
18061 7月17日 雨 良 （28福島2）第6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
1：08．5
1：07．8

良
良

711 ス ズ カ ゼ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 470＋ 41：10．3 8．3�

34 ポ ン ポ ン 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 430± 01：10．4� 2．1�
610 デ カ 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 448＋ 61：10．71� 3．4�
11 フェアリーウイング 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 畠山牧場 430＋ 41：10．8� 48．1�
33 コパカバーナ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 浦河 室田 千秋 478± 01：10．9� 11．3	
46 ワイナルダム 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 454＋10 〃 クビ 145．6

22 ニシノキスミー 牝2鹿 54 田中 勝春西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 452＋ 61：11．0� 16．8�
712 コスモローイエット 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 日高 野島牧場 472－ 8 〃 ハナ 55．8�
57 タントミール 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 藤本牧場 418＋ 41：11．1� 19．7
58 ブ ラ ン シ ュ 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 416± 01：11．41� 61．5�
813 クリノユウコリン 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 木下牧場 442＋ 21：11．5� 24．1�
814 サルートアゲン 牡2栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 412＋ 61：13．4大差 357．4�
69 デイバイデイ 牡2栗 54

52 △伴 啓太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 404－ 21：14．03� 236．0�
45 オレンジポピー 牝2黒鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 478＋ 8 （競走中止） 265．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，582，500円 複勝： 44，934，900円 枠連： 13，791，900円
馬連： 57，037，600円 馬単： 34，153，100円 ワイド： 31，822，100円
3連複： 82，430，600円 3連単： 117，911，900円 計： 408，664，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連（3－7） 490円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 290円 �� 410円 �� 170円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 265825 的中 � 26688（3番人気）
複勝票数 計 449349 的中 � 33679（3番人気）� 213598（1番人気）� 86088（2番人気）
枠連票数 計 137919 的中 （3－7） 21482（2番人気）
馬連票数 計 570376 的中 �� 72326（2番人気）
馬単票数 計 341531 的中 �� 14889（6番人気）
ワイド票数 計 318221 的中 �� 25706（2番人気）�� 16684（4番人気）�� 57480（1番人気）
3連複票数 計 824306 的中 ��� 69507（1番人気）
3連単票数 計1179119 的中 ��� 11423（19番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．0―11．5―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．4―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ズ カ ゼ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．6．12 東京8着

2014．4．17生 牝2鹿 母 バレンソール 母母 ミストラルアゲン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 オレンジポピー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルートアゲン号・デイバイデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月

17日まで平地競走に出走できない。

18062 7月17日 雨 良 （28福島2）第6日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：57．3
1：56．1

良
良

59 ルーレットクイーン 牝3栗 54 蛯名 正義�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 430＋ 62：02．9 7．6�
611 ツ ボ ミ 牝3黒鹿54 田辺 裕信石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 2 〃 クビ 4．4�
815 アフィニータ 牝3鹿 54 横山 典弘 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：03．11� 4．7�
48 ウインガーネット 牝3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 2 〃 クビ 17．1�
12 ジュントップヒトミ 牝3鹿 54 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 438－142：03．2クビ 6．8	
35 スコルツェッテ 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋122：03．51� 13．9

36 ベルフラワー 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 62：03．71� 7．0�
612 リヴァディア 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 480－10 〃 クビ 9．7�
713 バカラボナセーラ 牝3鹿 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 昭和牧場 426－ 62：04．02 114．1
23 ベストレート 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492－ 62：04．1� 13．8�
11 ベルラヴォーロ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 432＋142：04．42 255．1�
714 グ ッ デ ィ ー 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 M・
Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新冠 森永 聡 468－ 2 〃 ハナ 219．9�

816 ラガマフィン 牝3黒鹿54 江田 照男 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム B466＋ 4 〃 アタマ 28．6�
510 ア ツ コ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 B480＋ 22：04．61 80．7�
24 クィーンビー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 474－ 8 〃 アタマ 39．6�
47 スマートアルファ 牝3芦 54 村田 一誠トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 千代田牧場 450－ 62：04．81 219．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，491，000円 複勝： 45，359，300円 枠連： 17，722，800円
馬連： 65，596，900円 馬単： 31，298，800円 ワイド： 37，766，400円
3連複： 92，111，500円 3連単： 109，925，600円 計： 427，272，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 160円 � 170円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 500円 �� 760円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 18，720円

票 数

単勝票数 計 274910 的中 � 28923（5番人気）
複勝票数 計 453593 的中 � 50041（5番人気）� 82684（1番人気）� 67864（2番人気）
枠連票数 計 177228 的中 （5－6） 12539（4番人気）
馬連票数 計 655969 的中 �� 32728（3番人気）
馬単票数 計 312988 的中 �� 6663（10番人気）
ワイド票数 計 377664 的中 �� 19893（1番人気）�� 12348（7番人気）�� 18225（2番人気）
3連複票数 計 921115 的中 ��� 22522（4番人気）
3連単票数 計1099256 的中 ��� 4255（28番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．4―13．7―13．4―12．5―12．2―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．5―35．3―47．7―1：01．4―1：14．8―1：27．3―1：39．5―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ルーレットクイーン �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．8．15 札幌7着

2013．5．2生 牝3栗 母 ペレブラッサム 母母 サークルシヨウワ 11戦1勝 賞金 13，050，000円
〔発走状況〕 アフィニータ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

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６日



18063 7月17日 曇 良 （28福島2）第6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）

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

813 ボーントゥレイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 518± 01：47．8 1．2�
812 グレートエンパイア 牡3鹿 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 日高 高柳 隆男 472－ 21：48．01� 6．4�
45 サンデリアーナ 牝3鹿 54 石橋 脩海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 81：48．31� 15．5�
69 ミヤコノアバランチ 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 470± 01：48．61� 29．6�
711 サインズストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 522＋ 41：48．7� 36．5	
44 キャバリアキング 牡3栗 56

54 △伴 啓太村木 隆氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 486－ 81：48．91� 203．6

57 キョウエイパワー 牡3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：49．21� 41．5�
68 テンエイロータス 牡3黒鹿56 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 456＋ 6 〃 ハナ 140．8�
11 ウインバーニング 牡3鹿 56 宮崎 北斗�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 444± 01：49．41 13．3
56 アドマイヤテンホウ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：49．93 21．7�
33 バーニングマン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 492－ 41：50．43 40．8�
22 シルバーライン 牡3芦 56 大野 拓弥大野 裕氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 514＋ 21：50．6� 167．4�
710 ショウナンハオウ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人国本 哲秀氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 544 ―2：02．3大差 84．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，415，600円 複勝： 87，197，200円 枠連： 13，972，400円
馬連： 47，359，300円 馬単： 40，859，700円 ワイド： 29，706，400円
3連複： 68，862，900円 3連単： 149，180，700円 計： 464，554，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（8－8） 270円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 560円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 1，430円

票 数

単勝票数 計 274156 的中 � 168798（1番人気）
複勝票数 計 871972 的中 � 644414（1番人気）� 62844（2番人気）� 38959（3番人気）
枠連票数 計 139724 的中 （8－8） 38805（1番人気）
馬連票数 計 473593 的中 �� 139232（1番人気）
馬単票数 計 408597 的中 �� 91442（1番人気）
ワイド票数 計 297064 的中 �� 65154（1番人気）�� 22450（3番人気）�� 10576（7番人気）
3連複票数 計 688629 的中 ��� 65122（2番人気）
3連単票数 計1491807 的中 ��� 75331（1番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．5―12．3―13．3―13．3―13．4―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．0―42．3―55．6―1：08．9―1：22．3―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボーントゥレイン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Tobougg デビュー 2016．1．31 東京5着

2013．3．26生 牡3鹿 母 ボーントゥブーギー 母母 Braissim 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンハオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月17日まで平地

競走に出走できない。

18064 7月17日 小雨 良 （28福島2）第6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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード2：59．3良

77 シゲルヒノクニ 牡4栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 504＋ 23：03．1 3．2�
78 � ポンデザムール �6黒鹿60 石神 深一岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 506＋ 43：04．05 9．9�
11 � クリールハヤテ 牡7栗 60 西谷 誠横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 492－ 43：04．85 21．1�
55 � トーセンアゲイン 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 492－ 2 〃 アタマ 2．6�
810� トーセンスラッガー 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 462＋ 23：06．18 25．5�
89 プルーヴダモール 牝4芦 58 森 一馬 	シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 424＋ 23：06．42 21．4

44 マイネルイルミナル 牡6鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 482＋163：07．25 4．6�
66 � グレイレジェンド 牡8芦 60 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 468－ 43：07．3� 12．2
22 � デ ィ ナ ー ル 牡4鹿 60 高野 和馬江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 456－ 83：07．83 56．2�
33 � ポ ロ ロ ッ カ 牝6青鹿58 蓑島 靖典	ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ラツキー牧場 474－ 43：08．11	 85．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，807，600円 複勝： 16，923，600円 枠連： 10，544，900円
馬連： 36，544，100円 馬単： 23，730，600円 ワイド： 20，235，700円
3連複： 53，524，900円 3連単： 99，754，900円 計： 280，066，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 210円 � 320円 枠 連（7－7） 1，710円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 540円 �� 810円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 24，080円

票 数

単勝票数 計 188076 的中 � 46246（2番人気）
複勝票数 計 169236 的中 � 41188（1番人気）� 18906（4番人気）� 10761（7番人気）
枠連票数 計 105449 的中 （7－7） 4758（8番人気）
馬連票数 計 365441 的中 �� 19740（6番人気）
馬単票数 計 237306 的中 �� 7660（9番人気）
ワイド票数 計 202357 的中 �� 10067（5番人気）�� 6436（9番人気）�� 2903（21番人気）
3連複票数 計 535249 的中 ��� 6415（24番人気）
3連単票数 計 997549 的中 ��� 3003（82番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 52．2－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒノクニ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2014．9．21 阪神16着

2012．5．12生 牡4栗 母 シゲルウエンセン 母母 ジョイフルステージ 障害：12戦1勝 賞金 24，750，000円



18065 7月17日 曇 良 （28福島2）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：45．9

良
良

815 サルヴェレジーナ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 上井農場 430 ―1：51．9 41．8�
712 ディバインコード 牡2鹿 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：52．11� 3．4�
23 ウインハイラント 牡2鹿 54 津村 明秀�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 438 ― 〃 クビ 27．4�
22 メ リ ー ク ン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ 454 ―1：52．2� 13．9�
814 ヴァンクールシルク 牡2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 538 ―1：52．41� 3．9	
11 マグナスエフェクト 牡2栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 安平 追分ファーム 438 ―1：52．82� 19．3

35 アイアムノーブル 牡2鹿 54 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 464 ―1：53．01� 11．4�
34 マツリダロマンス 牡2鹿 54 蛯名 正義髙橋 文枝氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：53．21� 16．5�
47 クラウントゥレス 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 456 ― 〃 クビ 4．3
610 ヒマラヤパルプンテ 牡2黒鹿 54

52 △伴 啓太辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 井高牧場 494 ―1：53．3クビ 158．3�
59 マイネルエフォート 牡2鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：53．62 70．8�
58 シゲルクロジャガー 牡2黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 大北牧場 448 ―1：53．7� 58．1�
46 コスモエアターン 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：53．8� 103．4�
713 ダイワファッション 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：54．33 44．0�
611 エクセルビーム 牡2栗 54

53 ☆石川裕紀人谷川 正純氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 456 ―1：54．83 152．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，245，500円 複勝： 35，814，200円 枠連： 17，304，100円
馬連： 59，730，300円 馬単： 32，378，100円 ワイド： 33，110，900円
3連複： 76，776，100円 3連単： 103，362，000円 計： 395，721，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，180円 複 勝 � 740円 � 160円 � 580円 枠 連（7－8） 640円

馬 連 �� 8，630円 馬 単 �� 22，750円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 5，870円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 45，340円 3 連 単 ��� 339，080円

票 数

単勝票数 計 372455 的中 � 7553（9番人気）
複勝票数 計 358142 的中 � 10337（9番人気）� 76782（1番人気）� 13709（8番人気）
枠連票数 計 173041 的中 （7－8） 20870（1番人気）
馬連票数 計 597303 的中 �� 5359（26番人気）
馬単票数 計 323781 的中 �� 1067（65番人気）
ワイド票数 計 331109 的中 �� 3258（27番人気）�� 1431（50番人気）�� 5262（16番人気）
3連複票数 計 767761 的中 ��� 1270（108番人気）
3連単票数 計1033620 的中 ��� 221（740番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―14．4―13．3―12．1―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．4―50．8―1：04．1―1：16．2―1：28．3―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サルヴェレジーナ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2014．4．30生 牝2黒鹿 母 トドロキエンジェル 母母 テンシノウタ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18066 7月17日 曇 良 （28福島2）第6日 第6競走 ��
��1，700�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 4，800，000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

35 ボ ー シ エ ル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム B514－ 21：46．8 2．9�
610 ビークイック 牡3栗 56 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 2 〃 クビ 21．9�
23 ショウナンラピュタ 牡3芦 56 田辺 裕信�湘南 大竹 正博 浦河 大北牧場 450－ 81：48．07 6．4�
59 テイエムダイバリキ 牡3青鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 日吉 正和 新ひだか チャンピオンズファーム 508＋ 81：48．32 41．9�
22 ウエスタンボルト �3鹿 56 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 61：48．51� 29．2�
713 タネホカホカ 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか キヨタケ牧場 B458＋ 21：48．6	 22．6	
46 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 486－ 2 〃 アタマ 13．9

58 レッドアルソード 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 クビ 6．2�
815 ドラゴンイモン 牡3黒鹿56 津村 明秀井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 462－ 41：48．7	 7．3
47 トウカイビヨンド 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 510＋ 21：48．91� 6．0�
712 サトノオマージュ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 B488± 01：49．21
 36．2�
611 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 470－ 41：49．3
 116．5�
11 マイネルシュタット 牡3黒鹿56 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 丸村村下
ファーム 476＋ 61：49．4クビ 43．7�

34 ループドライブ 牡3栗 56
53 ▲藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 386－ 21：49．5
 89．4�

814 ガイセリック 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 大江牧場 490＋ 21：50．67 178．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，551，100円 複勝： 41，676，200円 枠連： 17，209，200円
馬連： 67，158，500円 馬単： 34，454，700円 ワイド： 38，847，900円
3連複： 88，038，000円 3連単： 120，189，900円 計： 439，125，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 450円 � 230円 枠 連（3－6） 3，290円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 450円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 37，170円

票 数

単勝票数 計 315511 的中 � 85376（1番人気）
複勝票数 計 416762 的中 � 90905（1番人気）� 18806（7番人気）� 45040（5番人気）
枠連票数 計 172092 的中 （3－6） 4048（14番人気）
馬連票数 計 671585 的中 �� 14718（12番人気）
馬単票数 計 344547 的中 �� 4354（23番人気）
ワイド票数 計 388479 的中 �� 7661（13番人気）�� 23918（4番人気）�� 4507（23番人気）
3連複票数 計 880380 的中 ��� 9197（23番人気）
3連単票数 計1201899 的中 ��� 2344（113番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．0―12．9―13．4―12．8―12．5―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．6―43．5―56．9―1：09．7―1：22．2―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ー シ エ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2015．11．28 東京12着

2013．4．4生 牡3黒鹿 母 オーゾラヲマウトキ 母母 レッドクローシュ 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ループドライブ号の調教師根本康広は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

トウカイビヨンド号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
ビークイック号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



18067 7月17日 曇 良 （28福島2）第6日 第7競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000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
2：37．3
2：37．3

良
良

711 セシルクラウン 牡3黒鹿56 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム B478－ 82：42．0 17．2�

56 シュティルヴァルト 牡3栗 56
53 ▲木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468－102：42．21� 2．9�
33 マイネルヴァッサー 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 422＋ 82：42．41� 24．4�
710 チ ョ ン マ ゲ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 448＋ 62：43．03� 91．0�
44 スギノグローアップ 牡3鹿 56 田辺 裕信杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B478＋ 22：43．21� 3．6	
45 ア ク ー ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太 
サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 438－ 22：43．3	 3．7�
69 アピアリング 牝3鹿 54 大野 拓弥前原 敏行氏 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム B492－ 82：44．15 8．1�
22 ナカヤマアーサー 
3鹿 56 蛯名 正義和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 豊洋牧場 438＋ 42：44．73� 29．6
812 キングオブビースト 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 474± 02：44．8	 113．4�
57 レベルフラッグ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 476＋ 22：45．01� 44．4�
813 フェルメールアート 牝3青鹿54 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508－242：45．21� 27．6�
11 ピュアミライ 牡3鹿 56 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 536＋162：49．0大差 182．3�
68 アイアムヒラケゴマ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 510＋ 2 （競走中止） 33．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，462，200円 複勝： 31，113，000円 枠連： 15，523，100円
馬連： 63，675，400円 馬単： 34，399，400円 ワイド： 33，041，500円
3連複： 81，365，900円 3連単： 128，330，500円 計： 415，911，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 300円 � 150円 � 410円 枠 連（5－7） 1，740円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 730円 �� 3，000円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 76，630円

票 数

単勝票数 計 284622 的中 � 13193（5番人気）
複勝票数 計 311130 的中 � 23517（5番人気）� 73583（1番人気）� 15623（6番人気）
枠連票数 計 155231 的中 （5－7） 6879（7番人気）
馬連票数 計 636754 的中 �� 22772（7番人気）
馬単票数 計 343994 的中 �� 4472（21番人気）
ワイド票数 計 330415 的中 �� 12081（7番人気）�� 2712（29番人気）�� 7774（10番人気）
3連複票数 計 813659 的中 ��� 6502（29番人気）
3連単票数 計1283305 的中 ��� 1214（203番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．2―12．1―12．5―13．1―13．2―13．9―12．8―12．4―12．5―12．1―12．6

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�
12．8―23．6―34．8―46．9―59．4―1：12．5―1：25．7―1：39．6―1：52．4―2：04．8―2：17．3―2：29．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セシルクラウン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．1．17 中山12着

2013．3．29生 牡3黒鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット 6戦1勝 賞金 5，520，000円
〔競走中止〕 アイアムヒラケゴマ号は，競走中に疾病〔肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 マイネルヴァッサー号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアミライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月17日まで平地競走

に出走できない。

18068 7月17日 曇 良 （28福島2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

36 ダイワダッチェス 牝3鹿 52 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478＋ 81：08．5 1．8�
714 フクノグローリア 牝4黒鹿55 蛯名 正義福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 448－161：08．71� 16．5�
11 コスモラパン 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 414－ 21：08．8� 8．0�
612 コ リ ー ナ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 434＋ 41：09．01 6．8�
815 プエルトプリンセサ 牝3鹿 52

49 ▲木幡 初也丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 412－ 41：09．21� 12．6�
59 グリーンバシリスク 牝3栗 52 杉原 誠人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B456－ 2 〃 クビ 15．0	
48 クラウンデュナミス 牝5黒鹿55 津村 明秀矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 466＋101：09．41� 116．4

24 スマートアリシア 牝3栗 52 田中 勝春大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 424± 01：09．72 84．3�
816 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 馬道 繁樹 510＋101：09．9� 41．7�
611 ウィズアットレース 牝4黒鹿55 石橋 脩岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 420＋14 〃 ハナ 28．3
47 グラミスキャッスル 牝3鹿 52

51 ☆石川裕紀人飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 458＋ 2 〃 アタマ 27．0�
23 メリートーン 牝3鹿 52 柴田 善臣水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 456＋121：10．0� 13．5�
713	 スズヨサムソン 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 472＋321：10．1� 65．7�
510	 リ ト ル 牝5鹿 55

53 △伴 啓太柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458＋16 〃 ハナ 335．0�
35 プリンセスオーラ 牝3鹿 52 大野 拓弥大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 
川 啓一 432± 0 〃 アタマ 100．0�
12 ショウナンバクフウ 牝5鹿 55 江田 照男国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 472＋161：10．3� 64．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，530，900円 複勝： 53，691，100円 枠連： 22，767，200円
馬連： 88，227，100円 馬単： 53，272，100円 ワイド： 49，350，600円
3連複： 115，229，500円 3連単： 184，106，600円 計： 605，175，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 350円 � 190円 枠 連（3－7） 1，340円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 540円 �� 310円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 10，550円

票 数

単勝票数 計 385309 的中 � 166542（1番人気）
複勝票数 計 536911 的中 � 213825（1番人気）� 23378（8番人気）� 57179（2番人気）
枠連票数 計 227672 的中 （3－7） 13157（6番人気）
馬連票数 計 882271 的中 �� 53420（6番人気）
馬単票数 計 532721 的中 �� 23101（6番人気）
ワイド票数 計 493506 的中 �� 23014（6番人気）�� 44983（1番人気）�� 7914（17番人気）
3連複票数 計1152295 的中 ��� 28155（8番人気）
3連単票数 計1841066 的中 ��� 12643（23番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．4―44．8―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 ・（7，5，16）－（2，1，11）6（9，14）12，8－（3，15）－10（4，13） 4 ・（7，5，16）（2，1，11）（6，14）（9，12）8－15－3（10，4）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワダッチェス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．6 東京2着

2013．4．29生 牝3鹿 母 ファルネーゼ 母母 ユーキャンドゥイット 8戦2勝 賞金 32，732，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 フクノグローリア号の騎手横山典弘は，第2競走の発馬機内での負傷のため蛯名正義に変更。
※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 リュウツバメ号
（非抽選馬） 1頭 チェストケホーク号



18069 7月17日 晴 良 （28福島2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

み な み そ う ま

南 相 馬 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

南相馬市長賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

35 サンマルティン �4栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：01．3 1．8�
510	 イ チ ダ イ 牡3鹿 54 大野 拓弥中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B512－ 42：01．62 5．3�
714 トーセンカナロア 牡4鹿 57 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 洞
湖 レイクヴィラファーム 484－ 22：01．81� 36．5�
47 ソムニアシチー 牝6鹿 55 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 446－ 22：01．9� 141．2	
48 コスモアルヘナ 牡4青鹿57 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 464＋ 2 〃 アタマ 149．9

815 ストーミング 牡5栗 57 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 486－ 82：02．0 19．0�
612 マイネルスパーブ 牡7鹿 57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470－ 6 〃 ハナ 49．6�
23 � ヌ ー ナ 牝4黒鹿55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

516－ 42：02．1クビ 15．0
816	 シャドウゲーム �6鹿 57 津村 明秀飯塚 知一氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B450－ 4 〃 アタマ 205．3�
713	 メ イ ジ ン 牡5栗 57 木幡 初也國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 464－ 22：02．2� 106．0�
59 デルマサリーチャン 牝5鹿 55 国分 恭介浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 490＋ 62：02．3� 153．2�
12 ド ン チ ャ ブ 牡3鹿 54 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 476＋162：02．4� 22．1�
24 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 472＋ 62：02．5クビ 12．1�
11 クラウンジーニアス 牡4栗 57 木幡 巧也�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B486－ 22：02．6 7．0�
36 	 セ フ ィ ー ロ 牡5鹿 57 石橋 脩 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B474＋102：02．91 76．6�
611 コスモプロテア 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：03．0� 31．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，478，500円 複勝： 59，553，900円 枠連： 26，562，400円
馬連： 111，545，800円 馬単： 60，616，400円 ワイド： 58，692，400円
3連複： 152，158，500円 3連単： 243，625，600円 計： 760，233，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 170円 � 410円 枠 連（3－5） 540円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，080円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計 474785 的中 � 207875（1番人気）
複勝票数 計 595539 的中 � 183547（1番人気）� 86833（2番人気）� 24082（8番人気）
枠連票数 計 265624 的中 （3－5） 38013（2番人気）
馬連票数 計1115458 的中 �� 158452（1番人気）
馬単票数 計 606164 的中 �� 61991（1番人気）
ワイド票数 計 586924 的中 �� 69956（1番人気）�� 12801（11番人気）�� 5938（25番人気）
3連複票数 計1521585 的中 ��� 21147（17番人気）
3連単票数 計2436256 的中 ��� 12781（34番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．6―12．5―13．0―12．4―12．0―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．7―49．2―1：02．2―1：14．6―1：26．6―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルティン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．31 新潟1着

2012．3．4生 �4栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 7戦3勝 賞金 25，392，000円
〔騎手変更〕 メイジン号の騎手横山典弘は，第2競走の発馬機内での負傷のため木幡初也に変更。

18070 7月17日 晴 良 （28福島2）第6日 第10競走 ��
��1，150�

つ る が じ ょ う

鶴 ヶ 城 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
1：06．9
1：06．9

良
良

816 マ ハ ロ マ ナ 牝4鹿 55 石川裕紀人友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 518－ 21：07．5 5．6�
713� ヨ ン カ ー 牡3芦 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

556＋101：07．71	 2．2�
612 アイムユアドリーム 牝5栗 55 石橋 脩ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 448－ 21：07．91	 19．9�
47 ベストリーダー 牝5栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋101：08．11	 87．1�
36 ナムラヒラリー 牝5青鹿55 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 444＋ 8 〃 クビ 105．0�
23 リュクサンブール 
5鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458－141：08．2� 18．4	
12 ア ヴ ァ ー ル 牝5栗 55 柴田 善臣前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 458＋12 〃 クビ 136．3

48 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：08．3 25．4�
510 ディアゴッホ 
5栗 57 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 市正牧場 512＋ 41：08．51	 58．3
714 ボーンレジェンド 牝5鹿 55 武士沢友治 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 アタマ 75．9�
11 チーフアセスメント 牡5鹿 57 柴田 大知 �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 21：08．71	 10．8�
59 ヒカリマサムネ 牡6栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 470± 01：08．91	 74．6�
24 ヒカリブランデー 牡5鹿 57 蛯名 正義�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482± 01：09．11� 4．5�
35 サビーナクレスタ 
5鹿 57 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 41：09．63 20．2�
611� サウスキング 牡5黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 480－ 81：10．23� 32．8�
815 キープレイヤー 牝5青鹿55 津村 明秀下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 504－ 21：10．41� 58．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，487，100円 複勝： 60，896，500円 枠連： 34，972，900円
馬連： 148，706，300円 馬単： 69，989，000円 ワイド： 70，832，000円
3連複： 196，799，400円 3連単： 300，286，600円 計： 932，969，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 130円 � 290円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，520円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 15，600円

票 数

単勝票数 計 504871 的中 � 71208（3番人気）
複勝票数 計 608965 的中 � 76689（3番人気）� 162325（1番人気）� 40506（5番人気）
枠連票数 計 349729 的中 （7－8） 47301（2番人気）
馬連票数 計1487063 的中 �� 179042（2番人気）
馬単票数 計 699890 的中 �� 29141（5番人気）
ワイド票数 計 708320 的中 �� 56832（2番人気）�� 11051（15番人気）�� 23204（6番人気）
3連複票数 計1967994 的中 ��� 45849（7番人気）
3連単票数 計3002866 的中 ��� 13952（33番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．2―11．8―12．0―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．3―43．1―55．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ハ ロ マ ナ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．11．1 東京2着

2012．3．5生 牝4鹿 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 16戦4勝 賞金 44，550，000円
〔騎手変更〕 リュクサンブール号の騎手横山典弘は，第2競走の発馬機内での負傷のため田中勝春に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アキノアッパー号・メイショウカフウ号
（非抽選馬） 5頭 ウォリアーズソウル号・シャラク号・セトアロー号・ファンデルワールス号・ラピダメンテ号

２レース目



18071 7月17日 晴 良 （28福島2）第6日 第11競走 ��
��1，200�バーデンバーデンカップ

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，27．7．18以降28．7．10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

バーデンバーデン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

33 � オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿52 柴田 善臣小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 474－ 21：08．3 7．6�
812 ジャストドゥイング 牡4鹿 54 田辺 裕信前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 548± 01：08．4� 4．7�
68 バクシンテイオー 牡7鹿 54 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 12．1�
813 アットウィル 牡6栗 54 蛯名 正義宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 496－ 21：08．5クビ 3．4�
45 コスモドーム 牡5鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 4 〃 クビ 9．0�
44 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 498－ 21：08．6	 11．6	
22 ゴールデンナンバー 牝7栗 53 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 4 〃 クビ 5．9

69 ショウナンアチーヴ 牡5黒鹿56 石川裕紀人国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋ 41：08．7クビ 19．0�
56 � ルチャドルアスール 
7黒鹿53 平野 優�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 504＋101：08．8� 57．1
11 ヤサカオディール 牝7黒鹿50 木幡 巧也志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 452－ 4 〃 クビ 70．6�
57 アミカブルナンバー 牝7鹿 52 田中 勝春池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474＋ 61：09．22	 27．3�
710 スカイキューティー 牝6黒鹿52 津村 明秀杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 488± 01：09．62	 34．8�
711 キリシマオジョウ 牝3黒鹿48 石神 深一土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 516＋181：10．02	 52．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 101，204，000円 複勝： 124，763，900円 枠連： 82，194，000円 馬連： 341，899，200円 馬単： 139，847，000円
ワイド： 132，666，000円 3連複： 457，807，000円 3連単： 731，593，000円 5重勝： 651，356，900円 計： 2，763，331，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 210円 � 300円 枠 連（3－8） 820円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，510円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 36，210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����� 915，560円

票 数

単勝票数 計1012040 的中 � 105521（4番人気）
複勝票数 計1247639 的中 � 126661（4番人気）� 166785（3番人気）� 101153（6番人気）
枠連票数 計 821940 的中 （3－8） 77218（5番人気）
馬連票数 計3418992 的中 �� 143005（5番人気）
馬単票数 計1398470 的中 �� 28084（12番人気）
ワイド票数 計1326660 的中 �� 46395（6番人気）�� 22154（21番人気）�� 28913（14番人気）
3連複票数 計4578070 的中 ��� 47100（25番人気）
3連単票数 計7315930 的中 ��� 14648（113番人気）
5重勝票数 計6513569 的中 ����� 498

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ ウ ノ ミ チ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ス タ ー マ ン

2011．5．18生 牡5黒鹿 母 ナ ゾ 母母 シベルレディー 14戦3勝 賞金 64，787，000円
初出走 JRA

18072 7月17日 晴 良 （28福島2）第6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

23 サクラルコール 牡5栃栗57 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 498＋141：46．0 5．1�
712 ロードシャリオ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 472± 0 〃 クビ 3．5�
610 レッツゴースター 牡4栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 458＋ 21：46．32 6．9�
47 サ ン ペ ド ロ 牡3栗 54

51 ▲藤田菜七子�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 470＋ 61：46．5� 9．8�
59 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 54

52 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458＋ 21：47．03 32．8�
815 ディアドナテロ 牡4黒鹿57 蛯名 正義ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B490＋ 81：47．1� 5．1	
34 ブレイジングサン 牡3黒鹿54 大野 拓弥�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 558－ 6 〃 ハナ 23．4

611 レンブラント 牡5黒鹿57 小野寺祐太田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 B486＋ 21：47．2	 11．5�
814 トーセンモバイル 
4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 4 〃 クビ 153．3
46 ワイドリーザワン 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：47．41	 7．9�
713 エニシイチダイ 
4鹿 57

54 ▲木幡 初也大塚 亮一氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 472＋ 51：48．25 337．7�
35 デュアルフレイム 牡4栗 57

56 ☆石川裕紀人 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 454－ 61：50．1大差 40．4�
22 � シベリアンマッシブ 牡4黒鹿57 武士沢友治藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 484＋ 61：50．2クビ 246．6�
58 � クラウンプルートゥ 
6黒鹿57 村田 一誠矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－121：50．3� 176．4�
11 � デピュートアゲン 牡4鹿 57 宮崎 北斗浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B512＋ 61：51．04 253．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 90，716，500円 複勝： 95，859，800円 枠連： 49，996，400円
馬連： 203，991，700円 馬単： 92，712，700円 ワイド： 108，651，400円
3連複： 287，296，900円 3連単： 432，896，000円 計： 1，362，121，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 160円 � 210円 枠 連（2－7） 1，130円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 470円 �� 800円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 12，670円

票 数

単勝票数 計 907165 的中 � 140039（3番人気）
複勝票数 計 958598 的中 � 138850（2番人気）� 167372（1番人気）� 104404（4番人気）
枠連票数 計 499964 的中 （2－7） 33998（5番人気）
馬連票数 計2039917 的中 �� 137725（3番人気）
馬単票数 計 927127 的中 �� 27420（6番人気）
ワイド票数 計1086514 的中 �� 60107（3番人気）�� 33021（10番人気）�� 64534（2番人気）
3連複票数 計2872969 的中 ��� 81509（6番人気）
3連単票数 計4328960 的中 ��� 24755（25番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―11．6―12．8―13．2―12．0―12．2―12．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．1―42．9―56．1―1：08．1―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラルコール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル デビュー 2014．5．18 東京6着

2011．2．25生 牡5栃栗 母 サクラセレーネ 母母 サクラメールディ 10戦3勝 賞金 30，200，000円
〔発走状況・騎手変更〕 レンブラント号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。騎手木幡巧也は負

傷のため小野寺祐太に変更。検量及び装鞍のやり直しのため発走時刻16分遅延。
〔発走状況〕 エニシイチダイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レンブラント号は，発走調教再審査。
※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 ジュンザワールド号・スケロク号

５レース目



（28福島2）第6日 7月17日（日曜日） 雨時々曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

194，450，000円
1，270，000円
9，980，000円
1，470，000円
19，910，000円
65，955，000円
5，054，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
525，972，500円
697，783，600円
322，561，300円
1，291，472，200円
647，711，600円
644，723，300円
1，752，401，200円
2，721，163，300円
651，356，900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 9，255，145，900円

総入場人員 13，798名 （有料入場人員 11，617名）
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