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18025 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第1競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時10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� 基準タイム2：57．4良

33 � テーオーダンシング �7鹿 60 難波 剛健小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 532± 03：02．2 6．1�
813� プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 B514－ 4 〃 クビ 3．9�
69 � カシノデューク 牡5栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 490－ 43：02．41 6．4�
57 ダ イ コ ウ キ 牡4青鹿60 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 520＋ 63：03．25 8．1�
712� オ マ モ リ 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 448－ 23：03．3クビ 25．2�
814� ホ ク レ ア 牡5栗 60 江田 勇亮古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 456＋133：03．4� 121．4	
22 ティリアンパープル 牝4鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 462＋163：03．93 154．6

11 � プレミアムカード �6鹿 60 上野 翔青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－103：04．22 38．3�
610 サンマルボス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 488－ 23：04．94 3．4�
711 ル ー ベ ル 牡4鹿 60 森 一馬林 進氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 476＋ 23：05．53� 44．2
45 カワキタバルク 牡5青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 470－ 23：06．24 180．3�
58 モ ン モ ン 牡4鹿 60 横山 義行小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 490＋ 63：07．05 16．9�
46 ヴ ェ イ ロ ン 牡6栗 60 林 満明前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 476＋ 63：08．8大差 13．8�
34 ラブリースター 牝5栃栗58 山本 康志長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 43：12．6大差 35．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，386，200円 複勝： 16，249，100円 枠連： 10，014，200円
馬連： 29，606，600円 馬単： 18，447，600円 ワイド： 12，974，300円
3連複： 39，443，100円 3連単： 60，025，000円 計： 198，146，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 150円 � 190円 枠 連（3－8） 1，330円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 520円 �� 630円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 15，260円

票 数

単勝票数 計 113862 的中 � 14707（3番人気）
複勝票数 計 162491 的中 � 17396（4番人気）� 33778（2番人気）� 20749（3番人気）
枠連票数 計 100142 的中 （3－8） 5812（6番人気）
馬連票数 計 296066 的中 �� 15132（6番人気）
馬単票数 計 184476 的中 �� 3934（14番人気）
ワイド票数 計 129743 的中 �� 6269（4番人気）�� 5109（8番人気）�� 9060（3番人気）
3連複票数 計 394431 的中 ��� 12585（5番人気）
3連単票数 計 600250 的中 ��� 2850（41番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

�テーオーダンシング �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Premiership

2007．3．27生 �7鹿 母 プライムタイムサンデー 母母 Sunday Sucree 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

18026 7月12日 晴 稍重 （26福島2）第3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

22 イデアオブクィーン 牝3芦 54 蛯名 正義益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 400－ 21：48．4 1．9�
57 ドナアヴィード 牝3芦 54 北村 宏司久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430－101：48．61� 12．8�
33 リースリング 牝3栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 436＋ 4 〃 クビ 17．0�
812 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 B450＋ 21：49．02� 4．0�
44 メイプルチャンス 牝3栗 54 吉田 豊節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 430－10 〃 アタマ 11．2�
11 ミライヘノマイ 牝3栗 54 平野 優三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 472－ 81：49．1� 20．5�
813 カリビアンロマンス 牝3鹿 54 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：49．3� 18．8	
56 マンハッタンレディ 牝3芦 54 的場 勇人吉田 和美氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494－ 41：50．04 26．7

711 ウ イ ン サ ラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 430＋ 11：50．21� 114．4�
45 エントリーアゲン 牝3栗 54

51 ▲原田 和真浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 土田 扶美子 504－ 21：50．41� 226．2
69 クインズストリーク 牝3黒鹿54 田中 勝春 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 422－ 21：50．61 10．7�
68 スイートソフィー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太シンボリ牧場 尾形 和幸 新ひだか シンボリ牧場 458＋ 2 〃 クビ 228．3�
710 ティエスヴァレー 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也田畑 利彦氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 420－ 21：50．7� 281．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，697，500円 複勝： 42，430，500円 枠連： 10，672，700円
馬連： 43，757，000円 馬単： 29，718，300円 ワイド： 21，519，800円
3連複： 50，123，400円 3連単： 91，461，300円 計： 308，380，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 250円 � 260円 枠 連（2－5） 800円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 480円 �� 550円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 186975 的中 � 78129（1番人気）
複勝票数 計 424305 的中 � 239696（1番人気）� 21984（5番人気）� 20378（6番人気）
枠連票数 計 106727 的中 （2－5） 10261（2番人気）
馬連票数 計 437570 的中 �� 30299（4番人気）
馬単票数 計 297183 的中 �� 12239（6番人気）
ワイド票数 計 215198 的中 �� 12050（4番人気）�� 10333（5番人気）�� 2660（19番人気）
3連複票数 計 501234 的中 ��� 11459（13番人気）
3連単票数 計 914613 的中 ��� 6124（31番人気）

ハロンタイム 7．2―11．7―12．6―13．4―13．3―12．5―12．3―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．9―31．5―44．9―58．2―1：10．7―1：23．0―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3
13，7（2，8）（3，6，11）9（1，12）（4，5）－10・（13，7，12）（2，6，8）11（3，4）－（1，9）－5－10

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

勝馬の
紹 介

イデアオブクィーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．11．23 東京12着

2011．3．25生 牝3芦 母 エムオーフィーバー 母母 ハローシャノン 9戦1勝 賞金 8，250，000円

第２回 福島競馬 第３日



18027 7月12日 晴 稍重 （26福島2）第3日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時15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� コスモキングダム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 手塚 貴久 米 Nagako
Fujita B544＋ 21：47．0 17．4�

34 ハヤブサゴッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太武田 修氏 高柳 瑞樹 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502± 01：47．21 3．8�

69 ヘルツフロイント 牡3黒鹿56 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494－221：47．52 11．2�
11 ミスターローレンス 牡3鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 浦新 徳司 458－141：47．82 40．3�
46 マルヨグラス 牡3栗 56 西田雄一郎野村 春行氏 浅野洋一郎 えりも 上島牧場 442＋ 8 〃 ハナ 16．1�
813 テイエムコンドル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 440－ 21：47．9� 14．7	
33 ドリームエルダー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 458－ 21：48．43 1．8

712 クランキングアップ 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太松田 整二氏 田島 俊明 浦河 村下農場 456－ 81：48．5� 96．5�
45 ニシノモリンガ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 444＋ 21：49．35 221．7�
711 ア マ ク ダ リ 牡3栗 56 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 神垣 道弘 494± 01：49．62 14．4
22 ウインドオブケン 牡3黒鹿56 田辺 裕信岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 482＋ 41：50．13 38．0�
610 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56 杉原 誠人大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 452－ 21：50．42 249．4�
58 ディアアイスバイン 牡3黒鹿56 梶 晃啓ディアレスト 田村 康仁 浦河 福岡 光夫 470± 01：50．6	 30．4�
57 � サムライノモン 牡3鹿 56 田中 勝春飯田 正剛氏 蛯名 利弘 米 Hargus Sexton

& Sandra Sexton 542 ―1：53．7大差 120．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，452，600円 複勝： 38，019，100円 枠連： 13，697，600円
馬連： 42，433，100円 馬単： 30，762，500円 ワイド： 23，431，700円
3連複： 54，063，300円 3連単： 93，606，000円 計： 318，465，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 510円 � 220円 � 370円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，490円 �� 840円

3 連 複 ��� 12，860円 3 連 単 ��� 93，990円

票 数

単勝票数 計 224526 的中 � 10303（7番人気）
複勝票数 計 380191 的中 � 17563（7番人気）� 52685（2番人気）� 25595（3番人気）
枠連票数 計 136976 的中 （3－8） 26644（1番人気）
馬連票数 計 424331 的中 �� 9927（12番人気）
馬単票数 計 307625 的中 �� 2616（26番人気）
ワイド票数 計 234317 的中 �� 6089（11番人気）�� 2336（28番人気）�� 7327（7番人気）
3連複票数 計 540633 的中 ��� 3152（39番人気）
3連単票数 計 936060 的中 ��� 722（263番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．5―12．9―13．3―12．8―12．6―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．6―42．5―55．8―1：08．6―1：21．2―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コスモキングダム �
�
父 Empire Maker �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．11．9 東京4着

2011．4．7生 牡3黒鹿 母 Lu Ravi 母母 At the Half 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 アマクダリ号の騎手宮崎北斗は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サムライノモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12日まで平地競

走に出走できない。

18028 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第4競走 ��3，350�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時45分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：41．2良

33 メジロサンノウ 牡6黒鹿 62
59 ▲原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞�湖 メジロ牧場 460－163：41．7 10．8�

45 ナンデヤネン 牡7青 60 上野 翔杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 492－ 23：42．23 8．1�
22 フリーダムシチー 牡5栗 60 石神 深一 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 436－ 63：42．3� 36．8�
56 オ ベ ロ ン �4鹿 60 横山 義行 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 476－ 63：42．4	 6．5�
57 テンジンキヨモリ 牡4青鹿60 江田 勇亮白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 478－ 23：42．61
 6．1	
812 ボストンプラチナ 牡7青鹿60 大江原 圭ボストンホース� 柄崎 孝 日高 浦新 徳司 444－143：42．7� 34．3

68 プレミアムパス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 478－103：42．8� 14．8�
711 エクセリオン 牡7芦 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472± 03：43．22	 3．3�
11 トップミノル 牡7青鹿60 熊沢 重文吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 63：44．58 4．4
44 � コブラボール 牡10青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 482＋ 63：46．7大差 105．3�
710� パリスブルー 牝7黒鹿58 山本 康志 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 460－143：47．01� 106．9�
69 メイショウゾウセン 牡6黒鹿60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 472± 03：48．610 44．5�
813� スカイアクセス �5鹿 60 蓑島 靖典�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 528± 03：51．3大差 33．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，344，500円 複勝： 25，612，100円 枠連： 13，305，800円
馬連： 38，268，600円 馬単： 23，235，400円 ワイド： 18，525，100円
3連複： 52，105，700円 3連単： 77，425，000円 計： 267，822，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 340円 � 230円 � 690円 枠 連（3－4） 3，290円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 3，110円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 28，920円 3 連 単 ��� 176，510円

票 数

単勝票数 計 193445 的中 � 14224（6番人気）
複勝票数 計 256121 的中 � 19210（6番人気）� 33977（4番人気）� 8445（8番人気）
枠連票数 計 133058 的中 （3－4） 3134（16番人気）
馬連票数 計 382686 的中 �� 8971（17番人気）
馬単票数 計 232354 的中 �� 2969（30番人気）
ワイド票数 計 185251 的中 �� 3989（18番人気）�� 1515（34番人気）�� 1401（37番人気）
3連複票数 計 521057 的中 ��� 1351（87番人気）
3連単票数 計 774250 的中 ��� 318（498番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 53．0－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→→	→�」
�
�
9＝（8，7）－2（12，10）（11，13）（1，6）－5－（3，4）
7，8，11，2－1（9，12）（5，6，10）3＝4＝13

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

勝馬の
紹 介

メジロサンノウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Desert デビュー 2011．5．28 東京15着

2008．2．29生 牡6黒鹿 母 メジロダーリング 母母 アイルオブグラス 障害：19戦3勝 賞金 46，498，000円



18029 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第5競走 ��
��1，150�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （ダート・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
1：08．5
1：08．5

良
良

611 ブラックレッグ 牡2青鹿54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 526 ―1：10．3 8．6�
35 オーロラッシュ 牡2鹿 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 430 ― 〃 アタマ 13．7�
59 アルマエルモ 牝2芦 54 田中 勝春コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 424 ― 〃 ハナ 15．4�
36 カ イ マ ノ ア 牡2栗 54 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 466 ―1：10．62 4．3�
713 レースノワエ 牡2鹿 54 横山 典弘 �ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 456 ―1：11．13 27．1�
510 ショウナンダイナモ 牡2栗 54 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 白瀬 盛雄 474 ―1：11．73� 54．1	
12 デルタタイム 牡2鹿 54 大庭 和弥平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 440 ―1：12．12� 52．0

816 ナンゴクオージ 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 474 ―1：12．2� 75．2�
612 ダンガンコゾウ 牡2栗 54 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：12．41 19．5�
23 アラマサファスリ 牝2鹿 54 的場 勇人アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 478 ―1：12．5� 129．4�
11 ポンテアンジェロ 牝2栗 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 458 ―1：12．81� 5．2�
24 キ ー セ ー ブ 牡2栗 54 熊沢 重文北前孔一郎氏 武市 康男 日高 村下 秀明 464 ―1：12．9� 61．7�
714 シ ェ リ エ 牝2鹿 54 西田雄一郎桐谷 茂氏 天間 昭一 新ひだか 高田 利雄 472 ―1：13．32� 105．0�
48 ワイルドテイスト 牡2栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 484 ―1：14．15 2．9�
47 シゲルノマオイ 牡2栗 54 杉原 誠人森中 蕃氏 松永 康利 浦河 中村 雅明 470 ―1：14．31	 20．6�
815 ハイヴォルテージ 牡2栗 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440 ―1：21．6大差 54．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，491，300円 複勝： 27，511，300円 枠連： 15，871，900円
馬連： 43，448，300円 馬単： 25，546，100円 ワイド： 21，523，800円
3連複： 50，521，900円 3連単： 75，775，400円 計： 280，690，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 380円 � 480円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，060円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 21，000円 3 連 単 ��� 97，400円

票 数

単勝票数 計 204913 的中 � 19004（4番人気）
複勝票数 計 275113 的中 � 28628（4番人気）� 18800（5番人気）� 14194（7番人気）
枠連票数 計 158719 的中 （3－6） 17066（2番人気）
馬連票数 計 434483 的中 �� 8055（15番人気）
馬単票数 計 255461 的中 �� 2519（30番人気）
ワイド票数 計 215238 的中 �� 4230（14番人気）�� 2677（22番人気）�� 2103（27番人気）
3連複票数 計 505219 的中 ��� 1804（64番人気）
3連単票数 計 757754 的中 ��� 564（289番人気）

ハロンタイム 9．8―11．2―11．5―12．1―12．8―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．0―32．5―44．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックレッグ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2012．3．17生 牡2青鹿 母 マイビッグアップル 母母 ユーワマユミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイヴォルテージ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12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 ドリームマオ号

18030 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時05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

814 ニシノラッシュ 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 464 ―1：09．8 1．8�
46 タケショウビクター 牡2黒鹿54 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 476 ―1：10．54 17．4�
47 トリアンドルス 牝2栗 54 戸崎 圭太ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 440 ―1：10．6� 5．3�
22 スーパーフレア 牝2鹿 54 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 418 ― 〃 クビ 108．0�
11 ミエノサンキュー 牡2青鹿54 M．エスポジート 里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 464 ―1：11．02� 16．9�

（伊）

34 ウインマジュール 牡2鹿 54 大野 拓弥	ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 424 ―1：11．1� 16．3

610 トーセンシャイニー 牝2栗 54 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 452 ―1：11．52� 41．4�
815 ヒマラヤテンカ 牝2青 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 450 ―1：11．71� 136．4
35 ロードワイルド 牡2鹿 54 伊藤 工真 	ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 414 ―1：11．8� 92．9�
611 タマモカチグリ 牡2栗 54

51 ▲原田 和真タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458 ―1：11．9� 25．0�
58 ワットプラケオ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：12．0クビ 91．5�
712 ニシノクラッチ 牡2黒鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 472 ―1：12．21� 6．8�
59 キ ノ ル 牝2芦 54 蛯名 正義	ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424 ― 〃 クビ 19．0�
713 ゴールドクェスト 牡2鹿 54 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 462 ―1：12．3� 19．9�
23 トーセンエデン 牝2鹿 54 内田 博幸島川 �哉氏 小笠 倫弘 厚真 阿部 栄乃進 458 ―1：14．1大差 153．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，811，300円 複勝： 30，364，400円 枠連： 14，819，000円
馬連： 46，481，900円 馬単： 29，188，400円 ワイド： 22，507，800円
3連複： 55，750，000円 3連単： 88，959，200円 計： 313，882，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 260円 � 170円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 580円 �� 290円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 258113 的中 � 109044（1番人気）
複勝票数 計 303644 的中 � 86045（1番人気）� 21616（4番人気）� 42375（2番人気）
枠連票数 計 148190 的中 （4－8） 25665（1番人気）
馬連票数 計 464819 的中 �� 28983（3番人気）
馬単票数 計 291884 的中 �� 12509（4番人気）
ワイド票数 計 225078 的中 �� 9618（4番人気）�� 22726（1番人気）�� 5237（10番人気）
3連複票数 計 557500 的中 ��� 21313（2番人気）
3連単票数 計 889592 的中 ��� 8696（7番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―34．7―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2012．3．29生 牡2鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンエデン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18031 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第7競走 ��1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

714 ナムラセンセイ 牡3栗 56 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 482－ 41：09．1 3．6�
36 トーセンスティング 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 526＋ 81：09．31� 4．3�
11 インスタイル 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472－ 4 〃 クビ 6．8�
510 ミキノグランプリ 牡3栗 56 熊沢 重文谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 444＋ 21：09．72� 10．5�
47 ハ ッ ツ オ フ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 466± 01：09．8� 3．3	
612 ワイルドジーク 牡3栗 56 内田 博幸 Him Rock Racing 古賀 慎明 新冠 ハクツ牧場 456± 01：10．11� 19．5

816 オーガンディー 牝3芦 54 柴田 大知栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 420－141：10．2� 82．3�
48 ナンヨールーク 牡3栗 56 杉原 誠人中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 504－121：10．3� 38．2�
59 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 B476－ 21：10．4クビ 37．3�
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 B470－ 8 〃 クビ 107．2�
24 クリスタルキー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 村下農場 462＋ 21：10．61� 391．4�
815 サクラナモラーダ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 山田牧場 500＋121：10．7クビ 41．3�
35 ジャーサンプラーン 牝3鹿 54 吉田 豊本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 真歌田中牧場 416± 0 〃 ハナ 169．6�
713 リワードターン 牡3栗 56 田中 勝春宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード 482± 0 〃 クビ 42．1�
12 ラブシューペ 牝3青 54 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 424＋ 41：10．9� 163．6�
23 アミフジテンショウ 牝3栗 54 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 B516－101：12．510 57．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，621，200円 複勝： 44，596，900円 枠連： 15，464，500円
馬連： 67，320，300円 馬単： 34，853，500円 ワイド： 30，744，600円
3連複： 76，542，300円 3連単： 121，548，300円 計： 417，691，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 170円 � 200円 枠 連（3－7） 780円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 400円 �� 500円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 8，680円

票 数

単勝票数 計 266212 的中 � 58699（2番人気）
複勝票数 計 445969 的中 � 82726（2番人気）� 68953（3番人気）� 52403（4番人気）
枠連票数 計 154645 的中 （3－7） 15312（3番人気）
馬連票数 計 673203 的中 �� 55581（3番人気）
馬単票数 計 348535 的中 �� 14921（5番人気）
ワイド票数 計 307446 的中 �� 20418（3番人気）�� 15554（6番人気）�� 16431（5番人気）
3連複票数 計 765423 的中 ��� 28772（5番人気）
3連単票数 計1215483 的中 ��� 10149（19番人気）

ハロンタイム 9．4―10．8―11．1―11．9―12．6―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．2―31．3―43．2―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラセンセイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．6．1 東京6着

2011．4．27生 牡3栗 母 ナムラドロシー 母母 バ ー ハ レ ン 3戦1勝 賞金 5，800，000円

18032 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第8競走 ��
��2，000�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
1：57．3
1：56．1

良
良

510 ダイワリベラル 牡3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 510± 02：00．5 1．6�
24 ナイフリッジ 牡3栗 54 横山 典弘有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 02：00．71� 10．4�
12 アンブリッジローズ 牡4鹿 57 M．エスポジート �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 ハナ 6．9�

（伊）

713 ベルゲンクライ 牡4芦 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 472－ 42：00．91� 24．8�

59 サルジェンツチェリ 牡4芦 57 五十嵐雄祐加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 468－ 62：01．0	 197．3�
714 ルネッタアスール 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 458± 02：01．1	 32．9	
48 テ ン ミ ラ イ 牡4栗 57 田辺 裕信天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 476－ 4 〃 ハナ 11．6

611 マイネルランスタン 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B450＋ 12：01．73	 39．8�
47 サトノフェアリー 牝4鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 428－102：02．01
 12．1
816 メロディフェア 牝4青鹿 55

52 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 436－ 42：02．21	 61．9�
36 � ヒシサイレンス �4黒鹿57 江田 照男阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 448－ 42：02．3	 67．8�
35 アイアムライジング 牡4黒鹿57 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 528－ 22：02．51� 13．3�
11 クリーンメタボ 牡6黒鹿57 西田雄一郎石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 460－ 82：02．82 274．3�
23 テ ル バ イ ク 牡6栗 57 武士沢友治加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 466－ 4 〃 クビ 63．7�
815 ジェイケイヒーロー 牡5鹿 57 伊藤 工真小谷野次郎氏 伊藤 正徳 浦河 畔高牧場 492＋ 42：04．39 220．5�
612 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 444－ 82：05．89 311．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，124，000円 複勝： 49，438，700円 枠連： 18，362，500円
馬連： 68，818，800円 馬単： 43，160，200円 ワイド： 32，108，800円
3連複： 80，736，000円 3連単： 152，370，100円 計： 473，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（2－5） 650円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 390円 �� 280円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 4，530円

票 数

単勝票数 計 281240 的中 � 136741（1番人気）
複勝票数 計 494387 的中 � 209307（1番人気）� 41621（3番人気）� 60560（2番人気）
枠連票数 計 183625 的中 （2－5） 21841（3番人気）
馬連票数 計 688188 的中 �� 68456（3番人気）
馬単票数 計 431602 的中 �� 32314（3番人気）
ワイド票数 計 321088 的中 �� 21104（4番人気）�� 31728（1番人気）�� 7467（10番人気）
3連複票数 計 807360 的中 ��� 38870（2番人気）
3連単票数 計1523701 的中 ��� 24334（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―11．8―12．6―12．9―12．6―11．8―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．1―35．9―48．5―1：01．4―1：14．0―1：25．8―1：37．3―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ダイワリベラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．10．6 東京7着

2011．5．26生 牡3黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 7戦2勝 賞金 20，830，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トキノユウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アンスポークン号
（非抽選馬） 1頭 セカイノカナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18033 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第9競走 ��
��1，700�

さ ん り く

三 陸 特 別
発走14時35分 （ダート・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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 ケイジータイタン �4青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B514－ 21：46．0 6．0�
47 ベリートゥベリー 牡4鹿 57 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 470－ 21：46．21
 3．4�
58 スギノハルバード 牡4鹿 57 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B476± 01：46．41
 4．1�
611 ダノンアイガー 牡4芦 57 石橋 脩�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 502＋ 41：47．03
 31．5�
22 アルマベルヴァ 牡4鹿 57 戸崎 圭太コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B498－ 61：47．1クビ 16．7�
46 ブルーボサノヴァ 牝3栗 52 柴田 未崎 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 462－ 2 〃 ハナ 120．5	
712� クリノテンペスタ 牡7栗 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 470－241：47．31� 171．3

35 オリオンザムーン 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 514± 01：47．72
 13．0�
713 ローレルアルトス 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 480＋ 21：48．01 13．6�
23 キネオレジェンド 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 540－ 61：48．63
 7．3
815 トウショウプライド 牡4栗 57 江田 照男トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B498－ 8 〃 アタマ 8．3�
610� ラブインペラートル 牡3栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 8 〃 クビ 413．7�
11 � コスモナチュラル 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 478± 01：48．91 53．9�
34 ドリーミングラヴ 牝5黒鹿55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 434－ 81：49．21 298．5�
59 ケイアイホクトセイ �4鹿 57 M．エスポジート 亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 B496＋ 41：49．94 66．6�

（伊）

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，879，700円 複勝： 46，341，100円 枠連： 23，689，300円
馬連： 87，015，500円 馬単： 44，459，000円 ワイド： 36，519，000円
3連複： 100，622，600円 3連単： 160，181，500円 計： 526，707，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 140円 � 160円 枠 連（4－8） 610円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 400円 �� 520円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 278797 的中 � 36612（3番人気）
複勝票数 計 463411 的中 � 53719（3番人気）� 93262（1番人気）� 74107（2番人気）
枠連票数 計 236893 的中 （4－8） 29986（1番人気）
馬連票数 計 870155 的中 �� 62862（2番人気）
馬単票数 計 444590 的中 �� 14678（4番人気）
ワイド票数 計 365190 的中 �� 22890（2番人気）�� 16736（4番人気）�� 34307（1番人気）
3連複票数 計1006226 的中 ��� 53806（1番人気）
3連単票数 計1601815 的中 ��� 12862（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―29．3―41．6―54．6―1：06．7―1：19．5―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ケイジータイタン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2012．11．18 福島4着

2010．5．5生 �4青鹿 母 スイートパッセ 母母 カフェショコラ 18戦3勝 賞金 36，194，000円
〔制裁〕 ケイジータイタン号の騎手岩部純二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴァリュービジョン号・オアフライダー号・ホクレアポパイ号・マドリードカフェ号・ラナウェイビート号
（非抽選馬） 2頭 フェイマスエンド号・ブロードスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18034 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ し ま

松 島 特 別
発走15時10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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

44 マイネルミラノ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B470＋ 21：59．6 1．6�

55 ガ チ バ ト ル 牡4栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 456－101：59．81� 14．8�
11 バッドボーイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 498＋ 4 〃 ハナ 3．5�
88 イタリアンネオ 牡3黒鹿54 北村 宏司平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 524＋ 22：00．12 8．8�
33 ダイワストリーム 牝4栗 55 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 470－ 22：00．52� 40．8�
22 パワースラッガー 牡3鹿 54 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 480± 02：00．6クビ 21．3	
66 ノーブルジュピタ 牝4鹿 55 大野 拓弥吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 432－ 8 〃 ハナ 69．9

77 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿55 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 480－102：01．13 10．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，103，400円 複勝： 113，908，900円 枠連： 発売なし
馬連： 104，962，700円 馬単： 71，593，800円 ワイド： 35，608，800円
3連複： 97，156，200円 3連単： 298，568，800円 計： 763，902，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 280円 �� 140円 �� 360円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 421034 的中 � 202841（1番人気）
複勝票数 計1139089 的中 � 836761（1番人気）� 34376（5番人気）� 126948（2番人気）
馬連票数 計1049627 的中 �� 75584（4番人気）
馬単票数 計 715938 的中 �� 41251（5番人気）
ワイド票数 計 356088 的中 �� 27726（3番人気）�� 88250（1番人気）�� 20002（7番人気）
3連複票数 計 971562 的中 ��� 122757（3番人気）
3連単票数 計2985688 的中 ��� 71121（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．0―12．4―12．7―12．3―11．3―11．0―11．2―12．4

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―48．7―1：01．4―1：13．7―1：25．0―1：36．0―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルミラノ �

父 ステイゴールド �


母父 Polish Precedent デビュー 2012．8．5 新潟8着

2010．6．8生 牡4栗 母 パールバーリー 母母 Pearl Kite 18戦4勝 賞金 56，810，000円



18035 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第11競走 ��
��1，800�

あま がわ

天の川ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．7．6以降26．7．6まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

33 フィロパトール 牝5鹿 53 石橋 脩高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 470＋ 21：46．7 5．0�
34 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿58 戸崎 圭太�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 446－ 61：46．91� 4．3�
69 チェリーヒロイン 牝5栗 53 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 410－ 4 〃 クビ 4．5�
610 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 52 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 476± 01：47．0クビ 13．4�
22 アップルジャック 牡6黒鹿53 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 502－10 〃 クビ 14．2�
46 ダイワズーム 牝5栗 53 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468± 01：47．1� 18．7	
45 パワースポット 牝6鹿 53 大野 拓弥
グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：47．2クビ 17．6�
11 ラ ロ メ リ ア 	6鹿 56 田辺 裕信 
キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 434－121：47．3� 15．7�
58 ブリッジクライム 牝5鹿 54 北村 宏司吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 6．7
813 ベストディール 牡5鹿 57 内田 博幸 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 468－12 〃 クビ 42．4�
712 フサイチアソート 	9栗 51 江田 照男岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム 446－ 41：47．72� 166．7�
711 ア ラ フ ネ 牝5栗 53 吉田 豊
アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464± 0 〃 ハナ 92．4�
57 ウイングドウィール 牝5黒鹿52 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486－ 21：47．8
 20．9�
814 ゼンノルジェロ 牡6青 53 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 500± 01：48．43� 20．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，081，100円 複勝： 105，000，800円 枠連： 59，273，600円
馬連： 255，891，600円 馬単： 115，844，000円 ワイド： 92，290，100円
3連複： 338，296，800円 3連単： 552，953，700円 計： 1，580，631，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 180円 � 150円 枠 連（3－3） 1，400円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 570円 �� 450円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 610811 的中 � 97218（3番人気）
複勝票数 計1050008 的中 � 164550（2番人気）� 142608（3番人気）� 188752（1番人気）
枠連票数 計 592736 的中 （3－3） 32608（6番人気）
馬連票数 計2558916 的中 �� 136877（2番人気）
馬単票数 計1158440 的中 �� 35519（2番人気）
ワイド票数 計 922901 的中 �� 40788（4番人気）�� 54350（1番人気）�� 35744（6番人気）
3連複票数 計3382968 的中 ��� 119644（1番人気）
3連単票数 計5529537 的中 ��� 39506（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．6―47．8―59．9―1：11．4―1：22．8―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

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5鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 25戦5勝 賞金 85，283，000円
［他本会外：1戦0勝］

※アップルジャック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18036 7月12日 晴 良 （26福島2）第3日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16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 7，300，000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

12 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 438－ 21：08．8 55．0�
23 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440± 0 〃 クビ 6．6�
713 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 石橋 脩 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 21：09．01� 16．9�
35 ガッダムアスカ 牝5芦 55 M．エスポジート 神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 466± 0 〃 ハナ 18．7�

（伊）

510 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 462＋ 21：09．21 35．5�
815 ホークインザブルー 	4鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 458－ 8 〃 ハナ 46．8	
611 ブルジュオン 牝4黒鹿55 大野 拓弥�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 6 〃 クビ 7．0

47 
 トゥールモンド 	4栗 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren B454－ 41：09．3クビ 19．2�
714 ツクバアラモード 牝4栗 55 北村 宏司細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 448－ 41：09．4� 4．9
24 ビッグダージリン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B460－ 21：09．5� 142．6�
48 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448± 01：09．71� 3．6�
612 シニョリーナ 牝3青鹿52 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B454－ 21：09．8� 7．9�
59 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 456－ 21：09．9� 31．4�
36 チュウワベイビー 牝3芦 52 田中 勝春中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 450－ 41：10．11� 12．8�
11  リトルボナンザ 牝4芦 55 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 神垣 道弘 440＋ 21：10．42 220．2�
816 エヌワイグレース 牝5鹿 55

52 ▲原田 和真サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 前川牧場 480± 01：11．14 298．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，774，200円 複勝： 74，255，800円 枠連： 37，834，300円
馬連： 137，173，100円 馬単： 68，478，500円 ワイド： 61，350，700円
3連複： 177，588，700円 3連単： 295，665，400円 計： 899，120，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，500円 複 勝 � 1，220円 � 250円 � 390円 枠 連（1－2） 14，750円

馬 連 �� 18，490円 馬 単 �� 39，650円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 11，860円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 98，360円 3 連 単 ��� 712，150円

票 数

単勝票数 計 467742 的中 � 6803（13番人気）
複勝票数 計 742558 的中 � 13712（13番人気）� 89757（3番人気）� 49423（6番人気）
枠連票数 計 378343 的中 （1－2） 1987（28番人気）
馬連票数 計1371731 的中 �� 5749（52番人気）
馬単票数 計 684785 的中 �� 1295（107番人気）
ワイド票数 計 613507 的中 �� 3617（48番人気）�� 1312（75番人気）�� 9941（19番人気）
3連複票数 計1775887 的中 ��� 1354（215番人気）
3連単票数 計2956654 的中 ��� 301（1362番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―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 16（5，15）（3，4，6）（2，8，10）14，11（1，12，13）（7，9） 4 ・（16，15）5，4（3，6）（8，10）2，11（12，14）（7，13）1，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤサカオディール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2011．11．19 東京5着

2009．5．17生 牝5黒鹿 母 ヴァドヴィーツェ 母母 コンクラーベ 20戦2勝 賞金 15，020，000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） 2頭 ダイワラスター号・ポークチョップ号
（非抽選馬） 3頭 ジョージジョージ号・ダイワソフィー号・ヒシワイルド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26福島2）第3日 7月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

197，760，000円
2，080，000円
7，040，000円
1，340，000円
17，680，000円
62，982，000円
5，991，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
350，767，000円
613，728，700円
233，005，400円
965，177，500円
535，287，300円
409，104，500円
1，172，950，000円
2，068，539，700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 6，348，560，100円

総入場人員 8，977名 （有料入場人員 6，918名）
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