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18085 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

610 ココロノママニ 牝2黒鹿54 M．エスポジート�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 418－ 21：11．2 3．0�
（伊）

34 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 448－ 21：11．41� 10．7�
35 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 460－101：11．5クビ 18．1�
23 ツクバレガーロ 牡2栗 54 柴田 善臣細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 460－ 81：11．6� 5．9�
713 エンクエントロス 牡2鹿 54 尾島 徹スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 474＋ 61：11．7� 44．2�

（笠松）

814 シゲルルミナリエ 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 4 〃 アタマ 137．8	
11 ザ キ ス 牝2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 前田 宗将 460＋ 41：11．91 32．9

59 ベ リ サ マ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗ホースアディクト伊藤 大士 新冠 平山牧場 444± 0 〃 ハナ 16．5�
22 タケショウビクター 牡2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 478＋ 21：12．0クビ 2．9�
58 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 428＋14 〃 クビ 193．1�
47 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± 01：12．31� 19．7�
815 ガ ル ー ダ 牡2鹿 54 戸崎 圭太石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム 428－ 21：12．4クビ 24．6�
611 ダズリングダンサー 牝2栗 54

51 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 428＋ 41：12．61	 293．2�
712 シゲルギシサイ 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 浜口牧場 B476－ 21：12．81	 32．3�
46 キ ー セ ー ブ 牡2栗 54 江田 照男北前孔一郎氏 武市 康男 日高 村下 秀明 472＋ 81：13．22� 60．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，628，400円 複勝： 33，272，700円 枠連： 14，980，200円
馬連： 51，180，100円 馬単： 30，278，800円 ワイド： 24，733，900円
3連複： 65，799，600円 3連単： 102，642，300円 計： 344，516，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 240円 � 450円 枠 連（3－6） 1，270円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，170円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 11，880円 3 連 単 ��� 49，670円

票 数

単勝票数 計 216284 的中 � 56927（2番人気）
複勝票数 計 332727 的中 � 67124（2番人気）� 34590（4番人気）� 15217（7番人気）
枠連票数 計 149802 的中 （3－6） 9104（4番人気）
馬連票数 計 511801 的中 �� 25985（4番人気）
馬単票数 計 302788 的中 �� 8740（8番人気）
ワイド票数 計 247339 的中 �� 10273（5番人気）�� 5399（13番人気）�� 2360（27番人気）
3連複票数 計 657996 的中 ��� 4152（36番人気）
3連単票数 計1026423 的中 ��� 1498（142番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―34．8―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココロノママニ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．14 東京3着

2012．4．20生 牝2黒鹿 母 マ イ ウ ィ ル 母母 フリーウィル 3戦1勝 賞金 8，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

18086 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走10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
1：57．3
1：56．1

良
良

611 ニシノカザブエ 牝3黒鹿 54
51 ▲原田 和真西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 416＋102：01．7 27．7�

815 ウイングオブハーツ 牡3黒鹿56 御神本訓史有限会社シルク伊藤 圭三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476± 02：02．01� 3．6�

（大井）

11 ゴールドクラウス 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 464－ 4 〃 クビ 62．0�

24 ドルチェレガート 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 460－ 62：02．21� 6．7�
714 サマーブリーズ 牡3黒鹿56 西田雄一郎飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 450＋ 42：02．3クビ 33．3�
36 サンアンドムーン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 408＋ 22：02．51	 24．8�
510 カ ラ ジ ャ ス 牡3黒鹿56 M．エスポジート 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478－ 62：02．81� 42．6


（伊）

35 ファインクリスエス 牡3黒鹿56 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 B470＋ 22：03．01	 111．2�
23 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：03．1� 3．6�
48 ディープフォンテン 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 B468＋ 82：03．2� 167．6
612 マイネルエルピス 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 42：04．05 9．7�
713 ベレロフォン 牡3青鹿56 嶋田 純次	飛渡牧場 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 420± 02：04．74 296．1�
816 エ ル ト ン ト 牡3鹿 56 横山 和生山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 494＋102：05．23 18．8�
59 シャトールージュ 牝3栗 54 武士沢友治村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 496－ 2 〃 ハナ 27．1�
47 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± 02：09．4大差 359．6�
12 マルケットリー 牡3鹿 56 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 B470± 02：11．3大差 5．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，396，200円 複勝： 32，901，800円 枠連： 15，207，500円
馬連： 48，368，200円 馬単： 28，369，400円 ワイド： 24，000，500円
3連複： 60，569，100円 3連単： 90，305，200円 計： 321，117，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，770円 複 勝 � 710円 � 220円 � 1，190円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 16，180円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 13，740円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 122，110円 3 連 単 ��� 623，530円

票 数

単勝票数 計 213962 的中 � 6168（9番人気）
複勝票数 計 329018 的中 � 11029（9番人気）� 48423（2番人気）� 6298（12番人気）
枠連票数 計 152075 的中 （6－8） 12067（4番人気）
馬連票数 計 483682 的中 �� 5952（21番人気）
馬単票数 計 283694 的中 �� 1315（52番人気）
ワイド票数 計 240005 的中 �� 2799（26番人気）�� 445（70番人気）�� 1270（46番人気）
3連複票数 計 605691 的中 ��� 372（198番人気）
3連単票数 計 903052 的中 ��� 105（1074番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．2―12．4―12．4―12．2―12．9―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．4―46．6―59．0―1：11．4―1：23．6―1：36．5―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．1
1
3
2，9（7，12，16）3，8－4，15，5，14，6，10（1，13）11
8－9（16，4）（12，15）（7，3）（2，10，14，6）（5，1）11－13

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

勝馬の
紹 介

ニシノカザブエ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．12．14 中山4着

2011．4．11生 牝3黒鹿 母 セイウンヒメラギ 母母 カディザデー 7戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インペラー号・マルケットリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月27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または施行団体名を表示している。

第２回 福島競馬 第８日



18087 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時10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

713 ローズオヌットゥ 牝3鹿 54 柴田 大知栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 384－ 81：49．2 33．2�
815 ドナアヴィード 牝3芦 54 尾島 徹久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 434＋ 41：49．52 16．0�

（笠松）

46 ビ オ レ ン ト 牝3栗 54 御神本訓史細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 468＋ 41：49．81� 4．2�
（大井）

59 ジョイフルステップ 牝3栗 54
51 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B418± 01：50．01� 175．3�

11 セイントローズバド 牝3鹿 54 M．エスポジート 内海 正章氏 斎藤 誠 様似 清水スタッド 486＋ 41：50．1� 29．6�
（伊）

58 アロマフレグランス 牝3鹿 54 吉田 豊村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 438± 01：50．52� 66．7	
22 サウザンドオークス 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 440± 0 〃 ハナ 2．4

814 タニセンライナー 牝3栗 54 柴田 善臣染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 498 ―1：50．6� 80．5�
610 パ ル メ ッ ト 牝3鹿 54 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 41：50．7� 93．2�
35 インパルスガール 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 452＋ 2 〃 ハナ 45．4�
23 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 446＋ 61：50．91� 14．2�
47 オーロラオーラ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 434－ 41：51．0� 119．7�
712 マサノマリリン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 454－ 41：51．74 3．1�
611 フルオブチャーム 牝3栗 54 内田 博幸吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：52．65 80．5�
34 ストロベリーローズ 牝3栗 54 西田雄一郎古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 新ひだか 下屋敷牧場 432－ 81：52．92 363．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，121，400円 複勝： 33，248，200円 枠連： 15，123，000円
馬連： 50，861，900円 馬単： 33，578，300円 ワイド： 25，532，100円
3連複： 67，388，900円 3連単： 108，755，500円 計： 360，609，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，320円 複 勝 � 520円 � 280円 � 190円 枠 連（7－8） 1，220円

馬 連 �� 10，030円 馬 単 �� 23，080円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，250円 �� 830円

3 連 複 ��� 13，690円 3 連 単 ��� 123，970円

票 数

単勝票数 計 261214 的中 � 6276（7番人気）
複勝票数 計 332482 的中 � 13873（7番人気）� 29736（4番人気）� 55464（3番人気）
枠連票数 計 151230 的中 （7－8） 9581（5番人気）
馬連票数 計 508619 的中 �� 3928（23番人気）
馬単票数 計 335783 的中 �� 1091（52番人気）
ワイド票数 計 255321 的中 �� 3008（21番人気）�� 5254（12番人気）�� 8192（7番人気）
3連複票数 計 673889 的中 ��� 3691（37番人気）
3連単票数 計1087555 的中 ��� 636（296番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．1―12．8―13．2―13．1―13．3―13．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．2―43．0―56．2―1：09．3―1：22．6―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．9
1
3
2，10，11（1，12）（8，15）（3，4，6）－（5，7）－13－9－14
2，10（1，11，12）（3，8，15）6（7，13）（4，5，9）＝14

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

勝馬の
紹 介

ローズオヌットゥ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．11．3 東京15着

2011．1．11生 牝3鹿 母 キャットニップ 母母 スウィートインディ 8戦1勝 賞金 5，100，000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 トーアリズム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

18088 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第4競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40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� コースレコード3：00．1良

11 ラッキーストリーク 牡4鹿 60 蓑島 靖典藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 448－ 23：04．5 15．7�
812� 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± 03：05．88 2．3�
811 ニシノファブレッド 牡6鹿 60 大江原 圭福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 494＋ 23：06．54 19．4�
22 シンボリボルドー 牡7鹿 60 金子 光希シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 472－ 23：06．82 3．4�
33 トモロポケット 牡8栗 60 江田 勇亮戸賀 智子氏 田村 康仁 日高 前川ファーム 460－143：07．75 28．1�
44 オ ベ レ ッ ク 牡4鹿 60 浜野谷憲尚片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 460－103：08．87 9．4	
55 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± 03：10．7大差 186．5

67 フレイムワンダー 牡3栗 58 上野 翔伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 23：12．4大差 101．3�
56 パンサーキング 牡4青鹿60 鈴木 慶太山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 462＋ 63：12．82� 258．2�
68 ニシノジャブラニ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 484－ 23：17．0大差 4．5
79 スマイルフォンテン 牝6栗 58 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 508－ 8 （競走中止） 83．6�
710 カフェシリウス 牡4鹿 60 山本 康志西川 光一氏 奥村 武 新冠 須崎牧場 B496－ 2 （競走中止） 47．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，754，100円 複勝： 21，317，700円 枠連： 11，685，100円
馬連： 36，567，800円 馬単： 27，709，000円 ワイド： 16，783，700円
3連複： 48，312，700円 3連単： 100，198，900円 計： 282，329，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 360円 � 110円 � 240円 枠 連（1－8） 1，490円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，410円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 40，130円

票 数

単勝票数 計 197541 的中 � 10020（5番人気）
複勝票数 計 213177 的中 � 10393（6番人気）� 73963（1番人気）� 17964（5番人気）
枠連票数 計 116851 的中 （1－8） 6073（6番人気）
馬連票数 計 365678 的中 �� 15837（7番人気）
馬単票数 計 277090 的中 �� 4473（17番人気）
ワイド票数 計 167837 的中 �� 5188（8番人気）�� 1676（23番人気）�� 9502（5番人気）
3連複票数 計 483127 的中 ��� 6385（18番人気）
3連単票数 計1001989 的中 ��� 1810（122番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 51．5－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラッキーストリーク �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2012．11．11 東京7着

2010．3．29生 牡4鹿 母 ニットウディオンヌ 母母 ニットウモナーク 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ラッキーストリーク号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻1分遅延。
〔競走中止〕 スマイルフォンテン号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

カフェシリウス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



18089 7月27日 曇 良 （26福島2）第8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

47 マイネルシュバリエ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：52．4 2．0�

59 ピュアノアール 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也高橋 一恵氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 434 ―1：52．61� 7．4�

714 デバイスドライバー 牡2栗 54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 490 ―1：53．02� 13．8�
23 アサクサリーダー 牡2黒鹿54 吉田 豊田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 ハナ 9．3�
36 ライトザライト 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 458 ―1：53．53 48．9�
611 ホ ー チ ャ ム 牝2鹿 54 御神本訓史青山 洋一氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ― 〃 クビ 7．2	
（大井）

11 ギンザジャンヌ 牝2黒鹿54 M．エスポジート 有馬 博文氏 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 436 ―1：53．6� 13．0

（伊）

12 アプリケーション 牝2栗 54 木幡 初広石川 貴久氏 武井 亮 熊本 本田 土寿 434 ―1：53．81� 42．3�
816 ビレッジトプテム 牡2栗 54 尾島 徹村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 480 ―1：54．01� 95．6�

（笠松）

612 フ ェ ン リ ル 牡2鹿 54 嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468 ―1：54．1� 30．7

24 ホワイトガーデン 牝2栗 54 柴田 善臣小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 庄野牧場 456 ―1：54．41	 26．8�
（コパノシスター）

35 ツンデレーション 牡2青 54 武士沢友治スリースターズレーシング 田村 康仁 青森 青南ムラカミ
ファーム 462 ― 〃 アタマ 23．2�

815 ホワイトトラップ 牡2芦 54 岩部 純二熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田 宗将 426 ― 〃 アタマ 83．6�
510 アラビアンローズ 牝2黒鹿54 西田雄一郎吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 438 ―1：55．14 110．7�
48 クリアスカイ 牡2鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：55．52� 29．1�
713 ベニバナオンリー 牡2黒鹿54 江田 照男ベニバナ組合 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 480 ―2：03．1大差 91．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，369，000円 複勝： 36，385，600円 枠連： 16，574，200円
馬連： 52，429，800円 馬単： 30，987，100円 ワイド： 24，592，400円
3連複： 61，842，200円 3連単： 94，558，100円 計： 343，738，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 200円 � 280円 枠 連（4－5） 790円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 350円 �� 590円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 263690 的中 � 103049（1番人気）
複勝票数 計 363856 的中 � 131555（1番人気）� 37569（3番人気）� 22331（5番人気）
枠連票数 計 165742 的中 （4－5） 16168（3番人気）
馬連票数 計 524298 的中 �� 44408（1番人気）
馬単票数 計 309871 的中 �� 19209（1番人気）
ワイド票数 計 245924 的中 �� 19724（1番人気）�� 10509（5番人気）�� 3876（17番人気）
3連複票数 計 618422 的中 ��� 12451（7番人気）
3連単票数 計 945581 的中 ��� 6458（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．4―51．1―1：04．2―1：16．5―1：29．0―1：40．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

マイネルシュバリエ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2012．4．23生 牡2鹿 母 マイネポリーヌ 母母 マイネミレー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベニバナオンリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月27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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アポロクラウド号・エッケザックス号・フクノグリュック号・マイネルネッツ号・マラカイトスター号・

マンゴジェリー号・ルチオピーピーノ号・レッドブラッサム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

18090 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第6競走 ��1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

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＋ 21：09．9 3．6�
24 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 480± 01：10．0� 14．3�
47 ノスタルジック 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 B470－ 41：10．42� 5．2�
612 ガ ス タ ー 牝3鹿 54 二本柳 壮渡邉 啓髙氏 武市 康男 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 452＋ 21：10．5� 22．2�
611 リネンハピネス 牝3栗 54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 登別 ユートピア牧場 446－ 41：10．82 11．4�
714 アサカラヴァーズ 牝3鹿 54 御神本訓史�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 470＋161：11．12 7．5	

（大井）

48 スペクタキュラー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 21：11．31� 2．8


36 ジャーサンプラーン 牝3鹿 54 尾島 徹本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 真歌田中牧場 420＋ 4 〃 アタマ 196．6�
（笠松）

11 スイートラブリー 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太堀口 晴男氏 星野 忍 浦河 市川牧場 442－101：11．4クビ 199．1�

510 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 横山 和生大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 452＋ 61：11．61 155．2
815 イエローサブマリン 牝3栗 54 岩部 純二�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 456 ―1：12．13 37．3�
12 ペ パ 牝3鹿 54 的場 勇人武田 茂男氏 柄崎 孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 410＋ 41：12．2� 92．0�
816 メイショウエクサ 牡3黒鹿56 武士沢友治松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 赤田牧場 426－ 41：12．3� 233．2�
23 ターンザタッセル 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 B470＋ 61：12．4クビ 180．6�

59 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 416＋ 21：12．93 268．1�
35 ジョイフルハニー 牝3鹿 54 杉原 誠人髙野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 452－12 〃 アタマ 27．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，042，100円 複勝： 38，786，200円 枠連： 20，176，400円
馬連： 56，381，400円 馬単： 34，857，700円 ワイド： 25，768，500円
3連複： 64，989，900円 3連単： 108，664，900円 計： 374，667，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 250円 � 190円 枠 連（2－7） 1，730円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 660円 �� 370円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 14，780円

票 数

単勝票数 計 250421 的中 � 54628（2番人気）
複勝票数 計 387862 的中 � 83823（2番人気）� 33221（5番人気）� 49322（3番人気）
枠連票数 計 201764 的中 （2－7） 9011（7番人気）
馬連票数 計 563814 的中 �� 22378（8番人気）
馬単票数 計 348577 的中 �� 7887（13番人気）
ワイド票数 計 257685 的中 �� 9849（8番人気）�� 19133（2番人気）�� 6621（13番人気）
3連複票数 計 649899 的中 ��� 17117（8番人気）
3連単票数 計1086649 的中 ��� 5328（36番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．4―11．9―12．6―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．9―43．8―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．0
3 7，13（4，14）（9，11）－（5，16）3，8（1，10，15）6，12，2 4 7－13（4，14）－11－（9，5，16）（3，1，8）（6，10，15，12）－2

勝馬の
紹 介

バトルヴェルデ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2013．11．23 東京4着

2011．4．15生 牝3鹿 母 コーディング 母母 Chalon 9戦1勝 賞金 7，590，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アロージェネシス号・スイートジョジョ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



18091 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第7競走 ��
��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

611 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 442－ 81：10．4 3．6�
11 エフティコゼット 牝3栗 54 横山 和生吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 424＋ 81：10．71� 40．8�
713 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 440＋ 4 〃 クビ 7．3�
612 ドクターシェイド 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 434－ 41：10．8� 182．4�
714 メ テ オ ー ロ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 478＋20 〃 クビ 28．6�
816 ダイワバリュー 牡3青 56 M．エスポジート 大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 498－ 41：10．9クビ 2．5�

（伊）

36 フジシンゲン 牡3鹿 56 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤 信広 464＋ 61：11．0� 23．3	
23 テ ン テ マ リ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 424－ 2 〃 クビ 22．4

47 ブリリアントミノル 牡3鹿 56 伊藤 工真吉岡 實氏 尾形 充弘 新ひだか フジワラフアーム 470＋181：11．42� 79．8�
815 ア オ リ ン ゴ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤井牧場 438＋ 6 〃 ハナ 21．7�
59 ベ ニ ツ バ キ 牝3栗 54 武士沢友治水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 416－ 21：12．03� 91．2
35 ロイヤルグラッセ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 ハナ 6．8�
12 エンディアイモン 牡3栗 56

53 ▲原田 和真井門 敏雄氏 松永 康利 日高 坂 牧場 472＋121：12．21	 37．0�
24 マイネルアバンテ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか キヨタケ牧場 484 ― 〃 アタマ 25．4�
510 ケラウズランブラ 牝3栗 54 西田雄一郎阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 462＋181：12．83� 378．3�
48 トウショウグレイン 
3栗 56

53 ▲伴 啓太トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B400＋ 41：13．43� 254．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，974，400円 複勝： 38，612，100円 枠連： 19，841，100円
馬連： 65，159，400円 馬単： 37，921，100円 ワイド： 29，219，300円
3連複： 75，349，800円 3連単： 121，538，600円 計： 418，615，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 400円 � 220円 枠 連（1－6） 3，320円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 9，470円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 410円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 58，780円

票 数

単勝票数 計 309744 的中 � 68563（2番人気）
複勝票数 計 386121 的中 � 67896（2番人気）� 20538（7番人気）� 46666（3番人気）
枠連票数 計 198411 的中 （1－6） 4624（13番人気）
馬連票数 計 651594 的中 �� 8112（21番人気）
馬単票数 計 379211 的中 �� 3003（31番人気）
ワイド票数 計 292193 的中 �� 3904（21番人気）�� 20140（2番人気）�� 2560（31番人気）
3連複票数 計 753498 的中 ��� 6303（26番人気）
3連単票数 計1215386 的中 ��� 1499（169番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．8―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．4―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーグルアモン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．7．28 新潟12着

2011．3．12生 牝3鹿 母 ミ ス ア モ ン 母母 ク リ ア モ ン 12戦1勝 賞金 8，150，000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。

18092 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
2：37．3
2：37．3

良
良

11 ディスキーダンス 牡3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 450± 02：42．4 2．2�
813 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 486－ 2 〃 クビ 4．5�
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± 02：43．03� 4．0�
45 � エルドリッジ 牡4青鹿57 柴田 善臣一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 518＋ 8 〃 ハナ 8．9�
69 シャイニーデイズ �4鹿 57 西田雄一郎小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 476± 02：43．74 150．8�
33 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 454＋ 2 〃 クビ 115．2	
58 トレードウィンド 牡4鹿 57 M．エスポジート H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B528＋ 22：43．91 17．5

（伊）

57 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 474＋ 4 〃 アタマ 23．7�

46 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 464－ 22：44．32� 157．2�

814 セプテントリオ �4黒鹿57 石橋 脩 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－182：46．4大差 20．5

610 アイアムライジング 牡4黒鹿57 佐藤 友則堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B520－ 82：46．61 51．1�
（笠松）

711� コパノツイテル 牡5黒鹿 57
54 ▲木幡 初也小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 456－ 62：46．81	 53．9�

712 クリーンメタボ 牡6黒鹿 57
54 ▲原田 和真石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 464＋ 42：48．9大差 79．3�

22 � グレイスフルライフ 牝4栗 55
52 ▲石川裕紀人中西 功氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 486＋ 22：54．7大差 217．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，554，700円 複勝： 42，219，800円 枠連： 18，668，800円
馬連： 70，488，000円 馬単： 44，263，700円 ワイド： 29，825，800円
3連複： 80，647，700円 3連単： 159，302，100円 計： 477，970，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（1－8） 440円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 250円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 325547 的中 � 115840（1番人気）
複勝票数 計 422198 的中 � 119159（1番人気）� 72325（3番人気）� 73238（2番人気）
枠連票数 計 186688 的中 （1－8） 32526（2番人気）
馬連票数 計 704880 的中 �� 91854（2番人気）
馬単票数 計 442637 的中 �� 45048（1番人気）
ワイド票数 計 298258 的中 �� 30291（2番人気）�� 40221（1番人気）�� 22403（3番人気）
3連複票数 計 806477 的中 ��� 92460（1番人気）
3連単票数 計1593021 的中 ��� 52672（2番人気）

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

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�
13．6―25．6―38．4―51．3―1：03．7―1：16．0―1：28．1―1：40．8―1：52．8―2：04．8―2：17．3―2：29．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．6―3F37．6
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ディスキーダンス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．11．24 東京9着

2011．5．28生 牡3栗 母 ダンスフォーママ 母母 ビユーパーダンス 8戦2勝 賞金 18，204，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリーンメタボ号・グレイスフルライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

8月27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または施行団体名を表示している。



18093 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第9競走 ��
��1，800�

く り こ

栗 子 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

816 ヴァンデミエール 牝3鹿 52 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 21：48．2 20．8�
714 ムードスウィングス 牝3黒鹿52 M．エスポジート �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：49．15 5．5�
（伊）

11 サンアグライア 牝3鹿 52 江田 照男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 456＋ 2 〃 アタマ 18．5�
815 イントロダクション 牝3栗 52 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 428＋ 61：49．31� 2．5�
24 	 トゥールモンド 
4栗 57 杉原 誠人 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren B448－ 61：49．51� 93．7�
48 ウェルテクス 
5黒鹿57 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 472－ 41：49．6� 4．8	
59 コウヨウマリア 牝3鹿 52 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 472－ 61：49．7クビ 8．8

36 カ ナ ル ナ ニ 牝4芦 55 御神本訓史 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 484＋121：50．02 26．0�

（大井）

612 ムーンドロップ 牡3鹿 54 横山 和生�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 438－181：50．32 36．1
611 ブルーグランツ 牡4鹿 57 木幡 初広 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 506＋101：50．4� 288．5�
47 タケルファラオ 牡3栗 54 尾島 徹森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 41：50．6� 16．4�

（笠松）

510 サンマルダーム 牝5栗 55 佐藤 友則相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 B438＋ 21：50．7� 294．0�
（笠松）

713 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± 01：51．01� 24．9�
12 ウインミラグロス 牡3栗 54 武士沢友治�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 450－ 21：51．21� 30．5�
23 キズナエンドレス 牝3鹿 52 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 464＋ 81：51．3クビ 26．8�
35 	 アンカジャポニカ 牝4黒鹿55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 栗田 徹 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 444± 01：51．51� 275．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，097，600円 複勝： 55，113，200円 枠連： 27，110，600円
馬連： 105，055，800円 馬単： 53，447，800円 ワイド： 44，274，100円
3連複： 123，425，900円 3連単： 198，469，300円 計： 641，994，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 540円 � 230円 � 450円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 7，220円 馬 単 �� 17，870円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 3，680円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 30，550円 3 連 単 ��� 235，490円

票 数

単勝票数 計 350976 的中 � 13436（7番人気）
複勝票数 計 551132 的中 � 24353（8番人気）� 74733（3番人気）� 29945（7番人気）
枠連票数 計 271106 的中 （7－8） 41762（1番人気）
馬連票数 計1050558 的中 �� 11267（24番人気）
馬単票数 計 534478 的中 �� 2243（60番人気）
ワイド票数 計 442741 的中 �� 5068（26番人気）�� 3066（45番人気）�� 6776（19番人気）
3連複票数 計1234259 的中 ��� 3030（100番人気）
3連単票数 計1984693 的中 ��� 611（685番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．3―12．5―12．1―12．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．4―47．7―1：00．2―1：12．3―1：24．6―1：36．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァンデミエール �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．8．17 新潟4着

2011．3．3生 牝3鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 16戦2勝 賞金 19，285，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

18094 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第10競走 ��
��1，700�

よ こ て

横 手 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

横手市長賞・横手市観光協会賞（1着）
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 キープインタッチ 牡4鹿 57 柴田 善臣村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492－ 21：45．6 1．7�
58 シュガーヒル 牡5芦 57 御神本訓史金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476－ 41：45．7� 26．0�
（大井）

814 ビッグリバティ 牡5青鹿57 内田 博幸�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 524＋ 41：46．02 8．1�
22 ストロングサウザー 牡3鹿 54 戸崎 圭太村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460＋ 21：46．63	 7．0�
47 クワイアーソウル 牡6黒鹿57 石橋 脩�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 490＋ 2 〃 クビ 38．3	
712 ダンシングミッシー 牝5鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 468－ 41：46．7� 15．6

59 
 シンクヴェトリル 牡5鹿 57 尾島 徹�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 556－ 8 〃 ハナ 89．3�
（笠松）

610� エイトプリンス 牡6栗 57 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－ 4 〃 クビ 113．0�
35 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 B512－ 21：47．01� 15．1
11 チャンスメイク 牡3青 54 伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 B448＋ 41：47．32 40．4�
34 コスモマイギフト 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B490－101：47．51� 160．1�
611
 アースコネクター 牡3栗 54 横山 典弘 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

492± 0 〃 ハナ 8．6�
713 ガ ム ラ ン 牡6青鹿57 M．エスポジート �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 530± 01：47．71� 18．5�

（伊）

815 ゴールドロジャー 牡6黒鹿57 的場 勇人�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 508－ 41：48．12	 129．0�
46 ライブリシーラ 牡7栗 57 江田 照男加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 B508－141：48．41� 165．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，309，800円 複勝： 68，974，000円 枠連： 34，132，600円
馬連： 131，470，900円 馬単： 73，220，200円 ワイド： 49，962，900円
3連複： 149，851，100円 3連単： 289，725，200円 計： 844，646，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 430円 � 190円 枠 連（2－5） 1，830円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 800円 �� 320円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 16，730円

票 数

単勝票数 計 473098 的中 � 210729（1番人気）
複勝票数 計 689740 的中 � 229992（1番人気）� 26903（8番人気）� 79285（3番人気）
枠連票数 計 341326 的中 （2－5） 14416（7番人気）
馬連票数 計1314709 的中 �� 46848（7番人気）
馬単票数 計 732202 的中 �� 16628（10番人気）
ワイド票数 計 499629 的中 �� 15399（7番人気）�� 44602（2番人気）�� 6020（24番人気）
3連複票数 計1498511 的中 ��� 25104（15番人気）
3連単票数 計2897252 的中 ��� 12552（47番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．9―42．7―56．0―1：08．3―1：20．6―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キープインタッチ �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．23 中山9着

2010．5．3生 牡4鹿 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ 10戦4勝 賞金 43，690，000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 サナシオン号
（非抽選馬） 1頭 トリニティチャーチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２レース目



18095 7月27日 曇 良 （26福島2）第8日 第11競走 ��
��1，800�福島テレビオープン

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

福島テレビ賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

816 ムーンリットレイク 牡6鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462± 01：47．4 13．6�
713 アロマカフェ 牡7黒鹿56 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 470± 0 〃 クビ 7．5�
59 	 レッドレイヴン 牡4青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 516＋101：47．5
 1．9�
815 コスモソーンパーク 牡6青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 41：47．82 13．7�
24 セイルラージ 牡7鹿 56 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：47．9
 7．0	
611 トーセンジャガー 牡6青 56 武士沢友治島川 
哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 01：48．1� 44．3�
11 ス ピ リ タ ス �9栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 438－121：48．2クビ 73．3�
35  ダイヤモンドダンス 牡5鹿 56 御神本訓史坪野谷和平氏 堀 千亜樹 むかわ 片山 幹雄 B502＋ 41：48．51� 97．5

（大井） （大井）

36  ドリームバスケット 牡7栗 57 尾島 徹山下 定良氏 伊藤 強一 日高 荒井ファーム 464－ 5 〃 アタマ 53．9�
（笠松） （笠松）

23 モ ン テ エ ン 牡7鹿 56 杉原 誠人毛利 喜昭氏 奥村 武 日高 瀬戸牧場 472－14 〃 クビ 172．5�
714 ル ナ 牡5芦 56 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 472－101：48．71� 17．3�
48 エアラフォン 牡7栗 57 吉田 豊 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B476－ 41：48．8
 154．4�
510 ドリームカトラス 牡7鹿 57 佐藤 友則山下 定良氏 伊藤 強一 新冠 ビッグレッドファーム 446－151：49．01� 281．2�

（笠松） （笠松）

47 � メイショウサミット 牡8鹿 56 大庭 和弥松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 530－ 81：49．42
 96．7�
612 キョウエイストーム 牡9芦 57 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 440＋ 61：49．5
 118．0�
12 マウントシャスタ 牡5鹿 56 M．エスポジート 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 470＋ 6 （競走中止） 6．2�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，557，300円 複勝： 113，145，300円 枠連： 69，841，600円 馬連： 283，029，800円 馬単： 151，572，800円
ワイド： 97，145，800円 3連複： 357，111，400円 3連単： 723，066，100円 5重勝： 679，915，000円 計： 2，561，385，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 290円 � 190円 � 120円 枠 連（7－8） 1，160円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 530円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 24，290円

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

キャリーオーバー なし����� 7，554，610円

票 数

単勝票数 計 865573 的中 � 50906（5番人気）
複勝票数 計1131453 的中 � 71647（6番人気）� 138511（4番人気）� 331518（1番人気）
枠連票数 計 698416 的中 （7－8） 46471（5番人気）
馬連票数 計2830298 的中 �� 54163（12番人気）
馬単票数 計1515728 的中 �� 12324（27番人気）
ワイド票数 計 971458 的中 �� 19901（13番人気）�� 46173（5番人気）�� 86287（1番人気）
3連複票数 計3571114 的中 ��� 121426（4番人気）
3連単票数 計7230661 的中 ��� 21576（67番人気）
5重勝票数 差引計6799150（返還計 15727） 的中 ����� 63

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―35．7―47．6―59．4―1：11．0―1：23．0―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．4
1
3
14，16（7，5）（2，6，12）（1，13，15）11（3，9）（8，10）4・（14，16）－5（7，12，15）－（1，13，11）（3，6，2，9）8（10，4）

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

勝馬の
紹 介

ムーンリットレイク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー 2011．4．10 阪神1着

2008．4．20生 牡6鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 14戦6勝 賞金 116，004，000円
〔競走中止〕 マウントシャスタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 マウントシャスタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年8月27日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

18096 7月27日 曇 良 （26福島2）第8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

58 フォールティテール 牡3黒鹿 54
51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 496－ 41：47．0 5．4�

611 クラシックメタル 牡3鹿 54 M．エスポジート 吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 12．4�
（伊）

610 ツクバホシノオー 牡3鹿 54 戸崎 圭太荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 494－121：47．21 7．3�
22 フジマサクラウン 牡3鹿 54 内田 博幸藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 502－ 21：47．41� 3．3�
712 ケツァルコアトル 牡4青鹿57 御神本訓史�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 512－ 81：47．5� 4．8�

（大井）

815 ウインヴォイジャー 牡3芦 54
51 ▲石川裕紀人	ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 512＋ 21：48．35 20．8


35 アルマベルヴァ 牡4鹿 57 石橋 脩コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B504＋ 61：48．51� 17．1�
59 ノースエット 牡3黒鹿54 柴田 善臣平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 508－ 21：48．71� 40．3�
46 オアフライダー 牡4鹿 57 吉田 豊 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 478＋ 4 〃 ハナ 13．2
11 マイネルパイレーツ 牡4栗 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 21：48．8� 16．0�
34 ワンダフルニュース 牡3栗 54 尾島 徹島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 480± 01：48．9� 43．6�

（笠松）

814 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± 01：49．0クビ 45．6�
47 	 ホクレアポパイ 
5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 422－ 2 〃 アタマ 195．7�
713	 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± 01：49．21� 166．6�
23 ヴィンセンツイヤー 牡3栗 54 江田 照男 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 11：50．05 63．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 73，324，500円 複勝： 100，533，400円 枠連： 48，427，000円
馬連： 189，412，500円 馬単： 93，020，400円 ワイド： 83，793，400円
3連複： 232，153，300円 3連単： 423，938，200円 計： 1，244，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 350円 � 260円 枠 連（5－6） 1，150円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 760円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 8，680円 3 連 単 ��� 46，730円

票 数

単勝票数 計 733245 的中 � 108193（3番人気）
複勝票数 計1005334 的中 � 134662（3番人気）� 67359（7番人気）� 102993（4番人気）
枠連票数 計 484270 的中 （5－6） 32543（4番人気）
馬連票数 計1894125 的中 �� 40326（16番人気）
馬単票数 計 930204 的中 �� 12169（22番人気）
ワイド票数 計 837934 的中 �� 17760（14番人気）�� 29300（6番人気）�� 12280（22番人気）
3連複票数 計2321533 的中 ��� 20059（28番人気）
3連単票数 計4239382 的中 ��� 6576（145番人気）

ハロンタイム 7．2―12．0―12．2―12．8―12．5―12．1―12．5―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．2―31．4―44．2―56．7―1：08．8―1：21．3―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．2
1
3
5（10，11）（3，15）2（12，13）－（1，9）（4，8）6－14，7・（5，10，11）15，2（3，12）－8，13，1（4，9）6－14，7

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

勝馬の
紹 介

フォールティテール �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．11．9 東京1着

2011．5．4生 牡3黒鹿 母 シルキーリリー 母母 ビワナタシュカ 5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カンタベリーリュウ号
（非抽選馬） 1頭 テーオーイージス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（26福島2）第8日 7月27日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

187，780，000円
8，680，000円
1，530，000円
16，660，000円
65，089，000円
5，430，400円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
446，129，500円
614，510，000円
311，768，100円
1，140，405，600円
639，226，300円
475，632，400円
1，387，441，600円
2，521，164，400円
679，915，000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
5 重 勝
計 8，216，192，900円

総入場人員 11，923名 （有料入場人員 9，486名）



平成26年度 第2回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，407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

1，548，590，000円
4，160，000円
69，420，000円
11，930，000円
137，860，000円
515，018，500円
40，824，800円
13，507，200円

勝馬投票券売得金
3，401，868，100円
5，116，801，100円
2，362，458，400円
9，340，038，800円
4，959，410，800円
3，821，614，400円
11，336，383，500円
19，958，872，500円
2，646，752，700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
5 重 勝
計 62，944，200，300円

総入場延人員 94，248名 （有料入場延人員 61，539名）
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