
18037 7月10日 晴 稍重 （28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

34 アフターバーナー 牡2鹿 54 内田 博幸 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 B486－ 21：09．0 1．7�

611 ハシルキセキ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 454± 01：09．21� 3．6�
610 シャインヴィットゥ 牡2芦 54 武士沢友治皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 456± 01：10．05 87．5�
59 シンボリスーマラン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 476＋ 81：10．21 12．5�
22 セイプレジール 牡2鹿 54 田辺 裕信金田 成基氏 小西 一男 新ひだか へいはた牧場 466＋ 41：10．41� 19．2�
23 マイネルストラトス 牡2黒鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 谷川牧場 456＋ 21：11．35 32．5

58 キ ッ ド 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子髙橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 442－ 41：11．4� 58．3�
46 ダ ダ ッ コ 牡2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 478＋ 81：11．5	 46．2�
815 シ ラ バ ブ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 むかわ 上水牧場 452－ 61：11．6クビ 13．8
35 カシノルーラー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 21：12．02� 189．8�
713 バスデイプレゼント 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 澤井 義一 424＋ 6 〃 アタマ 55．2�
11 パンプキンカート 牡2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 浦河 猿橋 義昭 500＋ 41：12．1� 142．5�
712 フィッシャーキング 牡2鹿 54 吉田 豊田頭 勇貴氏 土田 稔 浦河 有限会社

松田牧場 456＋ 4 〃 ハナ 259．9�
814 アロハスピリット 牡2芦 54 宮崎 北斗 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム 452± 01：12．84 336．0�
47 サンシアトル 牝2黒鹿54 田中 勝春加藤 信之氏 竹内 正洋 新冠 芳住 鉄兵 454＋121：14．7大差 98．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，035，000円 複勝： 65，415，400円 枠連： 14，404，300円
馬連： 58，139，400円 馬単： 37，670，400円 ワイド： 34，430，100円
3連複： 77，538，100円 3連単： 128，001，500円 計： 450，634，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 700円 枠 連（3－6） 230円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，510円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 10，670円

票 数

単勝票数 計 350350 的中 � 171577（1番人気）
複勝票数 計 654154 的中 � 406688（1番人気）� 97059（2番人気）� 6153（10番人気）
枠連票数 計 144043 的中 （3－6） 48034（1番人気）
馬連票数 計 581394 的中 �� 190898（1番人気）
馬単票数 計 376704 的中 �� 80200（1番人気）
ワイド票数 計 344301 的中 �� 89717（1番人気）�� 4423（17番人気）�� 3414（22番人気）
3連複票数 計 775381 的中 ��� 13110（13番人気）
3連単票数 計1280015 的中 ��� 8696（30番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．2―11．7―12．5―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．6―43．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフターバーナー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2016．6．18 東京2着

2014．5．2生 牡2鹿 母 フ ァ ダ ラ ン 母母 Danseur Fabuleux 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 キッド号の騎手野中悠太郎は，負傷のため藤田菜七子に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンシアトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月10日まで平地競走

に出走できない。

18038 7月10日 晴 良 （28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
1：08．5
1：07．8

良
良

78 ハッピーランラン 牝2鹿 54 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋121：10．6 2．4�
55 ダイイチターミナル 牡2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 420－ 2 〃 ハナ 1．8�
22 ガッテンパートナー 牡2栗 54 吉田 豊大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 440＋ 21：11．23� 17．1�
11 セイカチトセ 牡2黒鹿54 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 452± 01：11．62� 41．5�
77 シゲルピューマ 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 390－ 41：11．81� 27．4�
33 アネッロドーロ 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 436＋ 21：12．01� 70．7	
89 カーリージャール 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 福田牧場 410＋ 41：12．21� 70．3

66 スノードーナツ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 452－ 41：13．26 24．8�
44 フェスティヴワール 牡2鹿 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 北星村田牧場 426＋ 41：16．7大差 26．2�
810 ネ コ マ ル 牝2鹿 54 杉原 誠人桐谷 茂氏 石栗 龍彦 新ひだか 鳥谷 勝彦 446－ 61：32．8大差 69．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，745，700円 複勝： 60，423，300円 枠連： 10，389，700円
馬連： 47，081，900円 馬単： 38，047，500円 ワイド： 25，423，000円
3連複： 61，789，400円 3連単： 147，200，900円 計： 420，101，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（5－7） 140円

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 110円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，030円

票 数

単勝票数 計 297457 的中 � 102228（2番人気）
複勝票数 計 604233 的中 � 116469（2番人気）� 400568（1番人気）� 20850（3番人気）
枠連票数 計 103897 的中 （5－7） 57200（1番人気）
馬連票数 計 470819 的中 �� 253688（1番人気）
馬単票数 計 380475 的中 �� 97691（2番人気）
ワイド票数 計 254230 的中 �� 94599（1番人気）�� 16462（3番人気）�� 17189（2番人気）
3連複票数 計 617894 的中 ��� 124440（1番人気）
3連単票数 計1472009 的中 ��� 102881（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．0―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―47．2―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．4
3 ・（3，5）（2，8）（10，7）9，1－（4，6） 4 ・（3，5）（2，8）－（9，7）1＝（10，6）－4

勝馬の
紹 介

ハッピーランラン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．6．12 東京2着

2014．2．3生 牝2鹿 母 ハッピーラン 母母 カ タ リ ス ト 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔調教再審査〕 ネコマル号は，3コーナー通過後に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ネコマル号は，3コーナー通過後に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティヴワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月10日まで平

地競走に出走できない。

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４日



18039 7月10日 晴 良 （28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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

816 クイックモーション 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450± 01：49．2 1．6�
47 ブリリアントタイム 牝3鹿 54 柴田 善臣芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠 ハシモトフアーム 428＋ 21：49．51� 39．6�
23 デイジーベル 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：49．71� 83．7�
611 アンジェリカス 牝3栗 54 内田 博幸 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 480－10 〃 アタマ 26．7�
59 ベルクオーレ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 438＋ 21：49．8� 11．8�
510 クラウングレイス 牝3鹿 54 田辺 裕信矢野 恭裕氏 高木 登 新冠 大栄牧場 488＋ 41：50．11� 4．1	
11 ワイドチキチータ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 424＋121：50．2� 95．3


713 ウィンイモン 牝3栗 54 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 444＋ 2 〃 クビ 270．4�
36 ラ チ ェ ッ ト 牝3栗 54 柴田 大知 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 41：50．62 9．1�
714 ピクシーカフェ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 440＋ 6 〃 ハナ 60．3
12 ア ペ リ ラ 牝3鹿 54 杉原 誠人 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464 ―1：50．7� 33．1�
48 ピ ッ レ ウ ス 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 117．6�
612 シングンアルテミス 牝3鹿 54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 442＋ 21：51．01� 25．8�
24 デルマアツヒメ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 404± 01：51．95 51．2�
35 ダイワネーブル 牝3青鹿 54

52 △伴 啓太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500＋ 41：52．11� 84．2�
815 オーネットハッピー 牝3鹿 54 江田 照男醍醐 伸之氏 星野 忍 浦河 谷川牧場 476＋ 31：52．84 149．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，024，800円 複勝： 109，987，000円 枠連： 16，859，700円
馬連： 57，725，200円 馬単： 40，327，200円 ワイド： 35，927，300円
3連複： 80，293，700円 3連単： 140，919，300円 計： 512，064，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 530円 � 820円 枠 連（4－8） 1，730円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 970円 �� 2，120円 �� 11，850円

3 連 複 ��� 25，820円 3 連 単 ��� 79，630円

票 数

単勝票数 計 300248 的中 � 142184（1番人気）
複勝票数 計1099870 的中 � 826144（1番人気）� 14640（7番人気）� 8977（11番人気）
枠連票数 計 168597 的中 （4－8） 7511（5番人気）
馬連票数 計 577252 的中 �� 16356（9番人気）
馬単票数 計 403272 的中 �� 8705（10番人気）
ワイド票数 計 359273 的中 �� 9893（8番人気）�� 4352（17番人気）�� 755（62番人気）
3連複票数 計 802937 的中 ��� 2332（61番人気）
3連単票数 計1409193 的中 ��� 1283（197番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．7―12．7―12．3―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．6―48．3―1：01．0―1：13．3―1：25．4―1：37．0

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

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

勝馬の
紹 介

クイックモーション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Freud デビュー 2015．11．23 東京3着

2013．4．13生 牝3鹿 母 クイックリトルミス 母母 Swift Girl 4戦1勝 賞金 10，600，000円
〔騎手変更〕 オーネットハッピー号の騎手野中悠太郎は，負傷のため江田照男に変更。

18040 7月10日 晴 稍重 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

34 ベルウッドタマド 牡3鹿 56 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 474－ 41：47．9 31．9�
815 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 56 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 438－ 81：48．0� 7．5�
58 ジンロックカフェ 牡3鹿 56 田辺 裕信西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 502＋121：48．31� 4．6�
47 ワンショットキラー 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480＋ 8 〃 アタマ 6．9�
22 サムライダマシー 牡3鹿 56 柴田 大知西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 466－101：48．4クビ 17．9�
712 ジョニーハンサム 牡3鹿 56 田中 勝春 �シルクレーシング 宗像 義忠 浦河 笠松牧場 510＋ 41：48．61� 5．3	
713 ナ ナ エ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 418± 01：49．13 36．6

59 サンマルトゥーレ 牡3芦 56 戸崎 圭太相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B458＋ 21：49．31� 12．1�
23 ア ッ キ ー 牝3鹿 54 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 428－ 81：49．83 3．6�
46 マコトグラディウス 牡3黒鹿56 武士沢友治ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 470± 01：50．11� 39．6�
35 ゴールドレイ 牡3栗 56 江田 照男 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 追分ファーム 482± 0 〃 クビ 42．3�
814 シゲルカンパチ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 坂 牧場 448－121：50．31 294．3�
11 スズカコメット 牡3黒鹿56 小牧 太永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 496＋101：51．04 196．0�
611 ヴ ィ リ ー プ 牡3黒鹿56 的場 勇人西森 鶴氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 524＋ 21：51．74 222．5�
610 ポ ム ロ ー ゼ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ― （競走中止） 25．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，461，900円 複勝： 47，532，700円 枠連： 16，732，200円
馬連： 66，282，200円 馬単： 32，623，000円 ワイド： 41，736，900円
3連複： 90，323，300円 3連単： 119，785，700円 計： 446，477，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 710円 � 240円 � 190円 枠 連（3－8） 7，450円

馬 連 �� 12，420円 馬 単 �� 26，300円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 3，110円 �� 650円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 119，950円

票 数

単勝票数 計 314619 的中 � 7867（9番人気）
複勝票数 計 475327 的中 � 13747（8番人気）� 53296（5番人気）� 79052（2番人気）
枠連票数 計 167322 的中 （3－8） 1739（18番人気）
馬連票数 計 662822 的中 �� 4133（34番人気）
馬単票数 計 326230 的中 �� 930（76番人気）
ワイド票数 計 417369 的中 �� 3120（33番人気）�� 3340（30番人気）�� 17731（7番人気）
3連複票数 計 903233 的中 ��� 4170（49番人気）
3連単票数 計1197857 的中 ��� 724（357番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．0―13．2―13．5―12．6―12．5―12．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―43．6―57．1―1：09．7―1：22．2―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドタマド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ヒシアリダー デビュー 2015．12．19 中山12着

2013．5．2生 牡3鹿 母 シャンハイファスト 母母 アステリファスト 7戦1勝 賞金 8，050，000円
〔騎手変更〕 シゲルカンパチ号の騎手野中悠太郎は，負傷のため木幡巧也に変更。
〔競走中止〕 ポムローゼ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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 レイブラッド号
（非抽選馬） 1頭 テイエムダイバリキ号



18041 7月10日 晴 良 （28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

11 マイネルザウバア 牡2栗 54 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 岡田スタツド 426 ―1：51．3 4．5�

58 マイネルラプティス 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：51．51 18．2�

814 パ フ ォ ー ム 牝2鹿 54
51 ▲木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 432 ―1：51．82 24．8�

22 キュイキュイ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444 ―1：51．9� 1．9�
45 ボヌールバトー 牝2黒鹿54 武士沢友治�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 412 ―1：52．22 124．5	
46 クインズゴールド 牝2鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 422 ―1：52．3� 16．3

34 デ ジ ャ ブ 牡2黒鹿54 内田 博幸平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 498 ―1：52．62 73．3�
610 ミ ラ ド ー ル 牝2青 54 大野 拓弥水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：52．7� 51．2�
57 ジュティアン 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422 ―1：52．91	 25．3

69 ニシノリヒト 牡2鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 444 ― 〃 ハナ 38．3�
712 ブルーオーシャン 牡2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 尾関 知人 平取 有限会社中

田牧場 434 ―1：53．21� 55．4�
711
 ヴァイスジーニー 牡2芦 54 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

496 ―1：53．62� 25．0�
813 マツリダダイキチ 牡2鹿 54 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498 ―1：53．81	 7．5�
33 サツキジョオウ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也小野 博郷氏 土田 稔 日高 三輪牧場 462 ―1：56．7大差 165．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，537，400円 複勝： 47，937，800円 枠連： 16，229，000円
馬連： 57，494，600円 馬単： 38，372，700円 ワイド： 33，712，400円
3連複： 71，643，000円 3連単： 113，237，800円 計： 422，164，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 230円 � 510円 � 570円 枠 連（1－5） 1，690円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，320円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 13，450円 3 連 単 ��� 51，660円

票 数

単勝票数 計 435374 的中 � 80353（2番人気）
複勝票数 計 479378 的中 � 64736（2番人気）� 22566（5番人気）� 20141（6番人気）
枠連票数 計 162290 的中 （1－5） 7421（7番人気）
馬連票数 計 574946 的中 �� 13288（10番人気）
馬単票数 計 383727 的中 �� 4979（16番人気）
ワイド票数 計 337124 的中 �� 9552（9番人気）�� 6594（12番人気）�� 3446（26番人気）
3連複票数 計 716430 的中 ��� 3994（38番人気）
3連単票数 計1132378 的中 ��� 1589（142番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．2―13．1―13．3―12．4―12．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．3―49．4―1：02．7―1：15．1―1：27．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルザウバア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Kendor 初出走

2014．4．10生 牡2栗 母 ラソーミュロワーズ 母母 Mercalle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マツリダダイキチ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サツキジョオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月10日まで平地競

走に出走できない。

18042 7月10日 晴 良 （28福島2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時00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

59 ニシノオウカン 牡2青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 430 ―1：10．9 3．8�
46 ナムラクロエ 牝2栗 54 田辺 裕信奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 434 ―1：11．22 24．5�
58 グッバイサマー 牝2栗 54

51 ▲木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 小河 豊水 420 ―1：11．41 6．5�
610 キタノリツメイ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 444 ―1：11．82� 28．7�
611 シルバーストーン 牡2芦 54

51 ▲木幡 初也峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 464 ―1：12．11� 80．4�
47 タ リ ズ マ 牡2青鹿54 蛯名 正義林 正道氏 奥村 武 浦河 日進牧場 464 ― 〃 アタマ 3．5	
815 ゴ ウ ケ ン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 石栗 龍彦 日高 藤本ファーム 436 ― 〃 ハナ 50．5

35 マ ッ タ ナ シ 牡2栗 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 470 ―1：12．31� 5．1�
814 ジェイケイオジョウ 牝2鹿 54 武士沢友治小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 446 ―1：12．51� 9．9�
23 ガイディングスター 牡2栗 54 村田 一誠内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 456 ―1：13．24 75．5
713 カシノレビン 牡2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 418 ―1：13．3� 157．5�
34 ゴールドサンダー 牡2鹿 54 的場 勇人上田 忠男氏 的場 均 新ひだか 沖田 博志 440 ―1：13．72� 66．8�
11 エーブインブレム 牡2鹿 54 柴田 大知阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 456 ―1：13．91 55．8�
22 コロリアージュ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 新井 昭二 424 ―1：16．4大差 48．5�
712 セガールモチンモク 牡2栗 54

52 △伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B444 ―1：23．1大差 193．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，018，200円 複勝： 37，646，200円 枠連： 17，801，900円
馬連： 56，772，600円 馬単： 31，515，100円 ワイド： 32，233，500円
3連複： 68，879，100円 3連単： 97，292，300円 計： 378，158，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 460円 � 200円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 470円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 38，600円

票 数

単勝票数 計 360182 的中 � 79960（2番人気）
複勝票数 計 376462 的中 � 86430（1番人気）� 15770（6番人気）� 49146（4番人気）
枠連票数 計 178019 的中 （4－5） 40079（1番人気）
馬連票数 計 567726 的中 �� 10599（13番人気）
馬単票数 計 315151 的中 �� 3683（23番人気）
ワイド票数 計 322335 的中 �� 6135（12番人気）�� 19065（4番人気）�� 4760（15番人気）
3連複票数 計 688791 的中 ��� 7451（18番人気）
3連単票数 計 972923 的中 ��� 1827（103番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―12．0―11．8―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオウカン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Caerleon 初出走

2014．4．20生 牡2青鹿 母 ウエルシュクイーン 母母 Stellar Empress 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 エーブインブレム号の騎手野中悠太郎は，負傷のため柴田大知に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コロリアージュ号・セガールモチンモク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

8月10日まで平地競走に出走できない。
※ジェイケイオジョウ号・ナムラクロエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18043 7月10日 晴 良 （28福島2）第4日 第7競走 ��
��2，000�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

714 クインズクオーツ 牡3栗 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 440－ 22：02．4 97．8�
510 シンキングダンサー 牡3栗 56 柴山 雄一岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 82：02．61� 5．5�
24 コスモピクシス 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 412＋162：02．7� 7．0�
611 アソングフォーユー 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 462± 0 〃 クビ 7．4�
48 ブラウンテヌート 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 巧也キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 地興牧場 466－ 22：03．23 10．8	
35 キ ン ノ ツ ル 牝3芦 54 大庭 和弥榎本 富三氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 430－ 42：03．3� 74．5

23 プラウドフェロー 牝3栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 増本牧場 452＋28 〃 クビ 122．2�
11 シゲルヒメコダイ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 中村 雅明 458± 02：03．4� 183．4�
59 ミュートエアー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 22：03．5クビ 2．1
815 パステルモーブ 牝3鹿 54 津村 明秀榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 450－ 2 〃 クビ 12．7�
816 ニシノタカラモノ 牡3青鹿56 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 高昭牧場 494＋ 42：03．6クビ 62．4�
12 シゲルサメイワシ 牡3鹿 56 杉原 誠人森中 蕃氏 松永 康利 浦河 大道牧場 B438－ 6 〃 クビ 102．4�
36 キューノキセキ 牡3栗 56 武士沢友治�ジェイアール 戸田 博文 日高 オリオンファーム 446－ 82：04．02� 85．7�
713 フィールソーグッド 牡3黒鹿56 田辺 裕信前田 晋二氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 42：04．1� 15．6�
612 ヘヴンリーソード 牡3鹿 56 嘉藤 貴行岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 武田 修一 454＋ 42：04．52� 234．3�
47 アイトラッキング 牡3栗 56

54 △伴 啓太吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522－ 2 〃 ハナ 58．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，343，800円 複勝： 36，263，000円 枠連： 19，561，000円
馬連： 68，114，800円 馬単： 35，846，200円 ワイド： 37，433，400円
3連複： 83，322，400円 3連単： 119，681，900円 計： 431，566，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，780円 複 勝 � 1，750円 � 240円 � 230円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 29，540円 馬 単 �� 81，960円

ワ イ ド �� 7，030円 �� 5，920円 �� 840円

3 連 複 ��� 41，910円 3 連 単 ��� 545，710円

票 数

単勝票数 計 313438 的中 � 2562（12番人気）
複勝票数 計 362630 的中 � 4286（13番人気）� 43019（4番人気）� 46646（2番人気）
枠連票数 計 195610 的中 （5－7） 20943（4番人気）
馬連票数 計 681148 的中 �� 1787（48番人気）
馬単票数 計 358462 的中 �� 328（122番人気）
ワイド票数 計 374334 的中 �� 1333（51番人気）�� 1588（42番人気）�� 12151（8番人気）
3連複票数 計 833224 的中 ��� 1491（95番人気）
3連単票数 計1196819 的中 ��� 159（947番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―11．6―12．8―12．8―12．9―12．2―12．1―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．4―35．0―47．8―1：00．6―1：13．5―1：25．7―1：37．8―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズクオーツ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．7．11 福島4着

2013．5．6生 牡3栗 母 アンドモアアゲイン 母母 It’s Personal 8戦1勝 賞金 6，650，000円
〔騎手変更〕 シゲルヒメコダイ号の騎手野中悠太郎は，負傷のため木幡初也に変更。
※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 マイネルラディカル号・レベルフラッグ号

18044 7月10日 晴 良 （28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 7，500，000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

610 ワンパーセント 牡3栗 54 蛯名 正義島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 462－ 41：46．1 3．0�

47 トゥルーウインド 牡4栗 57 田中 勝春 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 450± 01：46．31 45．9�
35 レザンドゥオール 牡4栗 57 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 510－ 21：46．4� 4．9�
22 ナンヨーファミユ 牡3鹿 54 田辺 裕信中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 458－ 81：46．5	 22．4�
34 コパノビジン 牝3鹿 52

49 ▲木幡 巧也小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 21：46．71
 11．7	
58 プライズコレクター 牡3栗 54 吉田 豊
明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 478－ 41：47．12	 8．1�
712� ハナズウェポン 牡5栗 57

56 ☆石川裕紀人M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 476＋ 21：47．31
 22．3�
23 ハイヴォルテージ 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也 
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± 01：47．4� 44．3

713 ノーブルクリスタル 牡4鹿 57 津村 明秀吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム B472－ 41：47．5	 183．1�
814 ララパルーザ 牡3鹿 54 江田 照男 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B526＋ 41：47．71	 48．9�
59 アオイプリンス 牡3鹿 54 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 510± 01：48．01� 4．3�
815 プールアンレーヴ 牡3鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 466＋101：48．42	 38．3�

611 タイセイストーム 牡4青鹿57 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 502＋121：48．5クビ 42．9�
46 サノノカガヤキ 牡3鹿 54 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 490＋ 21：48．71	 15．0�
11 トライアゲイン 牡5鹿 57 北村 友一
ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 21：49．44 135．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，150，100円 複勝： 46，967，900円 枠連： 20，977，900円
馬連： 86，874，000円 馬単： 39，033，200円 ワイド： 43，725，000円
3連複： 101，334，300円 3連単： 145，008，900円 計： 515，071，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 690円 � 170円 枠 連（4－6） 1，650円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 400円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 84，710円

票 数

単勝票数 計 311501 的中 � 81593（1番人気）
複勝票数 計 469679 的中 � 134506（1番人気）� 11054（10番人気）� 69443（3番人気）
枠連票数 計 209779 的中 （4－6） 9846（4番人気）
馬連票数 計 868740 的中 �� 8935（24番人気）
馬単票数 計 390332 的中 �� 2583（37番人気）
ワイド票数 計 437250 的中 �� 4732（27番人気）�� 31827（2番人気）�� 2374（46番人気）
3連複票数 計1013343 的中 ��� 5802（43番人気）
3連単票数 計1450089 的中 ��� 1241（256番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―29．6―42．0―55．3―1：08．0―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンパーセント �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．18 福島7着

2013．5．9生 牡3栗 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 9戦2勝 賞金 27，400，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワイルドダンサー号
（非抽選馬） 1頭 ブレイジングサン号



18045 7月10日 晴 良 （28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 10，500，000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
1：57．3
1：56．1

良
良

24 ブリガアルタ 牝3鹿 52 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：01．0 8．9�
23 ヒメタチバナ 牝3黒鹿52 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 462± 0 〃 アタマ 8．9�
47 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 2 〃 クビ 26．6�
815 アルスフェルト 牝3黒鹿52 戸崎 圭太�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 02：01．1クビ 1．8�
612 エヴァンジル 牝4黒鹿55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 466± 0 〃 クビ 33．4	
59 ウインティアラ 牝4鹿 55 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 422－ 22：01．41� 23．5

36 � レッドベリンダ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 クビ 17．7�
35 グリントオブライト 牝3栗 52 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 422－ 22：01．5� 6．7�
816 トーホウハニー 牝4鹿 55 北村 友一東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 430－ 62：01．6クビ 13．2
713 ラ ム レ イ 牝4鹿 55 杉原 誠人山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 470－ 22：01．81� 31．4�
714 アンジュデュバン 牝5黒鹿55 津村 明秀後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 446＋ 22：02．01 112．4�
48 � ブランダルジャン 牝4芦 55 大野 拓弥河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 466＋ 62：02．21	 193．9�
510� キャンディキー 牝5青鹿55 武士沢友治北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 458＋182：02．3	 100．8�
11 � マンディスキュア 牝5黒鹿55 伴 啓太�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 472± 02：02．51� 174．7�
611� キ ナ ウ 牝5黒鹿55 江田 照男荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B486－102：02．82 307．5�
12 � ミサキジュエル 牝5鹿 55 内田 博幸久保 佳和氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム 440－ 42：03．01� 43．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，213，200円 複勝： 62，691，900円 枠連： 31，941，800円
馬連： 122，119，400円 馬単： 61，327，600円 ワイド： 63，457，700円
3連複： 155，729，500円 3連単： 230，177，000円 計： 778，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 300円 � 290円 � 550円 枠 連（2－2） 3，610円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 7，710円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，860円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 19，580円 3 連 単 ��� 85，490円

票 数

単勝票数 計 512132 的中 � 45612（4番人気）
複勝票数 計 626919 的中 � 58138（4番人気）� 60856（3番人気）� 26809（8番人気）
枠連票数 計 319418 的中 （2－2） 6852（12番人気）
馬連票数 計1221194 的中 �� 25014（13番人気）
馬単票数 計 613276 的中 �� 5959（26番人気）
ワイド票数 計 634577 的中 �� 14745（12番人気）�� 5627（33番人気）�� 6036（29番人気）
3連複票数 計1557295 的中 ��� 5963（64番人気）
3連単票数 計2301770 的中 ��� 1952（263番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．5―12．6―12．4―12．4―12．3―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．7―35．2―47．8―1：00．2―1：12．6―1：24．9―1：36．9―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリガアルタ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．20 中山3着

2013．4．17生 牝3鹿 母 ブリガドーン 母母 メインスルー 4戦2勝 賞金 17，657，000円

18046 7月10日 晴 良 （28福島2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

あま がわ

天 の 川 賞
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 シ ュ ミ ッ ト 牡6芦 57 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 畠山牧場 500＋101：45．6 23．0�
610 ダイナミックウオー 牡6黒鹿57 石川裕紀人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 516± 01：45．92 8．2�
23 メイプルレインボー 牡4栗 57 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 504＋ 21：46．0クビ 9．5�
712� コスモカウピリ 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 502＋ 6 〃 クビ 46．4�
58 エグランティーナ 牝4黒鹿55 柴田 善臣村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524＋ 81：46．42	 18．4�
35 フジマサクラウン 牡5鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 510± 01：46．5クビ 14．8	
713 イダクァイマ 牡4栗 57 戸崎 圭太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B504± 0 〃 アタマ 3．4

11 クラーロデルナ 牡7鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 500＋ 2 〃 クビ 5．2�
47 グレイスフルデイズ 
6芦 57 小牧 太 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 490－ 21：47．03 42．3
59 セイカアヴァンサ 牡4鹿 57 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 450± 01：47．21� 45．0�
22 オウケンゴールド 牡5栃栗57 津村 明秀福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B488－101：47．51� 86．9�
46 エアポートメサ 牡8栗 57 藤懸 貴志新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 460－101：47．92	 126．5�
815 キャプテンペリー 牡3栗 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 488＋14 〃 クビ 4．3�
611 コピーライター 
6鹿 57 宮崎 北斗グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B514± 01：48．32	 106．5�
34 タッチシタイ 牡6栗 57 蛯名 正義小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 502± 01：48．93	 19．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，652，500円 複勝： 59，757，200円 枠連： 33，768，700円
馬連： 143，175，000円 馬単： 61，401，800円 ワイド： 66，509，400円
3連複： 184，121，200円 3連単： 251，156，900円 計： 849，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 530円 � 250円 � 310円 枠 連（6－8） 1，760円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 15，630円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 2，880円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 21，390円 3 連 単 ��� 154，960円

票 数

単勝票数 計 496525 的中 � 17208（9番人気）
複勝票数 計 597572 的中 � 26530（9番人気）� 70207（4番人気）� 50673（5番人気）
枠連票数 計 337687 的中 （6－8） 14819（9番人気）
馬連票数 計1431750 的中 �� 16326（27番人気）
馬単票数 計 614018 的中 �� 2946（62番人気）
ワイド票数 計 665094 的中 �� 8940（24番人気）�� 5858（40番人気）�� 12948（14番人気）
3連複票数 計1841212 的中 ��� 6454（77番人気）
3連単票数 計2511569 的中 ��� 1175（502番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．2―42．8―55．8―1：07．8―1：19．9―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ュ ミ ッ ト �
�
父 Tapit �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．8．26 札幌9着

2010．3．5生 牡6芦 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 33戦4勝 賞金 77，542，000円

２レース目



18047 7月10日 晴 良 （28福島2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第52回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，27．7．11以降28．7．3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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

48 アルバートドック 牡4鹿 57 戸崎 圭太�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 41：58．4 5．9�

24 ダ コ ー ル 牡8鹿 58 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 476－ 21：58．5� 7．1�
612 オリオンザジャパン �6芦 53 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 470＋ 61：59．03 27．5�
11 マイネルラクリマ 牡8栗 57．5 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 470－ 2 〃 ハナ 46．7�
12 クリールカイザー 牡7栗 57 田辺 裕信横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 41：59．1� 22．1�
35 マーティンボロ 牡7青鹿57 	島 克駿吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：59．2� 23．7	
59 バーディーイーグル 牡6鹿 54 吉田 豊里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 496＋ 61：59．62� 12．7

510 ルミナスウォリアー 牡5鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：59．7クビ 5．9�
816 シャイニープリンス 牡6青鹿56．5 北村 友一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 492－ 8 〃 クビ 5．8
47 ヤマニンボワラクテ �5鹿 55 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 470－ 82：00．12� 6．9�
23 メイショウナルト �8鹿 56 津村 明秀松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 460± 02：00．3
 17．3�
36 マジェスティハーツ 牡6鹿 56 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488－ 82：00．72� 11．3�
713 ウインリバティ 牝5黒鹿52 石川裕紀人�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450－ 22：00．91� 32．1�
611 メイショウカンパク 牡9黒鹿51 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484± 02：01．11� 93．3�
714 ステラウインド 牡7黒鹿56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 482＋ 62：01．73� 34．5�
815 ナカヤマナイト 牡8栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 492＋ 42：01．9
 59．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 195，681，200円 複勝： 264，010，000円 枠連： 195，257，400円 馬連： 786，893，700円 馬単： 320，466，300円
ワイド： 348，167，200円 3連複： 1，454，160，900円 3連単： 2，226，297，300円 5重勝： 617，773，500円 計： 6，408，707，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 230円 � 720円 枠 連（2－4） 1，030円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，570円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 24，200円 3 連 単 ��� 96，740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����� 1，638，030円

票 数

単勝票数 計1956812 的中 � 262793（3番人気）
複勝票数 計2640100 的中 � 309616（4番人気）� 329218（3番人気）� 79657（11番人気）
枠連票数 計1952574 的中 （2－4） 146418（4番人気）
馬連票数 計7868937 的中 �� 266209（8番人気）
馬単票数 計3204663 的中 �� 56444（14番人気）
ワイド票数 計3481672 的中 �� 104717（6番人気）�� 24558（46番人気）�� 23656（50番人気）
3連複票数 計14541609 的中 ��� 45064（80番人気）
3連単票数 計22262973 的中 ��� 16683（262番人気）
5重勝票数 計6177735 的中 ����� 264

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―34．3―46．2―57．9―1：09．5―1：21．2―1：33．4―1：45．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルバートドック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2014．9．21 阪神6着

2012．1．21生 牡4鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 17戦5勝 賞金 159，689，000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 アロマカフェ号・カンタベリーナイト号

18048 7月10日 晴 良 （28福島2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

44 キタサンガンバ 牡3鹿 54 石川裕紀人�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社
RUMIファーム 474± 01：09．2 7．7�

33 レッドマジュール 牝4青鹿55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 440－12 〃 クビ 3．2�
810 ノミネーション 牡4黒鹿57 小牧 太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 468＋121：09．3� 9．5�
22 ピュアノアール 牝4鹿 55 内田 博幸髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 446± 01：09．4クビ 3．9�
67 	 スズカブレーン 牡4鹿 57 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 476－ 41：09．82� 15．5	
11 リップルトウショウ 牝3青鹿52 蛯名 正義トウショウ産業� 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 446＋ 8 〃 ハナ 6．0

811 セ ル メ ー ル 牡4鹿 57 田辺 裕信前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 41：09．9クビ 6．8�
66 セラフィーナ 牝4青鹿55 江田 照男矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B454＋ 8 〃 アタマ 63．6�
55 スミレタンポポ 牝4鹿 55 柴山 雄一海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 388－201：10．0� 109．8
78 	 ハヤブサライデン 牡4鹿 57 木幡 巧也�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 484－ 21：10．1
 23．2�
79 オーマイホース 牡4鹿 57 嘉藤 貴行髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 B472－ 21：10．31� 108．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 85，957，300円 複勝： 86，793，900円 枠連： 44，674，100円
馬連： 196，553，500円 馬単： 105，820，300円 ワイド： 100，948，100円
3連複： 251，777，300円 3連単： 495，124，200円 計： 1，367，648，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 230円 � 160円 � 260円 枠 連（3－4） 1，970円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，380円 �� 680円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 36，910円

票 数

単勝票数 計 859573 的中 � 88486（5番人気）
複勝票数 計 867939 的中 � 90745（5番人気）� 164811（2番人気）� 78406（6番人気）
枠連票数 計 446741 的中 （3－4） 17507（7番人気）
馬連票数 計1965535 的中 �� 80026（7番人気）
馬単票数 計1058203 的中 �� 18743（17番人気）
ワイド票数 計1009481 的中 �� 40189（6番人気）�� 18079（21番人気）�� 38499（9番人気）
3連複票数 計2517773 的中 ��� 32817（21番人気）
3連単票数 計4951242 的中 ��� 9724（136番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．0―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．1―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンガンバ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．5 中山1着

2013．3．22生 牡3鹿 母 ケイアイカミノアシ 母母 ファストルック 4戦2勝 賞金 17，766，000円

５レース目



（28福島2）第4日 7月10日（日曜日） 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 174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

233，250，000円
1，270，000円
13，580，000円
2，180，000円
26，520，000円
68，048，000円
4，796，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
650，821，100円
925，426，300円
438，597，700円
1，747，226，300円
842，451，300円
863，704，000円
2，680，912，200円
4，213，883，700円
617，773，500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 12，980，796，100円

総入場人員 16，853名 （有料入場人員 14，299名）
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