
18001 6月30日 晴 良 （30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
1：45．6

良
良

814 ダディーズマインド 牡2鹿 54 北村 宏司田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 472± 01：48．6 6．9�
46 フィッシュダイブ 牡2鹿 54 勝浦 正樹山口 裕介氏 松山 将樹 登別 登別上水牧場 454± 01：48．7� 1．5�
611 マイネルモーディグ 牡2栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 458＋ 41：49．23 112．0�
22 イフユーワナ 牡2鹿 54 大野 拓弥山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 480± 01：49．41� 25．2�
23 オウムアムア 牡2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 510－ 81：49．5� 14．2	
35 クイーンズテイスト 牝2黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 5．7

713 コスモブッカー 牡2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 平取 二風谷ファーム 404－ 41：49．81� 46．4�
47 セイカヤマノ 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 472－ 61：50．01� 338．6�
610 トーセンマティーニ 牡2黒鹿54 丸田 恭介島川 哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 442＋101：50．1� 239．4�
815 リアルフェイス 牝2栗 54

52 △武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 430＋141：50．31� 46．0�
59 ヘヴンズコーヴ 牡2青鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 41：50．61� 28．4�
34 ナ ミ ブ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 41：50．7クビ 231．2�
58 カガファランドール 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士香川 憲次氏 大江原 哲 浦河 ディアレスト
クラブ 396－ 61：50．91	 381．6�

11 マジックハンター 牡2黒鹿 54
52 △藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 418＋ 21：51．53	 30．6�

712 マイネルフィースト 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 浦河 大北牧場 468＋ 4 〃 クビ 42．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，838，300円 複勝： 81，336，600円 枠連： 14，351，800円
馬連： 53，543，300円 馬単： 31，717，700円 ワイド： 40，171，000円
3連複： 76，293，000円 3連単： 113，341，400円 計： 442，593，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 110円 � 1，270円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 270円 �� 5，710円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 56，390円

票 数

単勝票数 計 318383 的中 � 38873（3番人気）
複勝票数 計 813366 的中 � 57336（3番人気）� 531933（1番人気）� 4885（11番人気）
枠連票数 計 143518 的中 （4－8） 25227（2番人気）
馬連票数 計 535433 的中 �� 83924（2番人気）
馬単票数 計 317177 的中 �� 14888（5番人気）
ワイド票数 計 401710 的中 �� 45726（2番人気）�� 1609（40番人気）�� 3472（29番人気）
3連複票数 計 762930 的中 ��� 5581（27番人気）
3連単票数 計1133414 的中 ��� 1457（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．6―48．3―1：00．5―1：12．4―1：24．6―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダディーズマインド �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．10 東京3着

2016．3．2生 牡2鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 オウムアムア号の騎手内田博幸は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

18002 6月30日 晴 良 （30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 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
1：06．9
1：06．9

良
良

815 ヴィクトアリー 牝3栗 54 伊藤 工真窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 有限会社
吉田ファーム 464＋ 61：09．7 115．4�

23 タイセイアピール 牝3黒鹿54 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460－ 41：09．91� 3．4�
35 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B470＋ 41：10．0クビ 12．2�
714 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56 柴田 大知中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 426－ 21：10．1� 3．5�
24 エリープラネット 牝3栗 54

52 △武藤 雅谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 418± 0 〃 クビ 7．7�
611 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿56 内田 博幸田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 486－ 41：10．31� 3．9�
12 ペルランドール 牡3鹿 56 北村 宏司 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 466＋121：10．4� 34．0

510 グ ノ ー シ ス 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B454－101：10．5� 60．1�
816 インコントロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 434－141：10．6� 44．1�
59 カーネーション 牝3鹿 54 杉原 誠人ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 456＋ 81：10．91	 197．7�
36 ファルステーロ 牡3鹿 56 的場 勇人日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 440＋101：11．0クビ 278．6�
48 ジ オ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也ターフ・スポート竹内 正洋 新ひだか 高橋 義浩 446＋ 81：11．21� 142．3�
713 キャルファースト 牡3栗 56 三浦 皇成里見 治紀氏 萩原 清 新ひだか タガミファーム 460－ 61：11．51	 31．6�
47 ニットウサーメット 牝3黒鹿54 戸崎 圭太藤井 謙氏 高橋 文雅 新ひだか 沖田 忠幸 464－ 41：12．67 11．8�
11 デルマアワモリ 牡3栗 56 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：13．34 184．4�
612 デルマネグローニ 牝3青鹿54 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 武藤 善則 日高 ファニーヒルファーム 450 ―1：13．72� 209．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，931，900円 複勝： 35，906，200円 枠連： 12，270，200円
馬連： 46，605，700円 馬単： 23，404，900円 ワイド： 33，540，400円
3連複： 64，205，100円 3連単： 79，154，000円 計： 316，018，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，540円 複 勝 � 2，590円 � 200円 � 380円 枠 連（2－8） 4，020円

馬 連 �� 26，630円 馬 単 �� 75，330円

ワ イ ド �� 7，860円 �� 15，350円 �� 990円

3 連 複 ��� 88，350円 3 連 単 ��� 765，150円

票 数

単勝票数 計 209319 的中 � 1450（11番人気）
複勝票数 計 359062 的中 � 2894（11番人気）� 59483（3番人気）� 23570（6番人気）
枠連票数 計 122702 的中 （2－8） 2365（12番人気）
馬連票数 計 466057 的中 �� 1356（39番人気）
馬単票数 計 234049 的中 �� 233（87番人気）
ワイド票数 計 335404 的中 �� 1077（41番人気）�� 549（61番人気）�� 9105（13番人気）
3連複票数 計 642051 的中 ��� 545（126番人気）
3連単票数 計 791540 的中 ��� 75（860番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．4―12．0―12．4―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．0―44．0―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．7
3 ・（3，15）10（7，11）（2，5，14）4－13，12，9，16－6－1，8 4 ・（3，15）－（5，10）（11，14）（2，4）－（7，13）（9，12，16）－（6，8）＝1

勝馬の
紹 介

ヴィクトアリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2018．1．6 中山13着

2015．4．14生 牝3栗 母 ドラゴンアリー 母母 アリゲーターアリー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 デルマアワモリ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 デルマアワモリ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 デルマアワモリ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 プリンセスティナ号
（非抽選馬） 1頭 ヴェルヴェット号

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 6月30日 晴 良 （30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 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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 ゴールデンテソーロ 牝3栗 54 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 464＋121：09．0 68．3�
12 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 498＋ 61：09．1� 1．3�
47 ショウナンアイシス 牝3青鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 静内フアーム 442＋ 41：09．31� 31．9�
24 ホ ク ラ ニ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 442－ 41：09．62 108．6�
816 ムールヴェードル 牝3青 54 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 510－ 41：09．91� 20．6	
59 リーゼロッテ 牝3栗 54 丸田 恭介菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 404＋ 61：10．0� 237．8

48 プ ラ イ マ ル 牝3鹿 54 小島 太一�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 458± 01：10．1� 148．2�
36 ルソンデュレーヴ 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：10．2� 7．7�
611 アイワナシーユー 牝3鹿 54

52 △武藤 雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 398＋ 2 〃 アタマ 6．6
713 ヤマニンミレーレ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 434＋ 41：10．41� 99．5�
815 アマゾンチャック 牝3鹿 54 宮崎 北斗�下河辺牧場 林 徹 日高 下河辺牧場 456 ―1：10．5� 112．4�
714 イントリーグ 牝3黒鹿54 原田 和真ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 8 〃 クビ 176．2�
612 アースグロウ 牝3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 434＋ 81：10．6� 23．0�
23 ラブソングレイ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也�キヨタケ牧場 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 410＋ 81：11．45 213．8�
35 モンマジュール 牝3栗 54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 416 ―1：11．82� 248．1�
510 キュアエンジェル 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 ヤナガワ牧場 438 ―1：12．65 98．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，553，200円 複勝： 118，302，400円 枠連： 13，765，500円
馬連： 51，887，800円 馬単： 36，235，500円 ワイド： 38，355，000円
3連複： 65，957，100円 3連単： 119，478，000円 計： 479，534，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，830円 複 勝 � 690円 � 110円 � 360円 枠 連（1－1） 2，190円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 810円 �� 6，700円 �� 570円

3 連 複 ��� 9，560円 3 連 単 ��� 143，410円

票 数

単勝票数 計 355532 的中 � 4159（7番人気）
複勝票数 計1183024 的中 � 10033（7番人気）� 919806（1番人気）� 21931（6番人気）
枠連票数 計 137655 的中 （1－1） 4868（6番人気）
馬連票数 計 518878 的中 �� 18827（6番人気）
馬単票数 計 362355 的中 �� 2855（20番人気）
ワイド票数 計 383550 的中 �� 12255（7番人気）�� 1371（38番人気）�� 18424（5番人気）
3連複票数 計 659571 的中 ��� 5172（28番人気）
3連単票数 計1194780 的中 ��� 604（254番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンテソーロ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．10．8 東京15着

2015．4．8生 牝3栗 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キュアエンジェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月31日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パトリツィア号

18004 6月30日 晴 良 （30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 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
1：43．3
1：40．9

良
重

713 トリプルレインボー 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 482＋ 41：45．8 2．3�
59 アカリダイヤモンド 牡3栗 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 452＋ 41：46．01� 5．8�
11 ゴールドパッション 牡3栗 56 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 506－ 61：46．1� 3．6�
46 チ ョ ウ ヨ ウ 牝3鹿 54 宮崎 北斗中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446＋101：47．9大差 77．0�
35 ウインドトレイル 牡3黒鹿56 横山 典弘�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 472＋ 21：48．21� 20．4�
610 キャプチュード 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅 	ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 464± 01：48．41 10．0

47 トーアスサノオー 牡3栗 56 江田 照男高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 B452－ 21：49．03� 81．2�
814 レッドアグラード 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 	東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 526 ―1：49．32 23．9�
23 シリウスインパクト 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか グランド牧場 476＋ 81：49．4� 8．8
22 エイカイオリンピア 牡3鹿 56 三浦 皇成二木 英德氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 538＋ 61：50．57 51．4�
611 リネンオーカン 牝3黒鹿54 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 472－ 61：51．03 159．1�
815 アテンプリエ 牝3鹿 54 的場 勇人玉置 潔氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 444－ 81：52．06 248．8�
712 デルマレッドアイ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500 ―1：53．59 120．4�

34 ハッピーファースト 牡3栗 56 大庭 和弥 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 前田牧場 500－ 81：54．03 238．7�
58 ツィンクルペタル 牝3黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム B432－ 21：57．5大差 65．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，202，500円 複勝： 40，328，300円 枠連： 11，574，500円
馬連： 53，873，000円 馬単： 27，553，400円 ワイド： 36，831，200円
3連複： 69，647，500円 3連単： 94，747，200円 計： 364，757，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 270円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 302025 的中 � 101715（1番人気）
複勝票数 計 403283 的中 � 98636（1番人気）� 64205（3番人気）� 85593（2番人気）
枠連票数 計 115745 的中 （5－7） 14389（2番人気）
馬連票数 計 538730 的中 �� 49858（2番人気）
馬単票数 計 275534 的中 �� 14698（3番人気）
ワイド票数 計 368312 的中 �� 31690（2番人気）�� 64646（1番人気）�� 24770（3番人気）
3連複票数 計 696475 的中 ��� 77494（1番人気）
3連単票数 計 947472 的中 ��� 18512（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．7―42．4―55．1―1：07．6―1：20．1―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トリプルレインボー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．21 中山6着

2015．4．23生 牡3栗 母 ラブレインボー 母母 キスミークイック 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンオーカン号・アテンプリエ号・デルマレッドアイ号・ハッピーファースト号・ツィンクルペタル号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月31日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コトブキポインター号
（非抽選馬） 1頭 クリノゴーギャン号



18005 6月30日 晴 良 （30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

11 ハナブショウ 牝2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 428 ―1：10．2 7．6�
710 ヘ デ ラ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 434 ―1：10．41� 11．2�
33 ラブインブルーム 牝2青鹿54 武士沢友治�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 408 ―1：10．82� 13．4�
79 マイネルアプラウス 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 482 ―1：10．9� 15．4�
56 コスモポルベーラ 牡2青 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 396 ―1：11．11 58．3	
22 ニシノゴウウン 牡2青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 478 ―1：11．31 3．4

812 ゴールデンチョイス 牡2青鹿54 西田雄一郎田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 446 ―1：11．72� 33．4�
68 ヴェイディミーカム 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 444 ― 〃 クビ 102．6�
811 セクシーブーツ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 432 ―1：11．8クビ 74．6
44 コケラオトシ 牡2栗 54

52 △武藤 雅岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 436 ―1：12．54 68．7�
67 スカイポート 牝2鹿 54 岩部 純二�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 396 ―1：13．24 33．1�
55 ガーデンコンサート 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 456 ―1：14．05 2．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，320，400円 複勝： 33，862，000円 枠連： 11，251，200円
馬連： 47，427，900円 馬単： 27，370，500円 ワイド： 30，058，100円
3連複： 58，533，300円 3連単： 92，562，300円 計： 334，385，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 330円 � 330円 枠 連（1－7） 2，420円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，120円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 60，180円

票 数

単勝票数 計 333204 的中 � 36569（3番人気）
複勝票数 計 338620 的中 � 41300（3番人気）� 25313（5番人気）� 25711（4番人気）
枠連票数 計 112512 的中 （1－7） 3595（9番人気）
馬連票数 計 474279 的中 �� 8935（13番人気）
馬単票数 計 273705 的中 �� 2958（23番人気）
ワイド票数 計 300581 的中 �� 7821（11番人気）�� 6914（12番人気）�� 6538（14番人気）
3連複票数 計 585333 的中 ��� 4886（29番人気）
3連単票数 計 925623 的中 ��� 1115（166番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．2―11．6―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．5―46．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナブショウ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2016．3．26生 牝2鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18006 6月30日 晴 良 （30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

35 ホールドユアハンド 牡2鹿 54 津村 明秀山口 裕介氏 田中 博康 浦河 斉藤 政志 462 ―1：09．8 7．9�
24 ニシノフルバンク 牡2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B492 ―1：10．54 4．4�
36 グリューネリヒト 牡2鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 476 ―1：11．03 2．9�
12 マイネルナイペス 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 440 ―1：11．1� 6．3�
48 インターロード 牡2黒鹿54 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 466 ―1：11．52� 115．7	
59 マイネルサンタアナ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 420 ―1：11．71� 18．3

713 キングイモン 牡2栗 54

52 △武藤 雅井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 432 ― 〃 ハナ 29．9�
714 コルシカフレーバー 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 406 ―1：11．8� 55．9�
23 カガコルヴェヤ 牝2栗 54 武士沢友治香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 438 ―1：11．9クビ 21．5
47 ローブドール 牝2栗 54

52 △藤田菜七子 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 442 ―1：12．32� 17．1�
815 ジュンサナエ 牝2鹿 54 伴 啓太河合 純二氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 432 ―1：13．36 37．6�
510 シ キ サ イ 牝2栗 54 江田 照男重松 國建氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 390 ―1：13．62 148．8�
611 シ ッ ト リ 牝2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 480 ―1：13．7� 40．4�
11 ラブミフォーエバー 牡2芦 54 柴田 善臣村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 436 ―1：13．8� 19．9�
816 ハングリーボーイ 牡2黒鹿54 杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 432 ―1：13．9� 105．4�
612 カ ラ リ ラ 牝2栗 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 446 ―1：16．6大差 77．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，256，600円 複勝： 35，561，000円 枠連： 16，862，600円
馬連： 52，266，200円 馬単： 24，500，000円 ワイド： 35，110，800円
3連複： 69，452，900円 3連単： 79，311，000円 計： 346，321，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 150円 � 140円 枠 連（2－3） 380円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 510円 �� 450円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 332566 的中 � 35118（4番人気）
複勝票数 計 355610 的中 � 44062（4番人気）� 63921（2番人気）� 73823（1番人気）
枠連票数 計 168626 的中 （2－3） 33751（1番人気）
馬連票数 計 522662 的中 �� 26551（5番人気）
馬単票数 計 245000 的中 �� 5887（11番人気）
ワイド票数 計 351108 的中 �� 16481（5番人気）�� 19180（3番人気）�� 35526（1番人気）
3連複票数 計 694529 的中 ��� 37797（1番人気）
3連単票数 計 793110 的中 ��� 5461（15番人気）

ハロンタイム 9．9―11．4―11．7―12．1―12．2―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．9―21．3―33．0―45．1―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホールドユアハンド �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ゼンノメイジン 初出走

2016．4．28生 牡2鹿 母 ハートフルビコー 母母 ラ ブ ビ ー ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カラリラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月31日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アンジェリーブル号・グランソヴァール号・セドナ号・バームクーヘン号



18007 6月30日 晴 良 （30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 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
1：57．3
1：56．1

良
良

35 ウェディングベール 牝3芦 54
52 △武藤 雅岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432－ 21：59．7 14．3�

24 アルスラーン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 488－101：59．8� 4．6�
510 ゴールドパッキャオ 牡3栗 56 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 462－ 41：59．9� 2．8�
815 ク ス リ バ コ 牡3鹿 56 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 456＋ 62：00．22 3．0�
59 ハーツイグニション 牝3栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 ハナ 24．4�
611 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 460－ 62：00．41� 14．5	
48 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 柴田 大知 �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 B468－ 22：00．61 63．9

47 ブローインバブルス 牡3鹿 56 西村 太一�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 42：01．02� 255．6�
11 エスパージョー 牝3栗 54

52 △藤田菜七子泉 一郎氏 根本 康広 新ひだか 沖田 哲夫 438－ 62：01．1� 115．2�
12 アイリスロード 牝3青 54 丸田 恭介 荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 420＋182：01．31� 52．5�
612 エスポワールカフェ 牡3栗 56 横山 典弘西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 440－142：01．4� 16．9�
816 マヤノガルネリ �3鹿 56 柴田 善臣田所 英子氏 牧 光二 平取 協栄組合 440＋122：01．93 38．3�
36 ツクバマカナ 牡3黒鹿56 大野 拓弥細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 450－ 82：02．11 34．5�
23 アドバンスアゲン 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 458－ 2 〃 ハナ 349．9�
713 サーベイヤースリー 牡3鹿 56 石橋 脩�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482 ―2：02．31� 66．2�
714 リョウランレーヴ 牝3青 54 武士沢友治佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 スカイビーチステーブル 442－182：03．47 285．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，365，800円 複勝： 41，700，000円 枠連： 17，928，800円
馬連： 67，353，000円 馬単： 31，001，300円 ワイド： 41，562，200円
3連複： 84，903，800円 3連単： 106，883，500円 計： 423，698，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 270円 � 180円 � 140円 枠 連（2－3） 2，210円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 690円 �� 610円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 20，910円

票 数

単勝票数 計 323658 的中 � 18102（4番人気）
複勝票数 計 417000 的中 � 31342（5番人気）� 60089（3番人気）� 96042（2番人気）
枠連票数 計 179288 的中 （2－3） 6272（9番人気）
馬連票数 計 673530 的中 �� 22192（9番人気）
馬単票数 計 310013 的中 �� 4251（19番人気）
ワイド票数 計 415622 的中 �� 14817（8番人気）�� 17128（4番人気）�� 30265（2番人気）
3連複票数 計 849038 的中 ��� 29929（5番人気）
3連単票数 計1068835 的中 ��� 3705（60番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．9―12．7―12．8―11．9―12．3―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．0―46．7―59．5―1：11．4―1：23．7―1：35．8―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェディングベール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．30 新潟13着

2015．4．23生 牝3芦 母 プラチナベール 母母 オーベルゲイド 12戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走状況〕 ゴールドパッキャオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウェディングベール号の騎手武藤雅は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

18008 6月30日 晴 良 （30福島2）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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
1：45．3
1：43．9

良
良

814 ヴェロニカグレース 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：46．4 2．5�
58 マルーンエンブレム 牝3栗 52

50 △藤田菜七子 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 382＋ 21：46．61� 9．5�
11 アンネリース 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 8 〃 クビ 4．0�
33 アストラサンタン 牝3青鹿52 勝浦 正樹丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 456＋ 21：46．81� 7．8�
711 ミッキークロス 牝4青鹿 55

52 ▲木幡 育也野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 416－121：47．01� 6．3	
57 ヴィオトポス 牝3青鹿52 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 21：47．21� 95．8

69 アイノカケハシ 牝6鹿 55 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 アタマ 38．7�
610 エバープリンセス 牝4栗 55

53 △武藤 雅宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460＋ 61：47．3� 40．8�
34 モリトシラユリ 牝4芦 55 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 480－ 81：47．51� 12．6
46 レッドボヌール 牝4鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 418＋161：47．6� 38．8�
45 シ ト ロ ン 牝5鹿 55 大野 拓弥�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B464± 01：47．81� 110．5�
712� トーセンエポナ 牝3鹿 52 柴田 善臣島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋101：47．9クビ 312．0�
813 パ フ ォ ー ム 牝4鹿 55 石川裕紀人 �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 454－101：48．85 37．0�
22 ジョリルミエール 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 412－ 81：49．01� 63．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，156，100円 複勝： 49，660，400円 枠連： 17，457，000円
馬連： 76，234，400円 馬単： 35，674，200円 ワイド： 45，880，400円
3連複： 91，008，300円 3連単： 120，505，400円 計： 475，576，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 250円 � 170円 枠 連（5－8） 1，040円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 540円 �� 300円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，970円

票 数

単勝票数 計 391561 的中 � 123403（1番人気）
複勝票数 計 496604 的中 � 131219（1番人気）� 39124（5番人気）� 72310（3番人気）
枠連票数 計 174570 的中 （5－8） 12899（4番人気）
馬連票数 計 762344 的中 �� 46898（4番人気）
馬単票数 計 356742 的中 �� 13225（6番人気）
ワイド票数 計 458804 的中 �� 21214（5番人気）�� 44278（1番人気）�� 11616（10番人気）
3連複票数 計 910083 的中 ��� 35617（4番人気）
3連単票数 計1205054 的中 ��� 10959（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．8―12．5―12．6―12．1―11．9―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．5―34．3―46．8―59．4―1：11．5―1：23．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
・（2，11）－（3，13）14（1，10）－7，8（4，9）（5，6）12
2，11（3，13，14）（1，10，8）（7，4，9）（5，6，12）

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

勝馬の
紹 介

ヴェロニカグレース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．7．22 福島3着

2015．2．7生 牝3黒鹿 母 エンジェルフォール 母母 アドマイヤサンデー 6戦2勝 賞金 19，000，000円
〔発走状況〕 アンネリース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アンネリース号は，平成30年7月1日から平成30年7月22日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



18009 6月30日 晴 良 （30福島2）第1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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 シンボリバーグ 牝4芦 55 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 496－ 41：07．9 4．1�
47 ディアサルファー 牝3栗 52 三浦 皇成ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 21：08．0� 5．2�
23 ル ア 牝4黒鹿55 丸田 恭介榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 2 〃 クビ 192．4�
48 マイネルパッセ 牡5栗 57 柴田 大知 �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 448－101：08．42� 16．0�
713	 チタンクレバー 牝5青鹿55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 436＋ 2 〃 アタマ 87．4�
815 ケ ル ベ ロ ス 牡5黒鹿57 田辺 裕信菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 450＋101：08．61
 5．4	
12 プレイヤード 牡5鹿 57 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B502± 01：08．81
 23．3

59 サンタナブルー 牡6黒鹿57 藤田菜七子 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 470－10 〃 クビ 16．7�
24 プリンセスオーラ 牝5鹿 55 津村 明秀大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 442＋ 61：08．9� 54．6�
611 セイウンミツコ 牝3黒鹿52 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 440－ 21：09．0� 3．3
612	 ベレーザフォンテン 牝5黒鹿55 伊藤 工真吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 434± 01：09．1� 348．0�
714 タニマサガール 牝5鹿 55 原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 432＋ 21：09．31
 56．3�
35 	 アンヴェルス 牡4黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 452± 01：09．4� 273．7�
510 ラ ン ス マ ン 3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532－201：09．5クビ 27．2�
36 トウショウジャイロ 5黒鹿57 武藤 雅トウショウ産業� 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 B500－ 81：09．92� 30．3�
816� サ リ ネ ロ 牝4黒鹿55 石川裕紀人吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gaine

506－ 4 〃 アタマ 25．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，851，600円 複勝： 55，812，600円 枠連： 24，373，700円
馬連： 94，429，600円 馬単： 39，354，300円 ワイド： 56，995，400円
3連複： 116，416，000円 3連単： 143，660，600円 計： 567，893，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 210円 � 4，420円 枠 連（1－4） 740円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 490円 �� 10，030円 �� 16，870円

3 連 複 ��� 62，850円 3 連 単 ��� 205，830円

票 数

単勝票数 計 368516 的中 � 71303（2番人気）
複勝票数 計 558126 的中 � 93040（2番人気）� 78288（3番人気）� 2359（14番人気）
枠連票数 計 243737 的中 （1－4） 25508（3番人気）
馬連票数 計 944296 的中 �� 69101（4番人気）
馬単票数 計 393543 的中 �� 14612（7番人気）
ワイド票数 計 569954 的中 �� 33292（4番人気）�� 1387（63番人気）�� 822（82番人気）
3連複票数 計1164160 的中 ��� 1389（143番人気）
3連単票数 計1436606 的中 ��� 506（543番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．0―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．2―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリバーグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Notebook デビュー 2016．11．5 東京1着

2014．5．2生 牝4芦 母 スポークンファー 母母 Siberian Fur 14戦3勝 賞金 40，776，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ココロストライク号

18010 6月30日 曇 良 （30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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

22 ア ル ク ト ス 牡3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 532－ 21：45．7 4．3�
611 イダペガサス 牡3栗 54 戸崎 圭太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：45．91� 3．2�
23 イェドプリオル 牡6青鹿57 丸田 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522＋ 81：46．53	 81．2�
46 エピックアン 牡3芦 54 大野 拓弥 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 496＋10 〃 クビ 15．2�
34 
 キングズアフェアー �6黒鹿57 石川裕紀人吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 508－121：46．6� 25．8�
59 
 トーホウリーガル 牡5青鹿57 勝浦 正樹東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 530＋ 21：46．91� 20．5	
712 フジマサクラウン 牡7鹿 57 三浦 皇成藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B504－101：47．0� 39．3

713 アンプラグド �7芦 57 北村 宏司諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498＋ 21：47．1	 21．4�
610 トミケンキルカス 牡6栗 57 柴田 善臣冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 510－ 41：47．31 91．1�
814 レオイノセント 牡5芦 57 江田 照男�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 B506＋ 2 〃 アタマ 48．0
815 コパノビジン 牝5鹿 55 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B462－121：47．51� 135．4�
58 キ ー タ イ プ 牡6栗 57 武士沢友治北前孔一郎氏 林 徹 新冠 高瀬 敦 442－ 81：47．71 275．8�
11  ラムセスバローズ 牡3栗 54 石橋 脩猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

498＋101：47．91� 4．4�
47 ノーモアゲーム 牡5鹿 57 横山 典弘内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 476－ 61：48．0	 19．9�
35 アフターバーナー �4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510＋101：48．1	 6．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，899，900円 複勝： 63，516，400円 枠連： 26，410，500円
馬連： 122，523，200円 馬単： 50，050，400円 ワイド： 69，333，400円
3連複： 151，870，100円 3連単： 200，668，500円 計： 731，272，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 160円 � 1，190円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，500円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 17，690円 3 連 単 ��� 65，710円

票 数

単勝票数 計 468999 的中 � 85477（2番人気）
複勝票数 計 635164 的中 � 93391（3番人気）� 133027（1番人気）� 9517（12番人気）
枠連票数 計 264105 的中 （2－6） 27292（2番人気）
馬連票数 計1225232 的中 �� 120764（1番人気）
馬単票数 計 500504 的中 �� 25162（4番人気）
ワイド票数 計 693334 的中 �� 49910（3番人気）�� 3712（43番人気）�� 4222（40番人気）
3連複票数 計1518701 的中 ��� 6437（50番人気）
3連単票数 計2006685 的中 ��� 2214（200番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．4―12．8―12．9―12．2―12．4―12．3―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．1―43．9―56．8―1：09．0―1：21．4―1：33．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル ク ト ス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．14 東京2着

2015．5．2生 牡3鹿 母 ホシニイノリヲ 母母 コンキスタドレス 6戦3勝 賞金 30，636，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コスモバーダン号・シベリウス号・ダンツゴウユウ号・フジゴウカイ号・ベバスカーン号



18011 6月30日 曇 良 （30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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 レジーナフォルテ 牝4黒鹿55 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 498± 01：07．1 6．7�
48 � エリシェヴァ 牝5鹿 55 津村 明秀前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited B496＋ 41：07．31	 6．1�
815 パーリオミノル 牝5鹿 55 丸田 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456－ 8 〃 クビ 103．2�
35 アッラサルーテ 牝5栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486± 01：07．4クビ 4．6�
611 オーヴィレール 牝5芦 55 田辺 裕信下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 476－ 4 〃 クビ 8．3�
510 ブラッククローバー 牡6黒鹿57 内田 博幸巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 486－ 6 〃 ハナ 9．8	
11 アドマイヤナイト 牝6栗 55 戸崎 圭太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 434－10 〃 アタマ 5．8

23 タイムトリップ 牡4黒鹿57 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 500－ 41：07．5
 6．3�
36 ナイトフォックス 牡6鹿 57 柴田 善臣石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：07．6� 223．5�
12 ラズールリッキー 牝5黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 454＋ 41：07．7クビ 18．8
714 ダイトウキョウ 牡6鹿 57 武藤 雅市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 462± 01：07．91	 21．7�
713 レグルドール 牝3鹿 52 柴田 大知 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 450－ 21：08．11
 93．0�
816 ゲンキチハヤブサ �6栗 57 石川裕紀人荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 472－ 61：08．31 69．3�
47 フクノグローリア 牝6黒鹿55 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 460－261：08．51	 69．7�
24 エリーティアラ 牝6青鹿55 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 466－ 21：08．6
 160．7�
612 クラウンルシフェル 牡7栗 57 江田 照男�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B484－ 21：09．02
 64．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，927，800円 複勝： 116，867，800円 枠連： 56，164，500円
馬連： 281，236，800円 馬単： 104，588，200円 ワイド： 134，790，400円
3連複： 387，723，400円 3連単： 504，752，400円 計： 1，665，051，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 250円 � 1，840円 枠 連（4－5） 1，090円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 860円 �� 10，260円 �� 8，200円

3 連 複 ��� 72，620円 3 連 単 ��� 235，180円

票 数

単勝票数 計 789278 的中 � 93177（5番人気）
複勝票数 計1168678 的中 � 119435（5番人気）� 139658（2番人気）� 13571（12番人気）
枠連票数 計 561645 的中 （4－5） 39733（3番人気）
馬連票数 計2812368 的中 �� 116845（5番人気）
馬単票数 計1045882 的中 �� 23044（7番人気）
ワイド票数 計1347904 的中 �� 42492（9番人気）�� 3290（74番人気）�� 4124（56番人気）
3連複票数 計3877234 的中 ��� 4004（170番人気）
3連単票数 計5047524 的中 ��� 1556（582番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．5―11．0―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．4―43．4―54．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レジーナフォルテ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．9 福島6着

2014．3．28生 牝4黒鹿 母 ナイキトライアンフ 母母 ウィンヒストリー 20戦5勝 賞金 84，786，000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 クラウンアイリス号・レーヴムーン号

18012 6月30日 曇 良 （30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
1：40．9

良
重

610 シ ョ ー ム 牡3栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 478－ 61：45．4 3．1�
815 デザートスネーク �4鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 482＋ 21：45．61� 3．1�
814 トーセンヴィータ 牡3青鹿54 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 524－ 41：46．02� 5．9�
35 � リープスプラウト 牡4栗 57

55 △武藤 雅多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 480± 01：47．38 53．6�
712 タツオウカランブ 牝3栗 52 勝浦 正樹鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 484＋ 41：47．51	 23．7�
23 キングオブアームズ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：47．6クビ 5．7	
713 レッドクライム 牡4栗 57 戸崎 圭太 
東京ホースレーシング 田中 博康 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 6 〃 アタマ 16．6�
22 グラスアクト 牡5鹿 57 嘉藤 貴行半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 444± 01：47．81� 124．8
59 ハ イ チ ー ズ 牡3鹿 54 田辺 裕信 
ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 490＋ 51：48．01 76．9�
11 ロージズバード 牡4黒鹿57 柴田 大知鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B514＋ 21：48．21� 29．7�
46 ケイティクエスト 牡4鹿 57

55 △藤田菜七子瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 458＋ 21：48．4
 117．5�
58 シ ー ル ー ト 牡3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 6 〃 アタマ 14．3�
47 グラスレグナム 牡5鹿 57 江田 照男半沢� 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 492＋ 21：48．93 139．8�
611� ハコダテオウカ 牝4鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 466－ 71：49．64 216．8�
34 � ナンヨービーナス 牝4鹿 55 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 クビ 219．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 75，230，500円 複勝： 89，451，100円 枠連： 41，655，200円
馬連： 162，452，200円 馬単： 74，341，300円 ワイド： 100，842，800円
3連複： 216，949，400円 3連単： 316，903，600円 計： 1，077，826，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 380円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 752305 的中 � 191449（2番人気）
複勝票数 計 894511 的中 � 182156（2番人気）� 195762（1番人気）� 117126（4番人気）
枠連票数 計 416552 的中 （6－8） 94369（1番人気）
馬連票数 計1624522 的中 �� 284564（1番人気）
馬単票数 計 743413 的中 �� 67324（2番人気）
ワイド票数 計1008428 的中 �� 130352（1番人気）�� 71957（4番人気）�� 63072（5番人気）
3連複票数 計2169494 的中 ��� 198913（2番人気）
3連単票数 計3169036 的中 ��� 65573（4番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．9―12．5―12．6―12．3―12．5―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―42．8―55．4―1：07．7―1：20．2―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ー ム �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．18 阪神2着

2015．5．17生 牡3栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 5戦2勝 賞金 19，300，000円
〔制裁〕 ショーム号の騎手津村明秀は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）



（30福島2）第1日 6月30日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

186，220，000円
19，400，000円
1，500，000円
20，530，000円
73，931，000円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
494，534，600円
762，304，800円
264，065，500円
1，109，833，100円
505，791，700円
663，471，100円
1，452，959，900円
1，971，967，900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
計 7，224，928，600円

総入場人員 9，741名 （有料入場人員 7，877名）
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