュルヴォアソング 牡4鹿 57 田中 勝春廣崎 利洋氏 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 498＋ 41：45．83 35．1�
815 ビックナジョーカー 牡3鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー

ブル 462± 0 〃 クビ 12．0�
713 ニシノゲンキマル 牡3栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 498－ 4 〃 ハナ 2．6�
611 ヤマニンパンテオン 牡4鹿 57 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 454＋ 81：46．01� 156．0�
11 コスモソーク 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 540－10 〃 ハナ 3．5	
610 オメガグランディス 牡3鹿 54 戸崎 圭太原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 492＋ 81：46．1クビ 6．8

712 サ ウ ス ゴ ビ 牡3栗 54 横山 典弘 K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 456＋10 〃 クビ 17．3�
34 ネオヴァンデロア 牡4黒鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 520＋ 21：46．2� 14．8�
59 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 B484± 01：46．94 21．6
58 レ ア ン デ ル 	4栗 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 468－141：47．64 98．8�
35 
 グッドシーユー 牡6黒鹿57 石橋 脩荒牧 政美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B490－ 21：47．92 116．8�
22 サンマルマズル 牡4鹿 57 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 472＋ 21：48．0クビ 143．4�
814 ペイシャンスゼータ 牝3栗 52

49 ▲石川裕紀人北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 468＋ 41：48．42� 63．2�
47 ニチドウレパード 牡6栗 57

54 ▲木幡 初也山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 494－ 81：49．57 126．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，166，000円 複勝： 70，910，500円 枠連： 35，066，200円
馬連： 138，991，300円 馬単： 72，757，700円 ワイド： 60，533，700円
3連複： 161，591，400円 3連単： 304，303，500円 計： 893，320，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 340円 � 870円 � 320円 枠 連（2－4） 9，900円

馬 連 �� 16，340円 馬 単 �� 22，030円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 1，470円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 48，300円 3 連 単 ��� 274，740円

票 数

単勝票数 計 491660 的中 � 44181（4番人気）
複勝票数 計 709105 的中 � 57831（5番人気）� 19204（9番人気）� 62468（4番人気）
枠連票数 計 350662 的中 （2－4） 2743（29番人気）
馬連票数 計1389913 的中 �� 6591（38番人気）
馬単票数 計 727577 的中 �� 2476（59番人気）
ワイド票数 計 605337 的中 �� 3703（34番人気）�� 10862（16番人気）�� 2871（41番人気）
3連複票数 計1615914 的中 ��� 2509（106番人気）
3連単票数 計3043035 的中 ��� 803（585番人気）

ハロンタイム 7．3―11．0―11．6―12．3―12．6―12．2―12．4―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．3―29．9―42．2―54．8―1：07．0―1：19．4―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

チャンスメイク �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．7 中山1着

2011．6．17生 牡3青 母 アクティブサンサン 母母 ポトマツクチエリー 7戦2勝 賞金 17，300，000円
※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 アルマベルヴァ号・スペシャルリッチ号・トウショウプライド号



（26福島2）第1日 7月5日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

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

175，210，000円
8，280，000円
1，280，000円
15，550，000円
62，096，000円
4，446，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
391，391，600円
631，937，900円
242，790，000円
988，788，500円
575，235，500円
431，199，200円
1，184，130，900円
2，188，366，000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 6，633，839，600円

総入場人員 8，828名 （有料入場人員 6，746名）
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