
18049 7月16日 晴 良 （28福島2）第5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

46 ショワドゥロワ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476＋ 41：50．7 3．4�
57 メイスンブルーム 牝2黒鹿54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 440± 01：51．02 8．6�
610 クインズラミントン 牡2鹿 54 大野 拓弥亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 21：51．1クビ 21．0�
11 マロンタキシード 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 中川 欽一 B404＋ 61：51．31� 7．9�
712 コスモカンナム 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 430＋121：51．4� 18．1�
69 ニシノキララコ 牝2黒鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 438－ 21：51．5� 139．2�
45 シゲルゴリラ 牡2黒鹿54 丸田 恭介森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452－ 61：51．6� 139．6	
58 フ ィ ス キ オ 牡2栗 54 内田 博幸
ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 458－ 21：51．7� 3．2�
33 リョウランプリーモ 牡2黒鹿54 田中 勝春佐藤 啓子氏 小野 次郎 浦河 信岡牧場 444－ 6 〃 クビ 5．1�
813 パ ム ッ カ レ 牡2栗 54 石橋 脩 
コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452－ 41：51．8� 172．6
711 コスモマツカゼ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 41：52．43� 82．0�
814 ビーハッピー 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 様似 富田 恭司 460＋ 21：52．72 176．4�
34 ク ー ロ ゼ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 424＋ 61：53．01� 277．9�
22 パトリヨティスム 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 むかわ 市川牧場 460－121：53．95 104．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，724，500円 複勝： 39，839，700円 枠連： 12，352，800円
馬連： 53，468，200円 馬単： 30，193，000円 ワイド： 30，209，500円
3連複： 71，821，200円 3連単： 107，721，700円 計： 372，330，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 230円 � 430円 枠 連（4－5） 380円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，350円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 28，430円

票 数

単勝票数 計 267245 的中 � 65528（2番人気）
複勝票数 計 398397 的中 � 79611（2番人気）� 44894（4番人気）� 18942（7番人気）
枠連票数 計 123528 的中 （4－5） 24726（1番人気）
馬連票数 計 534682 的中 �� 26212（6番人気）
馬単票数 計 301930 的中 �� 8139（10番人気）
ワイド票数 計 302095 的中 �� 13043（6番人気）�� 5649（16番人気）�� 4453（20番人気）
3連複票数 計 718212 的中 ��� 6943（25番人気）
3連単票数 計1077217 的中 ��� 2747（97番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―13．6―12．7―12．2―12．2―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．4―50．0―1：02．7―1：14．9―1：27．1―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
・（1，14）（4，5）（3，6）10（7，12）（8，11）13－9－2・（1，14）5，4（3，6）（7，10，12）（11，13，9）8－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショワドゥロワ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．6．19 東京6着

2014．3．30生 牡2黒鹿 母 グッドチョイス 母母 ワインアンドローズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 パトリヨティスム号は，発進不良〔外側に逃避〕。

18050 7月16日 曇 良 （28福島2）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000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

712 ハイブリッドダンス 牝3黒鹿54 横山 典弘水上 行雄氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 466± 01：48．0 2．3�
815 ボーナスチャンス 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 482－ 41：48．32 6．2�
59 エバーパッション 牝3青鹿54 柴田 大知宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 420± 01：48．93� 4．7�
34 ヴィレッジダンサー 牝3鹿 54 平野 優�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 494＋161：49．0� 101．9�
22 クリノリーズ 牝3栗 54 杉原 誠人栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 前川 隆範 416－ 6 〃 クビ 184．4	
23 ムチャチャマヒカ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 452－101：49．1� 8．2�

11 キキズブルーム 牝3鹿 54 宮崎 北斗加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 458± 01：49．2クビ 53．6�
47 テ ア ニ ン 牝3鹿 54 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 496－ 21：49．73 184．4	
35 アバランチリリー 牝3青鹿 54

52 △伴 啓太吉田 千津氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 512－ 81：49．91� 44．6
46 ダンシングヒロイン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B430± 0 〃 クビ 55．3�
814 レッドミュール 牝3黒鹿54 大野 拓弥 
東京ホースレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 11：50．32� 22．4�
58 ルーナディア 牝3鹿 54 石橋 脩 
ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 B506－ 11：50．93� 29．3�
713 スカーレットギャル 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 
友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 B426＋141：51．96 60．3�
610 セ グ レ ー ト 牝3鹿 54 吉田 豊 �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 424－ 4 〃 ハナ 25．0�
611 ボールドアテンプト 牝3黒鹿54 蛯名 正義
G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：52．53� 7．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，054，800円 複勝： 30，507，200円 枠連： 11，599，800円
馬連： 44，695，100円 馬単： 24，076，500円 ワイド： 25，514，600円
3連複： 60，126，000円 3連単： 78，725，300円 計： 296，299，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 140円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 350円 �� 240円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計 210548 的中 � 70199（1番人気）
複勝票数 計 305072 的中 � 81695（1番人気）� 33301（4番人気）� 55770（2番人気）
枠連票数 計 115998 的中 （7－8） 12102（3番人気）
馬連票数 計 446951 的中 �� 37450（2番人気）
馬単票数 計 240765 的中 �� 11118（3番人気）
ワイド票数 計 255146 的中 �� 18011（3番人気）�� 29783（1番人気）�� 12287（6番人気）
3連複票数 計 601260 的中 ��� 37121（1番人気）
3連単票数 計 787253 的中 ��� 9879（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．6―43．2―56．2―1：08．9―1：21．9―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
12（15，11，14）13（1，8）（4，10）2（3，6）9，7－5・（12，15）14（1，8）（11，3）4（6，9）2（13，10）（5，7）

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

勝馬の
紹 介

ハイブリッドダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Nureyev デビュー 2016．5．1 東京12着

2013．5．15生 牝3黒鹿 母 ヒドゥンダンス 母母 Hidden Light 4戦1勝 賞金 6，750，000円
〔発走状況〕 アバランチリリー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

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５日



18051 7月16日 曇 良 （28福島2）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時15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
1：07．0
1：06．5

良
良

816 サトノアイリ 牝3黒鹿54 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 426＋141：09．9 32．8�
510 アルマラナキラ 牡3栗 56 内田 博幸コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 466＋ 4 〃 クビ 14．4�
815 エルブランシュ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 小池 博幸 448± 0 〃 ハナ 5．5�
713� ラカリフォルニー 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 英 Carmel Stud 472－ 41：10．0� 1．7�
23 カシノクロエ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 456＋ 61：10．1クビ 23．0�

47 ブリーズドゥメール 牝3青鹿54 田辺 裕信村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 428± 01：10．2	 12．9	
12 ビクトリアシップ 牝3鹿 54 石橋 脩ライオンレースホース� 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 446± 0 〃 クビ 19．1

24 テイエムアムンゼン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 440± 01：10．3� 245．3�

11 キープサニーハート 牝3鹿 54 蛯名 正義堀口 晴男氏 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 466＋ 41：10．4クビ 16．3�

35 エクセルレジェンド 牡3黒鹿56 大野 拓弥谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 422± 01：10．82� 172．1
48 スエツムハナ 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也内田 玄祥氏 松山 将樹 日高 田端牧場 454＋ 2 〃 ハナ 25．1�
714 トウショウアパッチ 牡3鹿 56 武士沢友治トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 81：10．9	 56．4�
59 ディアブルルージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人山本 英俊氏 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 440＋ 21：11．32� 228．4�
36 タケデンローズ 牝3栗 54 的場 勇人武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 462－ 61：11．93� 67．5�
611 エヌワイサンビーム 牝3青鹿54 岩部 純二サンアンドコム 和田 正道 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 21：14．4大差 446．8�
612 アクティベート 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 446＋ 4 （競走中止） 13．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，097，200円 複勝： 58，566，700円 枠連： 13，709，800円
馬連： 56，328，600円 馬単： 34，438，700円 ワイド： 33，248，500円
3連複： 75，900，400円 3連単： 114，262，500円 計： 414，552，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 1，150円 � 490円 � 330円 枠 連（5－8） 3，220円

馬 連 �� 20，130円 馬 単 �� 31，230円

ワ イ ド �� 4，760円 �� 2，180円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 21，000円 3 連 単 ��� 203，530円

票 数

単勝票数 計 280972 的中 � 6837（10番人気）
複勝票数 計 585667 的中 � 12146（10番人気）� 31492（4番人気）� 51381（2番人気）
枠連票数 計 137098 的中 （5－8） 3297（11番人気）
馬連票数 計 563286 的中 �� 2168（44番人気）
馬単票数 計 344387 的中 �� 827（75番人気）
ワイド票数 計 332485 的中 �� 1755（43番人気）�� 3901（23番人気）�� 8178（10番人気）
3連複票数 計 759004 的中 ��� 2710（64番人気）
3連単票数 計1142625 的中 ��� 407（500番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．1―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．5
3 16（4，8，14）（12，15）（7，10）1，9（2，13）（6，5）3－11 4 16（4，8，14）（12，10，15）（7，1）13（2，9）5（6，3）＝11

勝馬の
紹 介

サトノアイリ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Grand Slam デビュー 2015．7．12 福島3着

2013．1．29生 牝3黒鹿 母 サーキットレディ 母母 Laguna Seca 9戦1勝 賞金 9，350，000円
〔競走中止〕 アクティベート号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サトノアイリ号の騎手丸田恭介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・6番）

アクティベート号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：
6番）

〔その他〕 エヌワイサンビーム号は，最後の直線コースで，競走を中止した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」
の適用を除外。

18052 7月16日 曇 良 （28福島2）第5日 第4競走 ��1，150�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 4，800，000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
1：06．9
1：06．9

良
良

35 ラ ブ タ ー ボ 牝3鹿 54 石橋 脩田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 420－ 81：09．2 4．6�
815 マ ッ ク ー ル 牡3鹿 56 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B482＋ 21：09．83� 2．8�
23 ルナマティーノ 牝3鹿 54 柴田 善臣赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 454＋ 2 〃 クビ 12．3�
36 ラピッドライズ 牝3青鹿54 戸崎 圭太下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 492－ 2 〃 アタマ 6．9�
611 アラマサバド 牝3鹿 54 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 418＋ 41：10．22� 33．2	
24 エヴァンジェリン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 458＋ 21：10．3クビ 72．5

510 フレンチジェンヌ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458＋ 6 〃 クビ 6．2�
713 カスミポップコーン 牡3芦 56 大野 拓弥吉田 勝利氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 490－ 21：10．4� 25．4�
59 アイスクリン 牡3鹿 56 吉田 豊高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル B468± 01：10．71� 159．9
47 フレンチフューゴ 牡3栗 56 内田 博幸廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 478＋121：10．8� 16．9�
12 プログレスウェイ 牡3鹿 56 村田 一誠吉野 弘司氏 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 496－ 21：10．9クビ 17．4�
48 シゲルハマチ 牡3栗 56 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 浦河 宮内牧場 476＋ 41：11．32� 185．2�
612 ア キ ツ シ マ 牡3鹿 56 田中 勝春�須野牧場 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 418＋ 41：11．93� 17．5�
816 シンメトリック 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 418－121：12．1� 42．0�

714 アレグロイモン 牝3黒鹿54 二本柳 壮井門 敏雄氏 松永 康利 新ひだか 坂本 智広 444＋ 4 〃 クビ 284．4�
11 トウショウネクスト 牡3鹿 56 武士沢友治トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B502－ 61：12．41� 267．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，766，600円 複勝： 41，208，100円 枠連： 16，434，200円
馬連： 57，803，600円 馬単： 28，408，400円 ワイド： 35，183，400円
3連複： 79，044，200円 3連単： 102，047，300円 計： 388，895，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 130円 � 260円 枠 連（3－8） 370円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 300円 �� 680円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 287666 的中 � 49762（2番人気）
複勝票数 計 412081 的中 � 69683（2番人気）� 107628（1番人気）� 29633（5番人気）
枠連票数 計 164342 的中 （3－8） 33563（1番人気）
馬連票数 計 578036 的中 �� 64223（1番人気）
馬単票数 計 284084 的中 �� 13154（2番人気）
ワイド票数 計 351834 的中 �� 33044（1番人気）�� 12513（7番人気）�� 13973（5番人気）
3連複票数 計 790442 的中 ��� 31966（3番人気）
3連単票数 計1020473 的中 ��� 8304（9番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．3―12．1―12．5―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．7―43．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ブ タ ー ボ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．7．11 福島5着

2013．5．18生 牝3鹿 母 コンドルウイング 母母 コンクラーベ 12戦1勝 賞金 10，680，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エタニティーワルツ号・グラスセイヴァー号・ジーケーワン号・テンノサクラコ号・トーレクン号・

ヤマニンサリュエ号



18053 7月16日 曇 良 （28福島2）第5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

712 ワールドツアラー 牝2鹿 54
51 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 402 ―1：11．3 10．3�

611 パシオンシャンス 牝2栗 54 江田 照男髙樽さゆり氏 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 438 ―1：11．62 106．4�
713 ティーデュエル 牝2鹿 54 的場 勇人深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 418 ― 〃 クビ 16．7�
59 アップルパンチ 牝2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 オリエント牧場 418 ―1：11．7� 27．5�
814 サノノジャングル 牡2栗 54 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 平取 川向高橋育

成牧場 402 ―1：11．8クビ 6．6�
22 ダウンザライン 牡2芦 54 内田 博幸	Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 446 ―1：11．9� 5．2

815 プラクティス 牡2黒鹿54 丸田 恭介�ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 448 ― 〃 アタマ 10．6�
58 オ レ イ ア ス 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 450 ― 〃 クビ 86．1�
34 シゲルクロヒョウ 牡2黒鹿54 吉田 豊森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 日高大洋牧場 452 ―1：12．0� 21．1
35 テンエイハヤブサ 牡2鹿 54 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 428 ―1：12．31� 55．2�
610 アルマヴァジュラ 牡2青鹿54 横山 典弘コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 中村 雅明 478 ―1：12．62 17．6�
46 マ ス ラ オ 牡2栗 54 戸崎 圭太森岡 幸人氏 金成 貴史 日高 白井牧場 428 ―1：12．92 3．5�
23 ア カ イ バ ラ 牝2栗 54

52 △伴 啓太�和田牧場 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 422 ―1：13．11	 162．4�

47 ココホレワンワン 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 剛 新ひだか 原 フアーム 456 ―1：13．41� 9．7�
11 シンボリシャスール 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 新井 昭二 406 ―1：15．5大差 46．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，766，800円 複勝： 30，948，500円 枠連： 16，585，700円
馬連： 49，394，600円 馬単： 25，519，300円 ワイド： 28，821，400円
3連複： 61，059，500円 3連単： 77，741，300円 計： 319，837，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 280円 � 2，930円 � 540円 枠 連（6－7） 2，780円

馬 連 �� 35，340円 馬 単 �� 54，840円

ワ イ ド �� 7，830円 �� 1，530円 �� 15，660円

3 連 複 ��� 60，810円 3 連 単 ��� 640，480円

票 数

単勝票数 計 297668 的中 � 24439（5番人気）
複勝票数 計 309485 的中 � 33252（4番人気）� 2415（14番人気）� 14894（8番人気）
枠連票数 計 165857 的中 （6－7） 4614（11番人気）
馬連票数 計 493946 的中 �� 1083（70番人気）
馬単票数 計 255193 的中 �� 349（124番人気）
ワイド票数 計 288214 的中 �� 939（63番人気）�� 5000（19番人気）�� 467（83番人気）
3連複票数 計 610595 的中 ��� 753（165番人気）
3連単票数 計 777413 的中 ��� 88（1287番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―11．9―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．4―47．3―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．9
3 11（12，14）（9，7）（10，13）（8，15）－4－（6，5）－2，3＝1 4 ・（11，12）14（9，7，13）（8，15）10，4（6，5，2）－3＝1

勝馬の
紹 介

ワールドツアラー �
�
父 ウインクリューガー �

�
母父 スピードワールド 初出走

2014．3．31生 牝2鹿 母 フィジークルーズ 母母 スピードハミング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリシャスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月16日まで平

地競走に出走できない。

18054 7月16日 曇 良 （28福島2）第5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

46 アイルキャッチユー 牝2鹿 54 津村 明秀 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 浦新 徳司 476 ―1：09．6 36．0�
58 スマートニンバス 牝2栗 54 内田 博幸大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 神垣 道弘 442 ― 〃 クビ 6．1�
712 レ ン レ ン 牝2栗 54 戸崎 圭太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 436 ―1：09．91� 8．5�

（アリュールコーナー）

47 スッチェッソ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：10．53� 5．9�

814 ポートオブコール 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 浜口牧場 444 ―1：10．82 33．2	

11 ノットオンリー 牡2鹿 54 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 422 ―1：11．43� 25．5

35 サ ノ サ マ ー 牡2栗 54 大野 拓弥ビジョンサラブレッドクラブ 中舘 英二 浦河 日の出牧場 438 ― 〃 クビ 126．9�
59 ゴールドステップ 牝2栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 478 ―1：11．93 5．5
610 ドゥマイモナーク 牡2栗 54 吉田 豊城戸 恵子氏 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 422 ―1：12．0� 29．3�
34 オ ネ ス テ ィ 牝2栗 54 武士沢友治叶 哲也氏 浅野洋一郎 日高 豊洋牧場 456 ― 〃 クビ 62．7�
23 ロードコメット 牡2栗 54 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 488 ―1：12．31� 3．6�
611 ウインポディオ 牡2栗 54

53 ☆石川裕紀人�ウイン 高木 登 浦河 栄進牧場 450 ― 〃 クビ 24．6�
713 フ ク タ ヌ キ 牡2鹿 54

52 △伴 啓太桐谷 茂氏 星野 忍 日高 旭 牧場 426 ―1：12．61� 241．7�
22 シゲルヤマアラシ 牡2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 486 ―1：12．7� 39．3�
815 サノノショウグン 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也ビジョンサラブレッドクラブ 清水 英克 日高 豊洋牧場 424 ―1：12．9� 16．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，171，900円 複勝： 34，489，200円 枠連： 16，443，400円
馬連： 55，623，100円 馬単： 27，238，500円 ワイド： 31，335，200円
3連複： 66，371，500円 3連単： 87，543，700円 計： 352，216，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 860円 � 210円 � 270円 枠 連（4－5） 680円

馬 連 �� 12，140円 馬 単 �� 14，580円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 4，750円 �� 800円

3 連 複 ��� 28，020円 3 連 単 ��� 134，750円

票 数

単勝票数 計 331719 的中 � 7825（11番人気）
複勝票数 計 344892 的中 � 8593（10番人気）� 48728（3番人気）� 34010（5番人気）
枠連票数 計 164434 的中 （4－5） 18695（2番人気）
馬連票数 計 556231 的中 �� 3549（38番人気）
馬単票数 計 272385 的中 �� 1401（46番人気）
ワイド票数 計 313352 的中 �� 2660（35番人気）�� 1647（51番人気）�� 10641（8番人気）
3連複票数 計 663715 的中 ��� 1776（85番人気）
3連単票数 計 875437 的中 ��� 471（414番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．4―12．2―12．4―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．0―44．2―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 6（8，12）－（7，14）11（1，3）13－15（5，10，9）－4－2 4 6，8，12（7，14）－3，11，1（5，13）（10，15）－9（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイルキャッチユー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2014．4．17生 牝2鹿 母 グラニースミス 母母 アップルマティーニ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



18055 7月16日 曇 良 （28福島2）第5日 第7競走 ��1，800�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 4，800，000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 アイスコールド 牝3鹿 54 蛯名 正義 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 466－ 21：48．6 4．5�

611 キングドラゴン 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522－ 21：48．91� 2．9�
48 トーホウカンナ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行東豊物産� 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 416－ 4 〃 クビ 212．3�
815 ジェネスローズ 牝3黒鹿54 田辺 裕信山口 淳子氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム B404－ 41：49．11 23．4�
23 ノンシュガー 牡3芦 56 内田 博幸�G1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 498－121：49．52� 17．5�
12 ジョニーエンジェル 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 534＋ 81：49．81� 13．9	
47 ショウナンガスト 牡3黒鹿56 田中 勝春国本 哲秀氏 武市 康男 日高 田端牧場 B456＋ 6 〃 ハナ 157．9

612 コスモダヴァンティ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 2 〃 クビ 5．1�
510 ファントムグレイ 牡3芦 56

53 ▲木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 424＋ 2 〃 ハナ 8．7
11 コスモオリオン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌和 日高 豊洋牧場 454＋ 21：50．22� 8．5�
24 ダーウィンノオシエ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子福田 光博氏 加藤 和宏 日高 株式会社カ
ネツ牧場 452－ 41：50．3クビ 63．4�

59 レッドラスター 牡3鹿 56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 辻 牧場 458＋ 2 〃 クビ 31．5�
36 ダイワレンジャー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 520± 01：50．61� 198．5�
713 フレンドリーノヴァ 牡3青鹿56 江田 照男増山 武志氏 大和田 成 様似 猿倉牧場 532＋ 41：51．13 61．0�
714 ル ル ヴ ェ 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 448 ―1：51．52� 114．7�
35 フェイクプロミス 牡3黒鹿56 宮崎 北斗山上 和良氏 菊川 正達 清水 小野瀬 竜馬 488＋ 21：52．56 110．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，510，000円 複勝： 39，785，200円 枠連： 18，799，800円
馬連： 66，037，500円 馬単： 30，879，100円 ワイド： 35，140，500円
3連複： 79，531，100円 3連単： 108，576，400円 計： 407，259，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 140円 � 2，990円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 280円 �� 14，450円 �� 8，840円

3 連 複 ��� 38，880円 3 連 単 ��� 191，060円

票 数

単勝票数 計 285100 的中 � 49816（2番人気）
複勝票数 計 397852 的中 � 68201（2番人気）� 96617（1番人気）� 2114（15番人気）
枠連票数 計 187998 的中 （6－8） 38483（1番人気）
馬連票数 計 660375 的中 �� 80858（1番人気）
馬単票数 計 308791 的中 �� 16109（3番人気）
ワイド票数 計 351405 的中 �� 39379（1番人気）�� 558（68番人気）�� 915（49番人気）
3連複票数 計 795311 的中 ��� 1534（90番人気）
3連単票数 計1085764 的中 ��� 412（460番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．6―12．3―12．0―12．3―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．3―47．9―1：00．2―1：12．2―1：24．5―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイスコールド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Red Ransom デビュー 2015．10．10 東京4着

2013．5．5生 牝3鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 5戦1勝 賞金 8，620，000円

18056 7月16日 曇 良 （28福島2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

47 エミノマユアク 牝3黒鹿52 田中 勝春�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 456＋ 41：47．7 6．0�
35 � ミスチフウイッチ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456＋ 8 〃 クビ 158．2�
611 フ ィ ビ ュ ラ 牝3芦 52

51 ☆石川裕紀人�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：47．8クビ 1．9�
59 ケルシャンス 牝5鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 434＋ 4 〃 クビ 17．4�
11 コルヌコピア 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 442－ 21：47．9� 21．9	
814 ク レ オ ー ル 牝4栗 55 津村 明秀 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 454－ 41：48．0クビ 20．2

22 グランドエンジェル 牝5鹿 55 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454± 0 〃 アタマ 11．2�
58 ジ ャ ル ー ズ 牝3鹿 52 吉田 豊山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 466＋121：48．31� 37．8�
712 ポ ロ ス 牝3鹿 52 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 450＋101：48．51 36．6
46 � インソムニア 牝4黒鹿55 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 浦河 谷川牧場 482＋14 〃 クビ 82．2�
34 � グレイスビクトリア 牝5栗 55 江田 照男飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 452－ 81：49．13� 247．1�
815 アンナトルテ 牝3鹿 52 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 浦河 富菜牧場 482± 01：49．73� 97．2�
23 スイートメロディー 牝3鹿 52 戸崎 圭太村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 81：49．91� 4．2�
610� ヴァペンシエロ 牝4鹿 55 宮崎 北斗加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 430－111：51．28 181．3�
713� オーロラバイオ 牝4栗 55 田辺 裕信バイオ� 奥平 雅士 平取 坂東牧場 472－161：51．73 75．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，997，100円 複勝： 45，305，000円 枠連： 18，444，500円
馬連： 76，415，800円 馬単： 39，303，500円 ワイド： 39，408，800円
3連複： 92，156，000円 3連単： 140，200，100円 計： 486，230，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 1，490円 � 120円 枠 連（3－4） 21，560円

馬 連 �� 31，960円 馬 単 �� 56，790円

ワ イ ド �� 8，410円 �� 250円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 21，990円 3 連 単 ��� 207，430円

票 数

単勝票数 計 349971 的中 � 46004（3番人気）
複勝票数 計 453050 的中 � 58453（3番人気）� 4755（13番人気）� 138222（1番人気）
枠連票数 計 184445 的中 （3－4） 663（28番人気）
馬連票数 計 764158 的中 �� 1853（48番人気）
馬単票数 計 393035 的中 �� 519（90番人気）
ワイド票数 計 394088 的中 �� 1059（51番人気）�� 49271（1番人気）�� 2076（38番人気）
3連複票数 計 921560 的中 ��� 3143（58番人気）
3連単票数 計1402001 的中 ��� 490（449番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．8―30．9―43．7―56．7―1：09．2―1：21．9―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―3F38．5
1
3
6，7（11，13）5（2，3，9，10）15（8，14）1－4－12・（6，7）11（5，9，13，15）（8，2，14）（3，10）1，4，12

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

勝馬の
紹 介

エミノマユアク �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．25 福島5着

2013．4．2生 牝3黒鹿 母 エ ミ リ ア 母母 ダジルミージョリエ 4戦2勝 賞金 13，000，000円
〔発走状況〕 アンナトルテ号は，枠入り不良。
※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 イデアオブクィーン号
（非抽選馬） 2頭 カゼノトビラ号・パヴェダイヤモンド号



18057 7月16日 曇 良 （28福島2）第5日 第9競走 ��
��1，200�

こおりやま

郡 山 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

68 ダノンアイリス 牝3青鹿52 田中 勝春�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：08．9 4．2�
11 � ニシノアンジュ 牝4栗 55 木幡 初也西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 454－ 41：09．32	 14．5�
710 フルオブスターズ 牝3黒鹿52 丸田 恭介�村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 422－ 61：09．4クビ 36．9�
711 リッパーザウィン 牡4栗 57 内田 博幸�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－ 21：09．5	 2．5�
812� グレンデール 牡5鹿 57 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 488＋ 6 〃 クビ 5．8	
44 � ポートレイト 牝3黒鹿52 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 422± 0 〃 ハナ 8．0

57 � カガハリウッド 牡4栗 57 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新冠 三村 卓也 484＋ 2 〃 アタマ 80．4�
69 ムーンマジェスティ 牡4栗 57 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 422± 01：09．6クビ 8．9�
56 マイネルパッセ 牡3栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 81：09．7	 14．5
22 リュウツバメ 牝6鹿 55 木幡 巧也田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 546＋ 21：09．91	 113．4�
813
 センターフォワード 牡3鹿 54 柿原 翔馬場 祥晃氏 角田 輝也 日高 ファーミングヤナキタ 460－ 41：10．0クビ 254．5�

（愛知） （愛知）

45 デルマオカル 牝3栗 52 江田 照男浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 468± 01：10．21� 65．4�
33 ラ ト ゥ ー ル 牝4鹿 55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 444＋261：10．52 70．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，268，400円 複勝： 46，683，600円 枠連： 20，232，400円
馬連： 91，197，600円 馬単： 42，511，100円 ワイド： 43，259，700円
3連複： 102，570，900円 3連単： 161，773，500円 計： 542，497，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 320円 � 810円 枠 連（1－6） 1，620円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 2，710円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 32，370円 3 連 単 ��� 88，180円

票 数

単勝票数 計 342684 的中 � 65237（2番人気）
複勝票数 計 466836 的中 � 73739（2番人気）� 37624（6番人気）� 12403（8番人気）
枠連票数 計 202324 的中 （1－6） 9654（9番人気）
馬連票数 計 911976 的中 �� 20255（13番人気）
馬単票数 計 425111 的中 �� 6389（21番人気）
ワイド票数 計 432597 的中 �� 9153（18番人気）�� 4087（25番人気）�� 2344（33番人気）
3連複票数 計1025709 的中 ��� 2376（73番人気）
3連単票数 計1617735 的中 ��� 1330（261番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―10．9―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．3―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンアイリス �
�
父 Arch �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2016．1．10 中山2着

2013．2．7生 牝3青鹿 母 カリフォルニアネクター 母母 Absolute Nectar 4戦2勝 賞金 18，215，000円
〔制裁〕 センターフォワード号の騎手柿原翔は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※リュウツバメ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

18058 7月16日 曇 良 （28福島2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．7．18以降28．7．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

89 サトノフェアリー 牝6鹿 51 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454＋142：41．8 17．6�
810 マイネルサージュ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 4 〃 クビ 2．1�
44 � ヤマカツポセイドン 牡7黒鹿54 武士沢友治山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 454－ 62：41．9クビ 77．0�
11 シークレットパス 牡5芦 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 4 〃 クビ 15．5�
78 � イメージガール 牝6黒鹿51 石川裕紀人飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 476－ 42：42．0クビ 30．5�
33 ウインスペクトル 牡4鹿 56 内田 博幸�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 470－ 4 〃 ハナ 4．9	
55 メイショウブシン 牡6鹿 56 戸崎 圭太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 476± 0 〃 クビ 3．5

22 メジャーステップ 	5栗 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500－ 22：42．95 10．4�
66 � ピンクシャドウ 牝5栗 52 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 62：43．0
 27．4
77 � レオナビゲート 牡5黒鹿53 嘉藤 貴行�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 482± 02：43．42� 87．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，921，300円 複勝： 53，446，400円 枠連： 17，664，300円
馬連： 108，115，900円 馬単： 56，506，800円 ワイド： 49，960，000円
3連複： 132，746，300円 3連単： 261，915，700円 計： 722，276，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 340円 � 110円 � 880円 枠 連（8－8） 1，640円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 610円 �� 7，210円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 22，740円 3 連 単 ��� 138，900円

票 数

単勝票数 計 419213 的中 � 18949（6番人気）
複勝票数 計 534464 的中 � 27543（6番人気）� 220322（1番人気）� 9228（9番人気）
枠連票数 計 176643 的中 （8－8） 8346（7番人気）
馬連票数 計1081159 的中 �� 52212（6番人気）
馬単票数 計 565068 的中 �� 9834（15番人気）
ワイド票数 計 499600 的中 �� 22718（6番人気）�� 1699（38番人気）�� 5597（22番人気）
3連複票数 計1327463 的中 ��� 4378（50番人気）
3連単票数 計2619157 的中 ��� 1367（282番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．5―12．6―12．9―13．1―13．1―13．4―12．7―11．9―11．4―11．3―12．2

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�
13．0―24．7―37．2―49．8―1：02．7―1：15．8―1：28．9―1：42．3―1：55．0―2：06．9―2：18．3―2：29．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノフェアリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2012．11．4 東京11着

2010．3．17生 牝6鹿 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 24戦3勝 賞金 35，067，000円



18059 7月16日 晴 良 （28福島2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ だ た ら

安達太良ステークス
発走15時45分 （ダート・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

福島競馬振興会長賞（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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

47 リ ッ カ ル ド �5芦 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：45．3 2．4�
611 コアレスキング 牡6鹿 57 大野 拓弥小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 532－ 4 〃 ハナ 62．6�
35 ディアドムス 牡4鹿 57 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 41：45．4	 8．7�
59 イントロダクション 牝5栗 55 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 434－ 41：45．5クビ 9．1�
23 パワーポケット 牡4黒鹿57 蛯名 正義柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 538－ 21：45．6
 3．7	
11 トウケイウイン 牡6黒鹿57 村田 一誠木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 448＋ 41：45．7
 50．6

712 ブラインドサイド �7鹿 57 石川裕紀人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494＋ 61：45．8	 119．2�
610 ルファルシオン 牡5芦 57 丸田 恭介 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 506＋101：45．9クビ 7．7�
34 セイカフォルテ 牡8鹿 57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 21：46．11 30．8
46 マヤノオントロジー 牡7黒鹿57 石橋 脩田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 494－ 81：46．52	 60．7�
22 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 杉原 誠人タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B504＋ 2 〃 クビ 20．2�
713� ベ ッ ク 牡5栗 57 柴田 善臣細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 B510＋ 81：46．6	 29．6�
814 タガノビリーヴィン 牡6黒鹿57 柴田 大知八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 482－341：47．02	 52．3�
815 ヘルツフロイント 牡5黒鹿57 田中 勝春 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480± 01：47．1	 41．8�
58 コウセイコタロウ 牡7黒鹿57 嘉藤 貴行杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 500－ 61：48．05 150．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，762，500円 複勝： 94，600，400円 枠連： 51，001，700円
馬連： 261，112，600円 馬単： 119，882，100円 ワイド： 111，685，900円
3連複： 360，573，500円 3連単： 582，607，400円 計： 1，656，226，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 780円 � 250円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 5，370円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 580円 �� 5，650円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 76，090円

票 数

単勝票数 計 747625 的中 � 241957（1番人気）
複勝票数 計 946004 的中 � 258459（1番人気）� 21854（11番人気）� 86598（5番人気）
枠連票数 計 510017 的中 （4－6） 47077（2番人気）
馬連票数 計2611126 的中 �� 37660（18番人気）
馬単票数 計1198821 的中 �� 12186（25番人気）
ワイド票数 計1116859 的中 �� 15947（18番人気）�� 53397（4番人気）�� 4831（53番人気）
3連複票数 計3605735 的中 ��� 16680（48番人気）
3連単票数 計5826074 的中 ��� 5551（218番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―30．6―43．2―55．8―1：08．0―1：19．9―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ッ カ ル ド �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．11．3 東京11着

2011．5．23生 �5芦 母 キョウエイハツラツ 母母 ケイシュウハーブ 23戦5勝 賞金 122，262，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 クラウンシャイン号・クロスボウ号・セトノプロミス号・ディアデルレイ号・トウショウギフト号・ブラゾンドゥリス号・

メイショウヒコボシ号・ラストダンサー号・ランドマーキュリー号

18060 7月16日 晴 良 （28福島2）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

59 ミ ネ ッ ト 牝3鹿 52 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 444＋ 61：48．0 7．8�
36 クラウンディバイダ 牡3黒鹿54 石橋 脩�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 470－ 8 〃 クビ 5．6�
48 シ ャ ラ ラ 牝3鹿 52 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 464± 01：48．1クビ 12．0�
11 セルバンテス 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 428－ 21：48．2� 16．3�
612 ボ ル ゲ ー ゼ �4黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460－ 41：48．3� 5．6	
23 ホワイトウインド 牝4芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 460－ 21：48．4クビ 3．7

816	 ムーンドロップ 牡5鹿 57 横山 典弘�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 448± 0 〃 クビ 14．8�
714 ニーマルキング 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 468＋ 41：48．5クビ 16．4�
510 ウインステージ 牝5栗 55

53 △伴 啓太�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 396＋ 4 〃 ハナ 189．9
12 ネルトスグアサ 牡6黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 466± 01：48．6� 61．6�
815 ストライクショット 牝3鹿 52 田中 勝春�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 クビ 38．3�
47 	 ドルチェレガート �5栗 57 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 438－ 4 〃 ハナ 91．5�
713 ファーストオーサー 牡5黒鹿57 武士沢友治石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 480＋ 41：48．81� 253．1�
35 シンボリラパス 牡3栗 54

51 ▲木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 484＋101：48．9� 6．4�
611 ウインセイヴィア 牡4栗 57

56 ☆石川裕紀人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B466＋ 41：49．0クビ 146．7�
24 バ イ レ 牝4芦 55 柴田 善臣 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：50．38 232．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，022，700円 複勝： 87，097，100円 枠連： 42，182，000円
馬連： 156，105，900円 馬単： 70，286，700円 ワイド： 88，226，600円
3連複： 222，358，300円 3連単： 308，739，700円 計： 1，039，019，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 230円 � 340円 枠 連（3－5） 1，140円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，310円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 10，850円 3 連 単 ��� 62，450円

票 数

単勝票数 計 640227 的中 � 65438（5番人気）
複勝票数 計 870971 的中 � 96670（5番人気）� 103255（3番人気）� 61108（6番人気）
枠連票数 計 421820 的中 （3－5） 28564（3番人気）
馬連票数 計1561059 的中 �� 56313（7番人気）
馬単票数 計 702867 的中 �� 12368（15番人気）
ワイド票数 計 882266 的中 �� 31688（6番人気）�� 17114（15番人気）�� 16401（17番人気）
3連複票数 計2223583 的中 ��� 15362（37番人気）
3連単票数 計3087397 的中 ��� 3584（221番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．4―12．2―11．9―12．0―12．1―12．3

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミ ネ ッ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．2 新潟3着

2013．1．23生 牝3鹿 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp 10戦2勝 賞金 21，200，000円
〔騎手変更〕 ドルチェレガート号の騎手大野拓弥は，病気のため江田照男に変更。
※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 アルマククナ号



（28福島2）第5日 7月16日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

184，420，000円
2，530，000円
14，640，000円
1，220，000円
18，800，000円
68，213，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
446，063，800円
602，477，100円
255，450，400円
1，076，298，500円
529，243，700円
551，994，100円
1，404，258，900円
2，131，854，600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 6，997，641，100円

総入場人員 9，205名 （有料入場人員 7，473名）
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