
18001 7月4日 曇 良 （27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

56 ネコダンサー 牡2黒鹿54 L．オールプレス 桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 470＋ 41：49．4 28．6�
（新）

812 マイネルリプケン 牡2栗 54 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 田上 稔 514＋ 61：49．61� 3．2�

69 ジュアンマリエ 牝2栗 54 C．ルメール �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 440＋ 41：49．7� 2．1�

33 カリスマフォンテン 牝2鹿 54 北村 宏司吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 462＋ 41：49．8� 14．1�
68 バルダッサーレ 牡2黒鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 462＋ 41：50．22� 67．5�
45 リワードデュラン 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人宮崎忠比古氏 勢司 和浩 浦河 有限会社
リワード 460＋ 21：50．3� 134．4	

57 ヴィクトリーマハロ 牡2鹿 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 尾形 和幸 新冠 村上牧場 440± 01：50．51 41．9

11 ジャマイカムーン 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 404－ 81：50．6� 28．5�
44 ゲンパチタッチ 牡2鹿 54 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三石橋本牧場 494－ 2 〃 アタマ 24．1
22 シゲルシマダイ 牡2鹿 54 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 494－ 41：50．81 17．0�
710 パームハート 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 478－ 21：51．54 253．8�
813 ソニックタイガー 牡2黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 442＋ 41：51．6� 110．1�
711 フレンドソング 牝2黒鹿54 戸崎 圭太戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 416＋121：52．66 8．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，221，800円 複勝： 37，484，100円 枠連： 11，928，700円
馬連： 52，944，700円 馬単： 31，377，200円 ワイド： 28，390，300円
3連複： 68，280，200円 3連単： 110，965，100円 計： 365，592，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 410円 � 120円 � 110円 枠 連（5－8） 3，070円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 14，210円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 910円 �� 150円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 40，980円

票 数

単勝票数 計 242218 的中 � 7153（8番人気）
複勝票数 計 374841 的中 � 11070（8番人気）� 87069（2番人気）� 139195（1番人気）
枠連票数 計 119287 的中 （5－8） 3011（10番人気）
馬連票数 計 529447 的中 �� 8111（16番人気）
馬単票数 計 313772 的中 �� 1656（37番人気）
ワイド票数 計 283903 的中 �� 4297（17番人気）�� 6371（11番人気）�� 66447（1番人気）
3連複票数 計 682802 的中 ��� 20069（7番人気）
3連単票数 計1109651 的中 ��� 1963（112番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．3―12．5―12．5―12．3―12．3―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．6―48．1―1：00．6―1：12．9―1：25．2―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネコダンサー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．6．28 東京10着

2013．5．4生 牡2黒鹿 母 スイートリヴァー 母母 ニシノコマチ 2戦1勝 賞金 5，000，000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。

18002 7月4日 曇 良 （27福島2）第1日 第2競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走10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

48 ア ン ミ 牝3鹿 54 戸崎 圭太武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 41：09．2 7．2�
36 ポンテアンジェロ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 472－ 21：09．3� 7．6�
35 レオサーパス 牡3鹿 56 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 日高 若林 武雄 436＋ 81：09．51 2．7�
612 ティアップサンダー 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 476＋ 2 〃 アタマ 11．4�
24 コパノウィルソン 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B476－10 〃 クビ 8．2�
11 アスカアンジュ 牝3青鹿54 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 B458－181：10．35 9．6	
12 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450－ 21：10．4� 33．0

713 ナゲットレイツ 牝3鹿 54 宮崎 北斗竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 454－ 2 〃 アタマ 21．3�
47 ビカムスター 牡3鹿 56 L．オールプレス 平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 B498± 01：10．5� 57．9�

（新）

510 ファインダッシュ 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 496＋ 81：10．71� 9．2
59 シベリアンアポジー 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B508± 01：11．01� 15．2�
23 ビッグファイナル 牝3黒鹿54 武士沢友治長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム 480－121：11．42� 240．6�
815 ロイヤルアスカ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也�髙昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 418－ 61：11．5クビ 135．4�
611 エアリーチューン 牝3黒鹿54 伊藤 工真 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 400－ 41：11．6� 69．6�
714 ヘヴンアンドアース 牝3鹿 54 江田 照男 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 462－ 41：12．23� 105．8�
816 シャトーボルト 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 大高 朝幸 484－ 61：12．41� 204．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，757，000円 複勝： 29，734，100円 枠連： 14，532，400円
馬連： 50，686，800円 馬単： 27，195，200円 ワイド： 26，537，500円
3連複： 62，549，700円 3連単： 80，532，800円 計： 312，525，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 210円 � 130円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 740円 �� 500円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 16，420円

票 数

単勝票数 計 207570 的中 � 22903（2番人気）
複勝票数 計 297341 的中 � 30740（3番人気）� 30636（4番人気）� 77485（1番人気）
枠連票数 計 145324 的中 （3－4） 16565（2番人気）
馬連票数 計 506868 的中 �� 16624（7番人気）
馬単票数 計 271952 的中 �� 4067（15番人気）
ワイド票数 計 265375 的中 �� 8749（7番人気）�� 13779（3番人気）�� 15975（1番人気）
3連複票数 計 625497 的中 ��� 20119（2番人気）
3連単票数 計 805328 的中 ��� 3554（28番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．5―12．2―12．4―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ン ミ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2015．3．14 中山13着

2012．5．10生 牝3鹿 母 プリティーキャット 母母 ナイスパリス 4戦1勝 賞金 4，600，000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 グランポルトス号・コイオス号
※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。

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

第２回 福島競馬 第１日



18003 7月4日 曇 良 （27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）

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
1：07．0
1：06．5

良
良

48 ハッピーノリチャン 牝3栗 54 戸崎 圭太足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 442± 01：08．6 3．0�
24 ニシノアンジュ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 454± 01：08．81 15．1�
611 テセラレフィナード 牝3鹿 54 北村 宏司木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 474＋30 〃 クビ 2．9�
59 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 田辺 裕信加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 492－ 21：09．01� 27．1�
36 クリーミーボイス 牝3栗 54 L．オールプレス �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440＋ 8 〃 ハナ 8．0�
（新）

35 ペブルガーデン 牝3鹿 54 C．ルメール �ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 21：09．21� 4．0	
23 スリーキーノート 牝3黒鹿54 二本柳 壮永井商事
 柄崎 孝 新ひだか 三石ファーム 424－ 21：09．83� 242．7�
47 ペルセフォネ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 426＋12 〃 ハナ 29．6�
816 ゴールデンワトル 牝3栗 54 武士沢友治 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 ハナ 242．7�
713 ニホンピロラブリー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 416＋ 61：10．01� 259．7
12 メイショウラポール 牝3鹿 54 松岡 正海松本 好雄氏 小島 太 浦河 まるとみ冨岡牧場 452± 01：10．1クビ 272．8�
612 ロ ッ セ ー ラ 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人藤井 謙氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 452＋ 21：10．2� 270．7�
510 サークルワルツ 牝3黒鹿54 津村 明秀飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 464＋ 2 〃 ハナ 37．6�
815 スガノデュランダル 牝3黒鹿54 吉田 豊菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 田上 稔 412＋ 81：10．3� 48．6�
11 ブレッザバラーレ 牝3栗 54 嘉藤 貴行森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 谷口牧場 430＋ 2 〃 ハナ 129．0�
714 グリーンアモーレ 牝3栗 54 西田雄一郎 
グリーンファーム小笠 倫弘 新ひだか 前田 宗将 392＋ 81：10．61� 243．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，432，100円 複勝： 31，488，000円 枠連： 14，605，100円
馬連： 56，911，100円 馬単： 31，720，100円 ワイド： 26，978，400円
3連複： 70，876，000円 3連単： 109，640，300円 計： 368，651，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 260円 � 140円 枠 連（2－4） 1，750円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 610円 �� 230円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 264321 的中 � 69681（2番人気）
複勝票数 計 314880 的中 � 81065（1番人気）� 21867（5番人気）� 63082（2番人気）
枠連票数 計 146051 的中 （2－4） 6461（6番人気）
馬連票数 計 569111 的中 �� 20585（7番人気）
馬単票数 計 317201 的中 �� 7988（11番人気）
ワイド票数 計 269784 的中 �� 10350（7番人気）�� 35520（1番人気）�� 6955（8番人気）
3連複票数 計 708760 的中 ��� 24609（5番人気）
3連単票数 計1096403 的中 ��� 5843（38番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―11．7―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．8―45．5―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーノリチャン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2014．8．2 新潟6着

2012．2．9生 牝3栗 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 9戦1勝 賞金 11，150，000円
※スリーキーノート号は，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。

18004 7月4日 曇 良 （27福島2）第1日 第4競走 ��
��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

712 エリオットベイ 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：47．5 2．5�
713 リターンエース 牡3栗 56 吉田 豊西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 440＋ 81：48．13� 38．8�
815 ダフィーゴールド 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 81：48．31 27．5�
58 デルマサンダユウ 牡3栗 56 津村 明秀浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 3．4�
611 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 石橋 脩松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 4 〃 クビ 32．1�
11 ブランニュー 牡3黒鹿56 田辺 裕信島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 468＋ 21：48．51� 6．8	
34 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 内田 博幸秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B478－ 41：48．82 7．3

46 ハナズシャウト 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 下屋敷牧場 484± 01：48．9クビ 44．2�
22 レオアジリティー 牡3栗 56 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 448－ 51：49．53� 104．8
35 ウインアシュリン 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 21：50．24 95．7�
814 ダイヤルミナス 牡3青鹿56 大野 拓弥大野 數芳氏 松山 将樹 平取 北島牧場 496－ 21：50．41� 339．4�
23 ダイワボナンザ 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 浦河 斉藤 政志 532± 01：50．61 30．5�
610 タニオブキャップ 牡3鹿 56 西田雄一郎谷 研司氏 栗田 博憲 青森 諏訪牧場 506－ 21：50．91	 563．5�
59 
 ヨ ッ ト マ ン 牡3鹿 56 江田 照男 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Joel M. Carino &

Ocala Farm Corp 458－101：51．11� 38．1�
47 バトルヴィゴーレ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 B456＋221：52．27 13．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，809，500円 複勝： 39，392，200円 枠連： 13，359，200円
馬連： 59，596，600円 馬単： 34，307，700円 ワイド： 31，149，200円
3連複： 79，458，100円 3連単： 114，171，600円 計： 400，244，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 880円 � 580円 枠 連（7－7） 4，410円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，200円 �� 9，560円

3 連 複 ��� 36，330円 3 連 単 ��� 159，790円

票 数

単勝票数 計 288095 的中 � 92022（1番人気）
複勝票数 計 393922 的中 � 117625（1番人気）� 8403（10番人気）� 13488（7番人気）
枠連票数 計 133592 的中 （7－7） 2347（17番人気）
馬連票数 計 595966 的中 �� 9718（17番人気）
馬単票数 計 343077 的中 �� 3429（24番人気）
ワイド票数 計 311492 的中 �� 5323（14番人気）�� 6851（10番人気）�� 813（55番人気）
3連複票数 計 794581 的中 ��� 1640（81番人気）
3連単票数 計1141716 的中 ��� 518（373番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．2―43．1―56．5―1：09．1―1：22．0―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
・（6，7，9）（2，5，12）8，14（1，3，11）－13，4，10＝15
15（6，12）7（9，11）（2，5，8，14，4）（1，3）10，13

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

勝馬の
紹 介

エリオットベイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．11．2 東京8着

2012．1．31生 牡3栗 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 7戦1勝 賞金 11，800，000円
〔制裁〕 レオアジリティー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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トラディショナル号



18005 7月4日 曇 良 （27福島2）第1日 第5競走 ��1，200�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
1：08．5
1：07．8

良
良

611 ラッキーボックス 牝2鹿 54 田辺 裕信 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 458 ―1：09．3 3．5�

815 ストーミーシー 牡2栗 54 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 510 ―1：09．72� 4．9�
22 キチロクステージ 牡2鹿 54 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 468 ― 〃 クビ 8．7�
58 シゲルサケガシラ 牡2鹿 54 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 446 ―1：10．65 3．9�
47 マイネルテイル 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 石川 栄一 488 ―1：10．81 20．0	
712 キャラメルサレ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 根本 康広 浦河 バンブー牧場 468 ― 〃 アタマ 28．7

59 ダイメイグッド 牝2黒鹿54 大野 拓弥宮本 昇氏 石栗 龍彦 日高 日高大洋牧場 430 ―1：11．11� 56．4�
11 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 448 ―1：11．41� 18．3�
610 ヤマタケジャイアン �2芦 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 444 ―1：11．5� 100．8
35 ワンダフルブルー 牝2青鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 456 ―1：11．81� 38．9�
34 スカーレットギャル 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 414 ―1：12．22� 11．7�
713 エドノマツオー 牡2栗 54 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 466 ―1：12．3� 132．9�
814 メープルパール 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 400 ―1：12．93� 118．4�
23 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 B436 ― 〃 クビ 37．0�
46 クワイエットリバー 牝2栗 54 松岡 正海 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 454 ―1：13．32� 92．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，071，300円 複勝： 26，691，000円 枠連： 14，328，400円
馬連： 50，019，500円 馬単： 27，362，500円 ワイド： 24，975，400円
3連複： 57，847，300円 3連単： 81，525，400円 計： 308，820，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 180円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 360円 �� 500円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 260713 的中 � 62712（1番人気）
複勝票数 計 266910 的中 � 53228（2番人気）� 41241（3番人気）� 35152（4番人気）
枠連票数 計 143284 的中 （6－8） 16024（2番人気）
馬連票数 計 500195 的中 �� 50203（2番人気）
馬単票数 計 273625 的中 �� 14596（3番人気）
ワイド票数 計 249754 的中 �� 18972（2番人気）�� 12810（4番人気）�� 8075（6番人気）
3連複票数 計 578473 的中 ��� 19017（3番人気）
3連単票数 計 815254 的中 ��� 7646（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．6―11．3―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 2（8，12）（11，15）（5，9，7）－（1，10）－4－6－（3，13）14 4 2（11，8）（12，15）9，7，5（1，10）－4－6，13－3－14

勝馬の
紹 介

ラッキーボックス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Spectrum 初出走

2013．5．2生 牝2鹿 母 レディバウンティフル 母母 Her Ladyship 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18006 7月4日 曇 良 （27福島2）第1日 第6競走 ��
��1，150�サラブレッド系2歳

発走13時05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

47 レディエントブルー 牝2栗 54 北村 宏司 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 454 ―1：11．3 10．3�
611 タイガーヴォーグ 牡2鹿 54 横山 典弘千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 474 ― 〃 アタマ 5．6�
24 グラスウォリアー 牡2芦 54 田辺 裕信半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 474 ―1：11．51� 6．3�
23 シゲルクロダイ 牡2鹿 54 吉田 豊森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 476 ―1：11．71� 104．4�
35 ウインフェルベール 牡2青鹿54 津村 明秀�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 460 ―1：11．91 31．3	
714 コスモコレクション 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 440 ― 〃 クビ 42．9

11 ビレッジエンパイア 牡2鹿 54 嘉藤 貴行村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 464 ―1：12．0	 18．9�
12 タマムーンフェイス 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 470 ― 〃 アタマ 8．9�
59 スティルプリンス 牡2鹿 54 蛯名 正義山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 480 ―1：12．1クビ 24．4
713 ロッジポールパイン 牡2青鹿54 内田 博幸大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 512 ―1：12．42 26．6�
815 セイムヒアー 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 400 ―1：12．61� 52．3�
612 サラゴールド 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 白瀬 盛雄 454 ― 〃 クビ 247．8�
48 タマモシルクハット 牡2黒鹿54 松岡 正海タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 470 ― 〃 ハナ 4．4�
816 ニッポンイチ 牡2黒鹿54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 434 ―1：13．23
 89．6�
36 スーパープレイ 牡2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 谷口牧場 464 ―1：13．94 91．6�
510 ルグランシェクル 牡2黒鹿54 戸崎 圭太藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 434 ―1：16．2大差 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，711，700円 複勝： 32，587，300円 枠連： 17，681，000円
馬連： 56，968，100円 馬単： 30，160，700円 ワイド： 29，198，400円
3連複： 69，163，300円 3連単： 87，556，200円 計： 354，026，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 300円 � 230円 � 190円 枠 連（4－6） 940円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 990円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 40，920円

票 数

単勝票数 計 307117 的中 � 25154（6番人気）
複勝票数 計 325873 的中 � 25318（6番人気）� 37363（5番人気）� 48030（2番人気）
枠連票数 計 176810 的中 （4－6） 14571（4番人気）
馬連票数 計 569681 的中 �� 13177（14番人気）
馬単票数 計 301607 的中 �� 3599（27番人気）
ワイド票数 計 291984 的中 �� 6379（13番人気）�� 7445（12番人気）�� 12834（6番人気）
3連複票数 計 691633 的中 ��� 9237（15番人気）
3連単票数 計 875562 的中 ��� 1551（131番人気）

ハロンタイム 9．6―11．4―11．6―12．8―13．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―21．0―32．6―45．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディエントブルー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2013．4．22生 牝2栗 母 オオシマジョリー 母母 ア ザ ー ル 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グリーンバシリスク号・スノードルフィン号



18007 7月4日 曇 良 （27福島2）第1日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時35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

714 アキトプレスト 牡3栗 56 江田 照男岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B476－ 22：00．0 3．3�
713 レオロフティー 牡3鹿 56 横山 典弘�レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 B468－ 22：00．21� 5．0�
510 アルファキンバレー 牝3黒鹿54 津村 明秀�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 436＋ 62：00．3� 119．1�
23 コスモジョイジョイ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 田端牧場 B456± 02：00．4� 41．9�
48 サニーゴールド 牡3青鹿56 田中 勝春堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 500＋ 22：00．61� 17．6	
12 リンガスプライム 牡3栗 56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 482＋ 82：00．81� 9．4

47 シゲルデンガク 牡3栗 56 L．オールプレス 森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 畔柳 作次 438－ 2 〃 クビ 21．7�

（新）

36 ナンヨーピューピル 牡3黒鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ
ネツ牧場 466± 02：00．9クビ 29．2�

11 リ ガ ド ー ル 牝3栗 54 松岡 正海 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 452＋ 22：01．0� 170．0

815 フォルタレッサ 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 392＋ 2 〃 ハナ 64．2�
24 レッドオランジュ 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 22：01．21� 3．6�
612 モントレーベイ 牡3芦 56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 466－ 42：01．3� 6．4�
35 ヒラボクワールド 牡3栗 56 大野 拓弥�平田牧場 大竹 正博 浦河 大柳ファーム 482 ―2：01．4� 64．5�
611 ターンブルブルー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 424－ 42：01．61� 301．2�
816 ビ バ ナ ポ リ 牝3鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 440± 02：02．77 247．4�
59 コウユーカゲムシャ 牡3黒鹿56 西田雄一郎加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 静内酒井牧場 482 ―2：02．8� 235．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，736，100円 複勝： 36，976，700円 枠連： 18，378，400円
馬連： 64，189，600円 馬単： 32，969，600円 ワイド： 31，917，500円
3連複： 75，366，000円 3連単： 107，235，900円 計： 395，769，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，540円 枠 連（7－7） 930円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，990円 �� 6，930円

3 連 複 ��� 20，500円 3 連 単 ��� 68，250円

票 数

単勝票数 計 287361 的中 � 68811（1番人気）
複勝票数 計 369767 的中 � 80972（1番人気）� 63334（2番人気）� 4035（12番人気）
枠連票数 計 183784 的中 （7－7） 15258（4番人気）
馬連票数 計 641896 的中 �� 57911（2番人気）
馬単票数 計 329696 的中 �� 15045（3番人気）
ワイド票数 計 319175 的中 �� 27972（1番人気）�� 1900（38番人気）�� 1085（49番人気）
3連複票数 計 753660 的中 ��� 2756（58番人気）
3連単票数 計1072359 的中 ��� 1139（199番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．2―12．2―12．1―12．1―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．5―46．7―58．9―1：11．0―1：23．1―1：35．5―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アキトプレスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2014．10．4 新潟3着

2012．3．8生 牡3栗 母 ブルックリンハイツ 母母 キャスリーン 6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。
（非当選馬） 1頭 オーバースト号
（非抽選馬） 2頭 ヴェルデプラート号・リージュ号
※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。

18008 7月4日 曇 良 （27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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 � アスペンサミット 牝5鹿 55
52 ▲石川裕紀人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 484＋ 21：08．6 4．6�
611 ダノンビーナス 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 434＋ 2 〃 ハナ 24．1�
24 	 グレンデール 牡4鹿 57 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 484± 01：08．81
 4．5�
714 ミラクルピッチ 牝6黒鹿55 田中 勝春松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 450－ 4 〃 ハナ 50．3�
47 ドリームマークス 牡5鹿 57 北村 宏司セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 462± 01：08．9� 53．6�
815 サザンライツ 牡4鹿 57 蛯名 正義 	サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 508＋101：09．11
 5．8

612	 トゥルーカラーズ 牝5鹿 55 津村 明秀畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 432－ 3 〃 ハナ 197．3�
59 ランパスキャット 牡5黒鹿57 吉田 豊丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 510＋12 〃 クビ 28．1�
11 フジマサジャンボ 牡3青鹿54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 452＋ 2 〃 アタマ 24．7
713	 サダムリスペクト 牡3鹿 54 柴田 善臣大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 458＋ 21：09．2クビ 18．1�
23 クラシックマーク 牝4栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432＋ 2 〃 ハナ 85．4�
48 エリーティアラ 牝3青鹿52 内田 博幸谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B454－ 6 〃 ハナ 2．7�
816 シ ー ロ ア 牝4栗 55 L．オールプレス 	サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 476＋ 2 〃 クビ 36．2�

（新）

510 ノーブルサイレンス 牝4青鹿55 西田雄一郎吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 436＋ 41：09．41
 129．6�
36 マイネパシオーネ 牝4栗 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 21：09．72 90．2�
12 スリーデーモン 牡5青鹿57 二本柳 壮永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 532＋ 61：09．91 222．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，305，800円 複勝： 46，174，000円 枠連： 19，263，600円
馬連： 79，797，900円 馬単： 40，413，100円 ワイド： 37，576，900円
3連複： 91，754，400円 3連単： 134，398，400円 計： 480，684，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 370円 � 160円 枠 連（3－6） 3，720円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 380円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 33，260円

票 数

単勝票数 計 313058 的中 � 53302（3番人気）
複勝票数 計 461740 的中 � 78363（3番人気）� 24134（6番人気）� 87758（2番人気）
枠連票数 計 192636 的中 （3－6） 4009（14番人気）
馬連票数 計 797979 的中 �� 15035（13番人気）
馬単票数 計 404131 的中 �� 5481（17番人気）
ワイド票数 計 375769 的中 �� 7472（12番人気）�� 27723（3番人気）�� 7067（14番人気）
3連複票数 計 917544 的中 ��� 13079（15番人気）
3連単票数 計1343984 的中 ��� 2929（92番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．9―11．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．6―45．0―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（12，16）－11（1，5）14（4，15）（7，8，13）（10，9）（2，3，6） 4 ・（12，16）－11－（1，5）（4，14，15）（7，8）（9，13）（10，3，6）2

勝馬の
紹 介

�アスペンサミット �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Hennessy デビュー 2013．6．29 福島15着

2010．8．14生 牝5鹿 母 Aspen Falls 母母 River Crossing 14戦2勝 賞金 22，786，000円
〔制裁〕トゥルーカラーズ号の騎手津村明秀は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番・

8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シングンパワー号
（非抽選馬） 2頭 クリノイザナミ号・マンハッタンヘンジ号
※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。



18009 7月4日 曇 良 （27福島2）第1日 第9競走 ��
��1，800�

お ぐ に ぬ ま

雄 国 沼 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

711 エニグマバリエート 牡3青鹿54 C．ルメール 平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 472－ 41：46．2 2．1�
610 ロジダーリング 牡3鹿 54 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム 460＋ 41：46．41	 4．2�
69 デスティニーシチー 牡5栗 57 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 476＋ 11：46．82 153．3�
46 テンシンランマン 牝5鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 494＋10 〃 アタマ 20．8�
22 シンボリネルソン 牡4黒鹿57 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432＋ 61：46．9	 43．0	
58 ラ ミ ー ロ 牡3栗 54 津村 明秀門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 464＋ 21：47．22 96．7

814 オウケンブラック 牡4鹿 57 北村 宏司福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋10 〃 ハナ 5．3�
45 エンクエントロス 牡3鹿 54 戸崎 圭太スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 488－ 4 〃 ハナ 12．4�
34 マイネルランスタン 牡5栗 57 石橋 脩 �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 460＋ 81：47．3クビ 92．5
57 
 クリノハッチャン 牝4鹿 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464＋ 61：47．51� 26．6�
33 マイネルシェルト 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 442－101：47．6	 9．9�
11 セイクリッドロード �6鹿 57 松岡 正海岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 500± 01：47．81� 43．0�
712
 コンドッティエーレ �6栗 57 田辺 裕信岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 61：48．11 63．5�
813
 エクセレントミノル 牡4鹿 57 吉田 豊吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 482－121：48．2	 193．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，741，700円 複勝： 48，651，000円 枠連： 21，026，700円
馬連： 97，959，600円 馬単： 50，586，300円 ワイド： 44，348，300円
3連複： 106，696，600円 3連単： 179，984，000円 計： 585，994，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 1，930円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 240円 �� 6，000円 �� 9，800円

3 連 複 ��� 25，030円 3 連 単 ��� 72，650円

票 数

単勝票数 計 367417 的中 � 137705（1番人気）
複勝票数 計 486510 的中 � 162749（1番人気）� 74491（2番人気）� 3539（13番人気）
枠連票数 計 210267 的中 （6－7） 30462（2番人気）
馬連票数 計 979596 的中 �� 146263（1番人気）
馬単票数 計 505863 的中 �� 48322（2番人気）
ワイド票数 計 443483 的中 �� 57733（1番人気）�� 1670（48番人気）�� 1017（60番人気）
3連複票数 計1066966 的中 ��� 3196（69番人気）
3連単票数 計1799840 的中 ��� 1796（200番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．2―12．1―11．5―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．4―47．6―59．7―1：11．2―1：22．8―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F35．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エニグマバリエート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2014．10．12 東京5着

2012．2．18生 牡3青鹿 母 ティエッチグレース 母母 Confirmed Dancer 9戦2勝 賞金 32，550，000円
〔制裁〕 マイネルシェルト号の騎手柴田大知は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）

18010 7月4日 曇 良 （27福島2）第1日 第10競走 ��
��1，700�

い な わ し ろ

猪 苗 代 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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

610 ロワジャルダン 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 500－ 81：44．8 2．0�
46 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474－ 21：44．9� 70．0�
34 エイシンヴァラー 牡4鹿 57 石橋 脩�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508＋141：45．32� 18．7�
712 メイショウヒコボシ 牡4鹿 57 横山 典弘松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 528＋ 21：45．51� 8．6�
713 アールプロセス 牡4鹿 57 田中 勝春池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 502－ 41：45．7	 11．4	
23 メイショウワコン 牡4栗 57 柴田 大知松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 508－ 2 〃 クビ 13．8

11 アグネスダリム 牝6栗 55 津村 明秀渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468＋141：45．8クビ 342．7�
47 マンハッタンコード 牡6鹿 57 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 496－121：46．0	 181．4�
58 ダノンミシガン 牡4芦 57 北村 宏司�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 482－16 〃 ハナ 30．3
814 ブライトジェム 牡7栗 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 498＋ 21：46．21
 544．6�
35 ハコダテナイト 牡5栗 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 508＋ 2 〃 アタマ 12．5�
611 ペルセヴェランテ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 新冠 村上 欽哉 490－ 61：46．41
 6．3�
59 ナンヨーカノン 牝5青鹿55 内田 博幸中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466＋101：46．61 48．7�
815 ロードフォワード 牡4青鹿57 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 452± 01：47．45 9．0�
22 � パ ロ パ ロ 牡4栗 57 吉田 豊�LS.M 天間 昭一 新ひだか 井高牧場 504－ 81：48．14 74．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，800，900円 複勝： 81，938，700円 枠連： 33，876，900円
馬連： 150，610，900円 馬単： 70，561，100円 ワイド： 65，261，400円
3連複： 170，172，900円 3連単： 266，053，200円 計： 893，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 880円 � 580円 枠 連（4－6） 4，300円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 1，030円 �� 10，750円

3 連 複 ��� 29，900円 3 連 単 ��� 123，720円

票 数

単勝票数 計 548009 的中 � 211091（1番人気）
複勝票数 計 819387 的中 � 275165（1番人気）� 16691（11番人気）� 26435（8番人気）
枠連票数 計 338769 的中 （4－6） 6099（14番人気）
馬連票数 計1506109 的中 �� 16641（24番人気）
馬単票数 計 705611 的中 �� 5597（33番人気）
ワイド票数 計 652614 的中 �� 7278（26番人気）�� 16846（9番人気）�� 1517（60番人気）
3連複票数 計1701729 的中 ��� 4268（87番人気）
3連単票数 計2660532 的中 ��� 1559（352番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．7―42．0―54．8―1：07．6―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
3，4，8（6，10，11）（7，12，15）13（1，2）－9，5－14・（3，4，8，10）（6，11）（12，13，15，9）（7，1，5）2－14

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

勝馬の
紹 介

ロワジャルダン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山1着

2011．3．24生 牡4鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 8戦4勝 賞金 54，224，000円



18011 7月4日 曇 良 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

22 � マイネルエテルネル 牡5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 488－ 41：07．5 6．2�
811 ネ ロ 牡4栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 460－ 6 〃 クビ 2．3�
67 シンボリディスコ 牡5栗 57 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 480－121：07．71	 9．4�
33 ユキノアイオロス 
7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 480± 0 〃 クビ 26．3�
56 サンブルエミューズ 牝5栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 ハナ 10．9	
44 アブマーシュ 牝6鹿 55 北村 宏司伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 486－ 21：07．8クビ 28．1

812 フォーエバーモア 牝4栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 458＋ 4 〃 クビ 3．5�
710 メイショウハガクレ 牡6鹿 57 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 464－ 61：08．12 49．2�
68 サウスビクトル 牡6黒鹿57 田辺 裕信南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 470－ 41：08．2� 101．8
55 ローガンサファイア 牝5鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 アタマ 23．7�
79 シンジュボシ 牝5栗 55 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 490－ 61：08．3� 28．3�
11 ラフレーズカフェ 牝6青鹿55 江田 照男西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 486＋ 21：08．4� 107．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 81，047，100円 複勝： 114，025，800円 枠連： 60，757，600円
馬連： 284，864，600円 馬単： 135，963，200円 ワイド： 110，659，600円
3連複： 341，397，900円 3連単： 630，669，400円 計： 1，759，385，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 120円 � 200円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 310円 �� 640円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計 810471 的中 � 103929（3番人気）
複勝票数 計1140258 的中 � 158160（3番人気）� 334888（1番人気）� 116166（4番人気）
枠連票数 計 607576 的中 （2－8） 100329（2番人気）
馬連票数 計2848646 的中 �� 333715（2番人気）
馬単票数 計1359632 的中 �� 61950（4番人気）
ワイド票数 計1106596 的中 �� 98832（2番人気）�� 40989（6番人気）�� 67745（3番人気）
3連複票数 計3413979 的中 ��� 154173（3番人気）
3連単票数 計6306694 的中 ��� 52408（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．1―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．9―45．0―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．6
3 ・（2，11）6，3（7，9）（4，12）－（8，10）－（5，1） 4 ・（2，11）6，3（7，9）（4，12）8，10（5，1）

勝馬の
紹 介

�マイネルエテルネル �
�
父 Tamayuz �

�
母父 Piccolo デビュー 2012．7．29 小倉1着

2010．4．5生 牡5栗 母 For Evva Silca 母母 Silca－Cisa 24戦4勝 賞金 123，056，000円

18012 7月4日 曇 良 （27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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

611 ニシノゲンキマル 牡4栗 57 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 496－ 61：46．1 8．8�
47 セ ル メ ー ル 牡3鹿 54 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：46．2� 4．7�
11 � アンリキャトル 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470－ 61：46．41� 17．9�
35 フクノグリュック 牡3鹿 54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 504＋ 6 〃 アタマ 11．3�
815 ワトソンクリック 牡3鹿 54 内田 博幸本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 494－ 2 〃 アタマ 4．9�
46 ワイルドダラー 牡4青鹿57 蛯名 正義 Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 494＋ 61：46．6	 6．3�
22 カ ネ ー タ 牡3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 510＋ 41：46．7� 5．3	
713� デモクラシー 牡4鹿 57 江田 照男藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 476＋161：47．01	 228．7

23 ジェイケイニュース 牡4栗 57 石橋 脩小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 472± 01：47．21� 26．7�
58 � スズカアーサー 牡6鹿 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 492＋ 61：47．62� 66．7�
712 トレノカチドキ 牡4栗 57 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 浦河 岡本牧場 478＋ 8 〃 クビ 20．7
34 レオネプチューン 牡7鹿 57 柴田 大知�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 478＋ 8 〃 ハナ 82．2�
610� トーセンプラチナ 牡6鹿 57

54 ▲木幡 初也島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 488－ 41：48．55 188．0�

59 アライドメジャーズ 牡3栗 54 C．ルメール 木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 438－ 61：49．77 9．9�
814 ライトオブホープ 牡4栗 57 津村 明秀落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 494± 01：49．8� 59．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，939，800円 複勝： 85，117，800円 枠連： 41，148，600円
馬連： 164，011，900円 馬単： 68，837，400円 ワイド： 80，682，000円
3連複： 194，193，400円 3連単： 294，047，300円 計： 990，978，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 310円 � 210円 � 450円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 2，440円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 17，410円 3 連 単 ��� 102，140円

票 数

単勝票数 計 629398 的中 � 56890（5番人気）
複勝票数 計 851178 的中 � 69386（7番人気）� 119571（3番人気）� 44498（9番人気）
枠連票数 計 411486 的中 （4－6） 21639（4番人気）
馬連票数 計1640119 的中 �� 35089（16番人気）
馬単票数 計 688374 的中 �� 7627（31番人気）
ワイド票数 計 806820 的中 �� 15344（17番人気）�� 8414（32番人気）�� 10773（26番人気）
3連複票数 計1941934 的中 ��� 8361（68番人気）
3連単票数 計2940473 的中 ��� 2087（382番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．8―12．1―12．5―12．8―12．9―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．1―42．2―54．7―1：07．5―1：20．4―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノゲンキマル �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．20 東京4着

2011．2．8生 牡4栗 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト 16戦3勝 賞金 31，540，000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 オメガグランディス号・ベールグリーン号

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 8日第 3競走）
〔その他〕　　レッドグロワール号は，競走中に疾病〔右腕節炎〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



（27福島2）第1日 7月4日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

183，020，000円
1，060，000円
12，480，000円
1，380，000円
16，200，000円
66，065，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
452，574，800円
610，260，700円
280，886，600円
1，168，561，300円
581，454，100円
537，674，900円
1，387，755，800円
2，196，779，600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 7，215，947，800円

総入場人員 9，138名 （有料入場人員 7，315名）
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