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18037 7月13日 曇 良 （26福島2）第4日 第1競走 ��
��1，150�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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
1：08．5
1：08．5

良
良

35 ウインバローラス 牡2鹿 54 大野 拓弥�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 480＋ 61：09．7 104．9�
47 ドラゴンゲート 牡2栗 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 440－ 6 〃 クビ 3．9�
58 ム サ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 61：10．23 13．4�
11 オルフィーク 牝2青鹿 54

51 ▲原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 478－ 61：10．3� 17．2�
59 ロックフォール 牡2黒鹿54 柴田 善臣四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 426－ 41：10．62 43．6	
46 メイプルレインボー 牡2栗 54 吉田 豊節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 456－ 41：10．81� 3．4

713 ヘ ッ ト ロ ー 牡2青鹿54 柴田 大知�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 466－121：11．01 11．3�
814 カシノキングダム 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 436－ 41：11．31	 74．1�
712 ジ ェ ロ ニ モ 牡2栗 54 西田雄一郎平本 敏夫氏 松永 康利 様似 林 時春 458－ 6 〃 ハナ 21．2
611 シュンクルーズ 牡2黒鹿54 嶋田 純次村田 滋氏 畠山 重則 新冠 パカパカ

ファーム 422＋ 21：11．51� 70．8�
34 クリノヤクマン 牡2鹿 54 内田 博幸栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 468－101：11．81	 4．0�
610 トミケンシェルフ 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 458－ 41：12．01� 124．7�
23 タカラドリーム 牝2栗 54 伊藤 工真村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 446－ 21：12．2	 12．8�
22 サンクレイグ 
2栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 日高 有限会社

ケイズ 430± 01：13．15 198．8�
815 シゲルギシサイ 牡2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 浜口牧場 478＋ 21：13．63 21．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，293，100円 複勝： 31，022，100円 枠連： 14，390，600円
馬連： 47，771，900円 馬単： 27，244，500円 ワイド： 23，036，100円
3連複： 59，917，100円 3連単： 89，952，900円 計： 312，628，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，490円 複 勝 � 2，320円 � 160円 � 330円 枠 連（3－4） 470円

馬 連 �� 24，890円 馬 単 �� 73，760円

ワ イ ド �� 6，640円 �� 13，830円 �� 780円

3 連 複 ��� 65，790円 3 連 単 ��� 693，780円

票 数

単勝票数 計 192931 的中 � 1470（13番人気）
複勝票数 計 310221 的中 � 2581（14番人気）� 67595（1番人気）� 22825（5番人気）
枠連票数 計 143906 的中 （3－4） 23341（1番人気）
馬連票数 計 477719 的中 �� 1487（50番人気）
馬単票数 計 272445 的中 �� 277（117番人気）
ワイド票数 計 230361 的中 �� 869（51番人気）�� 415（73番人気）�� 8035（4番人気）
3連複票数 計 599171 的中 ��� 683（137番人気）
3連単票数 計 899529 的中 ��� 94（1119番人気）

ハロンタイム 9．6―10．7―11．4―12．0―12．6―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．3―31．7―43．7―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．0
3 1（8，12）7，15（5，6）－13，9（3，11）－14，4，10，2 4 1（8，7）12，5，6－（13，15）（9，11，14，4）－3－（2，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインバローラス �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．6．14 東京14着

2012．2．22生 牡2鹿 母 ケージーダンサー 母母 ケージービューティ 2戦1勝 賞金 5，000，000円

18038 7月13日 小雨 良 （26福島2）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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 エリーティアラ 牝2青鹿54 江田 照男谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 466± 01：09．4 26．2�
712 テセラレフィナード 牝2鹿 54 武士沢友治木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 444± 01：09．5� 2．2�
11 ココロノママニ 牝2黒鹿54 柴田 未崎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 420＋ 81：10．03 3．0�
57 フォレスタレガーロ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：10．74 5．8�
69 ザ キ ス 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 前田 宗将 456± 01：10．8� 69．3	
22 ペネトレイト 牝2鹿 54 宮崎 北斗青山 英昭氏 和田 雄二 日高 新井 昭二 392－ 81：11．12 8．6

813 テンマイキララ 牝2黒鹿54 田辺 裕信天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 408－ 4 〃 アタマ 24．3�
58 ミスチフウイッチ 牝2黒鹿54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 432＋ 61：11．2� 106．2�
610 シーテッドリバティ 牝2黒鹿54 大庭 和弥手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 丸幸小林牧場 470± 01：11．41 64．3
45 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 382＋ 2 〃 クビ 44．0�
34 イ チ ゴ ッ チ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 418－ 21：11．5� 111．6�
711 ポ ン ト ス 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 434－ 21：11．6� 196．1�
814 プロセルピナ 牝2栗 54 石橋 脩清水 敏氏 斎藤 誠 様似 澤井 義一 420＋ 21：11．7� 28．9�
46 ネブカドネザル 牡2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 432＋181：11．8クビ 103．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，735，000円 複勝： 27，792，000円 枠連： 11，243，300円
馬連： 43，200，200円 馬単： 28，030，900円 ワイド： 20，191，600円
3連複： 53，784，500円 3連単： 92，250，800円 計： 295，228，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 420円 � 110円 � 140円 枠 連（3－7） 2，390円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，070円 �� 180円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 30，820円

票 数

単勝票数 計 187350 的中 � 5716（6番人気）
複勝票数 計 277920 的中 � 9965（6番人気）� 86230（1番人気）� 53174（2番人気）
枠連票数 計 112433 的中 （3－7） 3645（8番人気）
馬連票数 計 432002 的中 �� 11582（9番人気）
馬単票数 計 280309 的中 �� 2349（25番人気）
ワイド票数 計 201916 的中 �� 4900（9番人気）�� 4024（11番人気）�� 37179（1番人気）
3連複票数 計 537845 的中 ��� 17356（6番人気）
3連単票数 計 922508 的中 ��� 2170（78番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．9―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリーティアラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．22 東京12着

2012．5．4生 牝2青鹿 母 ペイルローズ 母母 オレンジカラー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ザキス号の騎手嘉藤貴行は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

第２回 福島競馬 第４日



18039 7月13日 小雨 良 （26福島2）第4日 第3競走 ��1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

816 キネオダンサー 牝3鹿 54 的場 勇人吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ
ファーム 468＋ 21：48．0 39．9�

36 ダイワブレス 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 496－ 6 〃 ハナ 3．6�
12 ヘヴンリーシチー 牝3青 54 M．エスポジート �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 B418＋ 4 〃 クビ 28．1�

（伊）

714 ファイネストアワー 牡3栗 56 内田 博幸矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 446－ 61：48．21� 13．2�
35 アンジュドボヌール 牝3栗 54 吉田 豊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494－ 41：48．3� 4．0�
23 アスキーコード 牡3青鹿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 492＋16 〃 ハナ 11．4

48 ナスタイザン 牝3黒鹿54 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 454＋ 2 〃 ハナ 3．4�
47 コスモメリー 牝3鹿 54 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 426－ 21：48．4クビ 23．1�
611 ドラゴングレイス 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 三城牧場 426－101：48．61 148．1
11 クインズジャーニー 牡3鹿 56 武士沢友治 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新冠 隆栄牧場 500－ 21：48．91� 12．6�
510 メイブルーラグーン 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 428＋ 21：49．32� 223．0�
612 アサクサイイヤツ 牡3鹿 56 川田 将雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 474± 01：49．83 20．0�
59 イ ン ペ ラ ー �3青鹿56 石神 深一武田 茂男氏 萱野 浩二 青森 長谷地 義正 448＋ 21：50．75 155．9�
815 ニシノヤベケ 牝3青鹿54 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 456－181：50．91� 194．4�
713 ロ ワ ド ー ル 牡3鹿 56 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 41：51．0クビ 85．8�
24 コクシブルース �3鹿 56 田中 勝春	向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 472＋101：51．74 75．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，846，800円 複勝： 38，390，000円 枠連： 17，053，600円
馬連： 56，759，700円 馬単： 31，951，400円 ワイド： 26，519，900円
3連複： 69，834，900円 3連単： 108，173，400円 計： 373，529，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，990円 複 勝 � 910円 � 170円 � 810円 枠 連（3－8） 3，420円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 18，230円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 8，510円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 48，540円 3 連 単 ��� 350，110円

票 数

単勝票数 計 248468 的中 � 4977（10番人気）
複勝票数 計 383900 的中 � 9087（10番人気）� 79378（1番人気）� 10277（9番人気）
枠連票数 計 170536 的中 （3－8） 3858（11番人気）
馬連票数 計 567597 的中 �� 6638（22番人気）
馬単票数 計 319514 的中 �� 1314（54番人気）
ワイド票数 計 265199 的中 �� 3400（23番人気）�� 787（55番人気）�� 4097（18番人気）
3連複票数 計 698349 的中 ��� 1079（100番人気）
3連単票数 計1081734 的中 ��� 224（660番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．1―11．9―12．1―12．1―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオダンサー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Cry デビュー 2013．6．23 東京5着

2011．2．28生 牝3鹿 母 オールアイキャンセイイズワウ 母母 Crown of Jewels 11戦1勝 賞金 8，650，000円
〔制裁〕 ヘヴンリーシチー号の騎手M．エスポジートは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トーセンマルシェ号
※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。

18040 7月13日 曇 良 （26福島2）第4日 第4競走 ��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

815 トーホウビースト 牡3青鹿56 的場 勇人東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 B444－ 41：47．7 54．7�
22 サトノバセロン 牡3青鹿56 M．エスポジート 里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492＋ 21：48．01� 5．8�

（伊）

814 パ ロ パ ロ 牡3栗 56 江田 照男�LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 B492－ 21：48．32 28．2�
712 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 大野 拓弥小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 466－101：48．4� 2．7�
35 カットキタイネン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 様似 林 時春 436－ 21：48．93 4．6�
611 トーアイタダキ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 438－ 21：49．22 12．3	
47 エ ゴ イ ズ ム �3鹿 56 西田雄一郎窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 508± 01：49．3クビ 44．7

34 レオナビゲート 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 484 ― 〃 クビ 54．4�
23 テイエムテンリュウ 牡3芦 56 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B494± 01：49．51 9．1�
610 メイクザカット 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 518－14 〃 クビ 6．2
59 ダルムシュタット 牡3鹿 56 武士沢友治日下部勝德氏 高橋 義博 浦河 富塚ファーム 444± 01：50．35 195．4�
58 イーグルターゲット 牡3栗 56 小野寺祐太�酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 B534－ 41：50．4クビ 179．5�
46 コスモライキリ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 浦河 桑田 正己 464＋ 4 〃 クビ 42．0�
11 デルマダイマオウ 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 510＋ 81：50．82� 75．4�
713 ベレロフォン 牡3青鹿56 石橋 脩�飛渡牧場 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 420＋ 81：51．65 175．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，211，900円 複勝： 37，546，500円 枠連： 15，096，900円
馬連： 50，759，400円 馬単： 30，578，400円 ワイド： 24，300，300円
3連複： 63，067，500円 3連単： 100，956，600円 計： 346，517，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，470円 複 勝 � 1，370円 � 240円 � 690円 枠 連（2－8） 2，860円

馬 連 �� 18，030円 馬 単 �� 46，420円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 9，760円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 53，380円 3 連 単 ��� 454，610円

票 数

単勝票数 計 242119 的中 � 3536（11番人気）
複勝票数 計 375465 的中 � 6318（10番人気）� 49446（4番人気）� 13243（7番人気）
枠連票数 計 150969 的中 （2－8） 4079（9番人気）
馬連票数 計 507594 的中 �� 2181（38番人気）
馬単票数 計 305784 的中 �� 494（86番人気）
ワイド票数 計 243003 的中 �� 1346（35番人気）�� 632（55番人気）�� 3929（16番人気）
3連複票数 計 630675 的中 ��� 886（110番人気）
3連単票数 計1009566 的中 ��� 161（753番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．4―18．9―31．0―43．5―56．2―1：08．8―1：21．3―1：34．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

トーホウビースト �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Vicar デビュー 2014．2．1 東京11着

2011．3．7生 牡3青鹿 母 トーホウフローラ 母母 Riffle 5戦1勝 賞金 4，600，000円
※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。



18041 7月13日 曇 良 （26福島2）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．2
1：45．9

良
良

815 ゴッドバローズ 牡2黒鹿54 石橋 脩猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか ヒサイファーム 426 ―1：51．3 31．2�
816 シードパール 牝2鹿 54 横山 典弘髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 422 ―1：51．61� 3．5�
48 ナイトフォックス 牡2鹿 54 川田 将雅石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：51．7� 4．8�
36 クワドループル 牡2黒鹿54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490 ― 〃 クビ 13．5�
713 ランデックヒルズ 牝2鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 436 ―1：51．8� 57．9�
510 プラムチャン 牝2青 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 444 ―1：51．9� 20．8�
714 ディアコンチェルト 牡2黒鹿54 杉原 誠人ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 436 ― 〃 ハナ 24．9	
612 スクリーンショット 牡2栗 54 柴田 善臣桑畑 
信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 ハナ 28．2�
35 キッスアフィニティ 牡2黒鹿54 北村 宏司有限会社シルク久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500 ―1：52．0� 4．4�
23 チャーミングマオ 牝2鹿 54 田中 勝春森口
一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 398 ―1：52．63� 6．0
11 フジサンボンド 牡2鹿 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 浦河 三好牧場 474 ―1：53．23� 26．1�
611 クリノホンイツ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 鎌田 正嗣 410 ―1：53．41	 112．3�
24 コスモレプリカ 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 468 ― 〃 ハナ 51．9�
47 サリーシャッセ 牝2栗 54 武士沢友治黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 482 ―1：54．25 60．2�
12 ウインスペクトル 牡2鹿 54 大野 拓弥�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 444 ―1：54．94 43．2�
59 ソフォニスバ 牝2栗 54 M．エスポジート 岡田 繁幸氏 栗田 博憲 新冠 コスモヴューファーム 446 ―1：55．11	 59．2�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，898，900円 複勝： 37，137，800円 枠連： 17，002，900円
馬連： 53，749，800円 馬単： 29，654，700円 ワイド： 25，299，800円
3連複： 61，287，300円 3連単： 88，298，400円 計： 340，329，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 610円 � 170円 � 180円 枠 連（8－8） 4，720円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 2，930円 �� 420円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 86，040円

票 数

単勝票数 計 278989 的中 � 7132（10番人気）
複勝票数 計 371378 的中 � 11684（8番人気）� 66507（2番人気）� 57826（3番人気）
枠連票数 計 170029 的中 （8－8） 2787（20番人気）
馬連票数 計 537498 的中 �� 8183（17番人気）
馬単票数 計 296547 的中 �� 1771（42番人気）
ワイド票数 計 252998 的中 �� 5105（11番人気）�� 2069（32番人気）�� 16911（1番人気）
3連複票数 計 612873 的中 ��� 4912（24番人気）
3連単票数 計 882984 的中 ��� 744（236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．1―50．2―1：03．2―1：15．8―1：28．1―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5
1
3
15（6，8，10）－（2，7，16）（1，3，12，13）（5，14）（4，9）11
15（8，10）6（7，16）（2，3，13）5（1，12）（4，14）－11，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴッドバローズ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West 初出走

2012．3．30生 牡2黒鹿 母 アリゲーターアリー 母母 Mackie 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 3頭 カレイカルロッタ号・コスモナインボール号・マイティーハニー号
※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。

18042 7月13日 小雨 良 （26福島2）第4日 第6競走 ��
��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 マイネシーア 牝3鹿 54 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：09．0 3．4�

11 ウインエレメント 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 41：09．42� 14．8�
611 ブルーホール 牡3青鹿56 横山 典弘�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 440＋ 21：09．61� 2．1�
24 ダイワバリュー 牡3青 56 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 502 ―1：09．7� 21．2�
35 ヤマホトトギス 牝3鹿 54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 454－12 〃 クビ 8．7�
59 シゲルキシュウ 牡3芦 56 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 484＋221：10．12� 27．2	
816 メイショウアガサ 牝3鹿 54 内田 博幸松本 好
氏 小島 太 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋181：10．2クビ 13．5�
12 ベニノラブリー 牝3青鹿54 吉田 豊�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 422－ 61：10．41 106．6�
510 マ ナ ス ル 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 壮史氏 加藤 和宏 浦河 市川フアーム 454＋10 〃 ハナ 27．5
714 ハクサンストリート 牝3鹿 54 北村 宏司河﨑 五市氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 416－ 2 〃 クビ 20．3�
47 シエルエトワール 牝3鹿 54 西田雄一郎飯田 良枝氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 420＋141：11．03� 159．3�
815 ワ ン ハ ー ト 牝3栗 54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 和田正一郎 平取 船越 伸也 496＋121：11．32 42．3�
713 プロテッツィオーネ 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 徹氏 成島 英春 日高 広富牧場 410＋18 〃 アタマ 169．7�
48 デルマトトコ 牝3栗 54 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 414 ―1：11．51� 145．5�
36 ジ ャ テ ィ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 488－ 81：11．6クビ 153．1�
612 アラビアンサーカス 牡3鹿 56 M．エスポジート 吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 458 ―1：11．7� 74．2�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，046，700円 複勝： 35，458，600円 枠連： 16，219，200円
馬連： 60，576，100円 馬単： 36，307，600円 ワイド： 28，402，900円
3連複： 71，829，900円 3連単： 120，372，300円 計： 400，213，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 230円 � 110円 枠 連（1－2） 1，680円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 600円 �� 190円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計 310467 的中 � 72678（2番人気）
複勝票数 計 354586 的中 � 65996（2番人気）� 26461（4番人気）� 107061（1番人気）
枠連票数 計 162192 的中 （1－2） 7446（9番人気）
馬連票数 計 605761 的中 �� 22173（7番人気）
馬単票数 計 363076 的中 �� 8698（9番人気）
ワイド票数 計 284029 的中 �� 10470（7番人気）�� 47655（1番人気）�� 14079（3番人気）
3連複票数 計 718299 的中 ��� 52213（2番人気）
3連単票数 計1203723 的中 ��� 11439（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．7―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 ・（3，5）（1，11，16）（4，7，14）9，8－2－10－12（13，15）－6 4 ・（3，5）（1，11，16）（4，9）（7，14）－8（2，10）－13，12，15，6

勝馬の
紹 介

マイネシーア �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．6．22 東京2着

2011．2．21生 牝3鹿 母 コスモスカイライン 母母 レーシングスパイス 2戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 シエルエトワール号の調教師武市康男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キョウエイダルク号・ドクターシェイド号・ブリリアントミノル号・ヨイチスノー号
※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。



18043 7月13日 小雨 良 （26福島2）第4日 第7競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走13時30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

22 ダ ー ク ビ ア 牡3黒鹿56 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B490－102：41．9 4．7�
33 センショウゴールド 牡3黒鹿56 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 B420＋ 22：42．0� 2．4�
79 ラ イ ヨ ー ル 牡3鹿 56 横山 典弘前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか タツヤファーム 488＋162：42．53 4．3�
44 ショウナンアバロン �3鹿 56 北村 宏司国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B444＋10 〃 ハナ 15．2�
55 コスモミヅハノメ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �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 424± 02：42．6� 20．9�
11 オ ニ ガ イ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 470－ 22：43．34 13．8	
67 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 466＋ 62：43．4	 41．3

710 ヨウザンフウ 牡3栗 56 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 440－ 22：43．72 61．8�
811 カシマブレイン 牡3鹿 56 柴田 未崎松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 488－ 82：43．8クビ 26．0�
812 スマッシングダウト 牝3栗 54 田辺 裕信吉田 和美氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B512＋ 62：45．07 9．6
68 
 コスモソウルメイト 牡3青鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 米 Gary L.

Chervenell B500＋ 22：45．2� 51．2�
56 デレペンテアスール 牡3鹿 56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 524－122：47．1大差 143．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，428，200円 複勝： 30，942，600円 枠連： 13，713，200円
馬連： 57，857，300円 馬単： 32，895，800円 ワイド： 24，537，300円
3連複： 65，675，500円 3連単： 114，492，800円 計： 366，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 360円 �� 250円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 264282 的中 � 44880（3番人気）
複勝票数 計 309426 的中 � 62616（2番人気）� 73192（1番人気）� 42179（3番人気）
枠連票数 計 137132 的中 （2－3） 17074（2番人気）
馬連票数 計 578573 的中 �� 78024（1番人気）
馬単票数 計 328958 的中 �� 20610（3番人気）
ワイド票数 計 245373 的中 �� 24602（2番人気）�� 15845（3番人気）�� 25644（1番人気）
3連複票数 計 656755 的中 ��� 74683（1番人気）
3連単票数 計1144928 的中 ��� 21658（4番人気）

ハロンタイム 13．2―11．0―11．7―12．8―13．1―12．5―13．0―12．9―12．8―12．5―12．1―12．0―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�
13．2―24．2―35．9―48．7―1：01．8―1：14．3―1：27．3―1：40．2―1：53．0―2：05．5―2：17．6―2：29．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ー ク ビ ア �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2014．2．24 東京15着

2011．3．25生 牡3黒鹿 母 テ デ ィ ベ ア 母母 サンクレール 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 カシマブレイン号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デレペンテアスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月13日まで平

地競走に出走できない。

18044 7月13日 小雨 良 （26福島2）第4日 第8競走 ��1，700�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 7，300，000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

35 ホワイトフリート 牡4芦 57 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：48．1 2．8�
46 シゲルトオトウミ 牝3栗 52 江田 照男森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 442＋ 21：48．2� 95．8�
712 スリーヨーク 牡4鹿 57 田中 勝春永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472＋ 41：48．41� 12．9�
713 マイネルボルソー 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 458± 01：48．5クビ 25．5�
34 オメガラヴィータ 牝4栗 55 M．エスポジート 原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B464± 01：48．81� 17．4	

（伊）

22 ラ ブ ユ ー 牝3栗 52 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 486＋ 6 〃 ハナ 15．8

59 アドマイヤダリヤ 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 542＋ 6 〃 クビ 20．4�
815 アルファメール 牡4栗 57 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 新ひだか カントリー牧場 500＋101：48．9クビ 102．0�
23 ア ガ サ 牝4青 55

52 ▲伴 啓太上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 500＋12 〃 ハナ 49．3
11 トウショウアミラル 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 和真トウショウ産業� 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 446－26 〃 アタマ 83．2�
611	 ダイメイサンジ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 478－ 21：49．0� 22．6�
610 ブラックジャガー 牡3青鹿54 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 450－101：49．21
 2．5�
814 ウォースピリッツ 牡4黒鹿57 北村 宏司有限会社シルク武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：51．4大差 10．0�
47 	 ベルベットメドウ 牝5青鹿55 嘉藤 貴行�日東牧場 大和田 成 浦河 日東牧場 B476－ 41：51．5� 113．1�
58 	 スペシャルリッチ 牡4青鹿57 西田雄一郎宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B506± 01：52．67 78．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，244，700円 複勝： 46，173，900円 枠連： 23，376，000円
馬連： 85，194，100円 馬単： 46，130，100円 ワイド： 37，263，600円
3連複： 94，045，300円 3連単： 156，598，100円 計： 522，025，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 1，560円 � 250円 枠 連（3－4） 6，340円

馬 連 �� 14，300円 馬 単 �� 20，070円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 460円 �� 11，550円

3 連 複 ��� 30，570円 3 連 単 ��� 139，130円

票 数

単勝票数 計 332447 的中 � 93990（2番人気）
複勝票数 計 461739 的中 � 117094（1番人気）� 5278（11番人気）� 44726（3番人気）
枠連票数 計 233760 的中 （3－4） 2854（17番人気）
馬連票数 計 851941 的中 �� 4614（34番人気）
馬単票数 計 461301 的中 �� 1723（53番人気）
ワイド票数 計 372636 的中 �� 2042（40番人気）�� 23322（2番人気）�� 780（62番人気）
3連複票数 計 940453 的中 ��� 2307（69番人気）
3連単票数 計1565981 的中 ��� 816（358番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．5―12．5―12．8―13．2―13．5―13．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．3―41．8―54．6―1：07．8―1：21．3―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ホワイトフリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．10 東京9着

2010．4．26生 牡4芦 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 16戦3勝 賞金 26，507，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キョウエイラーケン号
※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。



18045 7月13日 小雨 良 （26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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

712 クイーンアルタミラ 牝5黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 482－ 22：00．5 52．4�
813 パシャドーラ 牝4鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512＋ 22：00．6� 8．4�
814 ソムニアシチー 牝4鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 450－ 2 〃 アタマ 3．2�
45 アースザスリー 牝4鹿 55 田辺 裕信 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 484－ 22：00．81� 3．8�
69 フライングスキップ 牝3栗 52 大野 拓弥 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 ハナ 5．9	
711� ナデシコニッポン 牝4芦 55 吉田 豊石橋 和夫氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B460± 02：01．01� 55．6

58 ラインカグラ 牝3黒鹿52 柴田 善臣大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 436＋ 2 〃 ハナ 7．6�
34 アンスポークン 牝5鹿 55 杉原 誠人 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：01．21� 60．9�
46 クリノメダリスト 牝8栗 55 大江原 圭髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 452＋102：01．41� 146．4
33 アルファアリア 牝4鹿 55 武士沢友治�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 426＋ 4 〃 アタマ 209．1�
22 ヘレナモルフォ 牝5鹿 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 460＋ 42：01．72 12．2�
610� レッドレイラ 牝4鹿 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 432－202：01．91 56．6�
57 ブライティアスター 牝3黒鹿52 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 456＋ 62：03．17 18．7�
11 ルーベンスクラフト 牝4栗 55 M．エスポジート �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 B468＋ 62：03．73� 22．3�

（伊）

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，581，300円 複勝： 58，173，500円 枠連： 25，918，500円
馬連： 106，062，100円 馬単： 51，766，500円 ワイド： 39，268，900円
3連複： 114，340，000円 3連単： 197，041，400円 計： 628，152，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，240円 複 勝 � 790円 � 250円 � 180円 枠 連（7－8） 3，540円

馬 連 �� 17，780円 馬 単 �� 43，130円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 3，340円 �� 660円

3 連 複 ��� 19，320円 3 連 単 ��� 254，190円

票 数

単勝票数 計 355813 的中 � 5427（9番人気）
複勝票数 計 581735 的中 � 15009（9番人気）� 60922（5番人気）� 103086（2番人気）
枠連票数 計 259185 的中 （7－8） 5668（13番人気）
馬連票数 計1060621 的中 �� 4622（38番人気）
馬単票数 計 517665 的中 �� 900（84番人気）
ワイド票数 計 392689 的中 �� 2663（34番人気）�� 2928（31番人気）�� 16260（6番人気）
3連複票数 計1143400 的中 ��� 4437（60番人気）
3連単票数 計1970414 的中 ��� 562（560番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―11．5―12．2―12．1―12．3―11．9―11．9―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―24．0―35．5―47．7―59．8―1：12．1―1：24．0―1：35．9―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

クイーンアルタミラ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．6．19 中山1着

2009．4．1生 牝5黒鹿 母 フジノバイオレット 母母 タケノコーリー 22戦2勝 賞金 29，141，000円
※アンスポークン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

18046 7月13日 小雨 良 （26福島2）第4日 第10競走
韋駄天

��
��1，200�ツインターボカップ

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

811 レモンチャン 牝4栗 55 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 460－ 41：09．3 7．2�
55 ジーニマジック 牝4鹿 55 北村 宏司田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 472± 0 〃 アタマ 2．0�
66 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 伴 啓太辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：09．4� 83．0�
67 ヒ ー ラ 牝5鹿 55 横山 典弘平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 432± 0 〃 クビ 15．7�
44 	 リバティーホール 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B450＋ 61：09．5� 27．1�
33 	 ワイルドジョイ 牡7鹿 57 武士沢友治竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 450－ 6 〃 アタマ 50．5�
11 レ ト 牡7鹿 57 西田雄一郎伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 474－ 2 〃 アタマ 17．1	
78 カシノエルフ 牡5栗 57 内田 博幸柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 488± 01：09．6� 20．1

810 サンライズポパイ 牡6鹿 57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 470－ 2 〃 クビ 6．4�
79 	 レッドガルシア 牡5栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B508＋ 41：09．7� 25．6
22 ウエスタンユーノー 牝3芦 52 田中 勝春西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 486＋ 81：09．8
 5．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，475，500円 複勝： 49，872，500円 枠連： 27，024，900円
馬連： 117，472，700円 馬単： 64，707，100円 ワイド： 41，298，000円
3連複： 124，748，000円 3連単： 251，554，100円 計： 719，152，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 140円 � 1，180円 枠 連（5－8） 350円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 390円 �� 5，270円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 14，920円 3 連 単 ��� 82，260円

票 数

単勝票数 計 424755 的中 � 47178（4番人気）
複勝票数 計 498725 的中 � 65976（3番人気）� 128697（1番人気）� 7161（11番人気）
枠連票数 計 270249 的中 （5－8） 59590（1番人気）
馬連票数 計1174727 的中 �� 101876（3番人気）
馬単票数 計 647071 的中 �� 20663（8番人気）
ワイド票数 計 412980 的中 �� 30429（3番人気）�� 1874（45番人気）�� 3771（33番人気）
3連複票数 計1247480 的中 ��� 6267（54番人気）
3連単票数 計2515541 的中 ��� 2217（275番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レモンチャン �
�
父 デュランダル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー 2012．6．30 福島8着

2010．4．12生 牝4栗 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム 14戦4勝 賞金 46，173，000円

２レース目



18047 7月13日 曇 良 （26福島2）第4日 第11競走
JRA60周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第50回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，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

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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

12 メイショウナルト �6鹿 56 田辺 裕信松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 448－101：58．7 12．0�
24 ニューダイナスティ 牡5鹿 55 吉田 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：59．01� 26．3�
47 マイネルラクリマ 牡6栗 58 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 474－ 61：59．1� 3．1�
48 ダ コ ー ル 牡6鹿 56 内田 博幸�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 472± 01：59．2� 7．2�
11 ミキノバンジョー 牡7鹿 55 田中 勝春谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 516＋ 41：59．41	 52．0	
815 ラブリーデイ 牡4黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480± 01：59．5	 4．0

713 ヴィクトリースター 牡6鹿 53 柴田 善臣 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 464± 01：59．6	 16．3�
35 コスモバルバラ 牝5黒鹿50 武士沢友治 �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 446－ 21：59．7	 18．9�
23 ダイワファルコン 牡7鹿 58 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 510－ 21：59．91
 8．6
36 イケドラゴン 牡9栗 48 石神 深一田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 534＋ 4 〃 アタマ 176．3�
612� グランデスバル 牡6栗 54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 486－ 42：00．0	 20．1�
59 オートドラゴン 牡10栗 51 畑端 省吾大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 504－102：00．42	 193．8�
510 マ デ イ ラ 牡5栗 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 496＋ 82：00．5� 37．8�
714 ロードオブザリング 牡7鹿 53 石橋 脩 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 512＋ 82：00．7� 123．8�
816 アドマイヤブルー 牡5鹿 54 横山 典弘近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B516± 02：00．91
 14．3�
611 セイカプレスト 牡8黒鹿53 M．エスポジート 久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 460－122：01．75 127．7�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 148，209，500円 複勝： 219，946，100円 枠連： 148，001，000円 馬連： 728，796，500円 馬単： 283，220，700円
ワイド： 222，285，700円 3連複： 942，408，100円 3連単： 1，671，545，000円 5重勝： 669，105，300円 計： 5，033，517，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 390円 � 630円 � 150円 枠 連（1－2） 3，500円

馬 連 �� 15，840円 馬 単 �� 33，560円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 930円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 15，310円 3 連 単 ��� 121，740円

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

キャリーオーバー なし����� 3，021，760円

票 数

単勝票数 計1482095 的中 � 98381（5番人気）
複勝票数 計2199461 的中 � 125384（6番人気）� 72238（10番人気）� 506663（1番人気）
枠連票数 計1480010 的中 （1－2） 32679（15番人気）
馬連票数 計7287965 的中 �� 37938（45番人気）
馬単票数 計2832207 的中 �� 6329（95番人気）
ワイド票数 計2222857 的中 �� 18146（37番人気）�� 63728（6番人気）�� 36092（18番人気）
3連複票数 計9424081 的中 ��� 46148（56番人気）
3連単票数 計16715450 的中 ��� 9954（423番人気）
5重勝票数 計6691053 的中 ����� 155

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―34．8―46．8―58．9―1：10．8―1：22．7―1：34．3―1：46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
・（2，16）（1，7）15，3－12，5，4（9，14）10（6，13）11，8
2－1（16，7）（3，15，5）（4，12，14）10（8，9，13）11，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2010．8．8 小倉2着

2008．2．10生 �6鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 24戦6勝 賞金 172，999，000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。
（非抽選馬） 1頭 アップルジャック号
※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。

18048 7月13日 曇 良 （26福島2）第4日 第12競走 ��
��1，700�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 オリオンザジャパン 牡4芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 474－ 21：45．8 3．8�
814 アナザーバージョン 牡3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B494＋101：46．22� 4．7�
47 クラーロデルナ 牡5鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 490－ 81：46．41	 13．5�
22 ミヤジマッキー 牡4鹿 57 川田 将雅曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 506＋ 4 〃 ハナ 10．7�
58 フ ァ ド ー グ 牡3黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 81：46．5
 2．8�
712 ヒ メ サ ク ラ 牝4鹿 55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 454＋ 21：46．81
 8．6	
611 トリニティチャーチ �6鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 0 〃 クビ 50．8

610� サンライズサルーテ 牡6鹿 57 田中 勝春松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 454± 01：47．11
 70．2�
59 シルクコスモス �7栗 57 宮崎 北斗有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 446－ 21：47．31	 128．8�
11 ミステリートレイン 牡6鹿 57 M．エスポジート 金子真人ホールディングス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510± 01：47．4クビ 42．7�

（伊）

815 ツクババンドーオー 牡5鹿 57 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 492－ 41：47．61 30．0�
713� マックスロノ 牡5栗 57 大野 拓弥田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 B496＋ 6 〃 クビ 153．9�
35 � トーセンブリッツ 牡6青 57 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B470－ 41：48．55 99．7�
34 � コスモゴールデン 牡6鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 502－151：49．24 154．1�
46 オメガエンブレム 牝5青 55 石橋 脩原 子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464± 01：50．05 53．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 90，672，700円 複勝： 116，092，300円 枠連： 55，777，900円
馬連： 236，389，300円 馬単： 117，833，900円 ワイド： 91，571，500円
3連複： 265，880，400円 3連単： 529，472，200円 計： 1，503，690，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 170円 � 250円 枠 連（2－8） 700円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 370円 �� 620円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 906727 的中 � 190704（2番人気）
複勝票数 計1160923 的中 � 244591（1番人気）� 174216（3番人気）� 97046（6番人気）
枠連票数 計 557779 的中 （2－8） 61427（3番人気）
馬連票数 計2363893 的中 �� 191995（3番人気）
馬単票数 計1178339 的中 �� 50699（4番人気）
ワイド票数 計 915715 的中 �� 68700（2番人気）�� 36963（7番人気）�� 26880（11番人気）
3連複票数 計2658804 的中 ��� 69317（7番人気）
3連単票数 計5294722 的中 ��� 37836（21番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―11．6―12．2―12．4―12．4―12．9―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．5―30．1―42．3―54．7―1：07．1―1：20．0―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリオンザジャパン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．11 札幌4着

2010．2．27生 牡4芦 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 16戦4勝 賞金 60，472，000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 エーペックス号・ライブリシーラ号
※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。

５レース目



（26福島2）第4日 7月13日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

232，270，000円
10，580，000円
2，120，000円
20，930，000円
65，068，500円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
522，644，300円
728，547，900円
384，818，000円
1，644，589，100円
780，321，600円
603，975，600円
1，986，818，500円
3，520，708，000円
669，105，300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 10，841，528，300円

総入場人員 19，250名 （有料入場人員 16，202名）
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