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18025 7月7日 雨 稍重 （30福島2）第3日 第1競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時10分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

711 トラキアンコード �6芦 60 金子 光希原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 23：04．2 4．2�
58 トゥルーハート 牡5黒鹿60 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 470－ 63：04．3� 7．6�
45 シークレットパス 牡7芦 60 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 63：04．4クビ 34．0�
34 キールコネクション 牡6栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 468－ 43：04．82	 4．8�
610 セシルクラウン 牡5黒鹿60 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 B498＋ 23：04．9� 21．5	
11 
 セガールフォンテン 牡8栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 490－ 23：05．32	 5．1

33 マイネルレオーネ 牡6黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 400＋ 23：06．25 7．1�
69 
 ダイシンサクセス �5黒鹿60 植野 貴也大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 488＋ 23：06．3� 15．6�
813 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿60 難波 剛健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 448－ 23：06．51	 12．7
22 コンゴウリキ �5栗 60 大江原 圭浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 432－ 63：08．8大差 74．5�
57 ロードフォワード 牡7青鹿60 五十嵐雄祐 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 23：10．07 14．4�
46 サンダーラム 牡3鹿 58 上野 翔 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 492－ 43：11．49 52．6�
814
 ブルベアバック 牡4鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド 448＋ 63：12．14 67．8�
712 ジョーカーワイルド 牡3鹿 58 浜野谷憲尚 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 526＋ 63：13．37 119．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，717，200円 複勝： 16，516，300円 枠連： 11，048，600円
馬連： 29，807，900円 馬単： 15，177，500円 ワイド： 20，114，100円
3連複： 49，431，900円 3連単： 58，395，400円 計： 213，208，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 310円 � 880円 枠 連（5－7） 1，370円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，630円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 30，840円 3 連 単 ��� 112，890円

票 数

単勝票数 計 127172 的中 � 24035（1番人気）
複勝票数 計 165163 的中 � 31077（2番人気）� 13184（5番人気）� 3895（10番人気）
枠連票数 計 110486 的中 （5－7） 6210（5番人気）
馬連票数 計 298079 的中 �� 10356（7番人気）
馬単票数 計 151775 的中 �� 2962（11番人気）
ワイド票数 計 201141 的中 �� 6697（5番人気）�� 1932（33番人気）�� 1026（50番人気）
3連複票数 計 494319 的中 ��� 1202（95番人気）
3連単票数 計 583954 的中 ��� 375（376番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 52．9－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラキアンコード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2014．11．24 東京5着

2012．5．19生 �6芦 母 レッドルンバ 母母 Rumba Azul 障害：6戦1勝 賞金 13，300，000円
〔制裁〕 キールコネクション号の騎手蓑島靖典は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ユキノエルドール号
（非抽選馬） 1頭 ファンヴィー号

18026 7月7日 雨 重 （30福島2）第3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 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

611 コパノステラート 牝3栗 54
52 △藤田菜七子小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 476－ 21：46．0 17．2�

610 リンガスビンゴ 牝3黒鹿54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 510＋ 2 〃 クビ 4．5�
713 ケイツーリラ 牝3青鹿54 柴田 大知楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 430－ 41：46．63� 11．2�
814 イザベルローズ 牝3栗 54 石橋 脩林 正道氏 栗田 徹 新ひだか 米田牧場 448± 01：46．7� 17．3�
11 タイセイステラ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅田中 成奉氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 488＋ 21：46．91� 10．1�
815 ミッキーマンドリン 牝3鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 462＋ 21：47．11 28．9�
712 ラヴァクール 牝3栗 54 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 492－ 41：47．31� 3．4	
34 トラソニャータ 牝3鹿 54 北村 宏司 
シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438－14 〃 クビ 7．6�
23 ゴロンドリーナ 牝3栗 54 石川裕紀人吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 462－ 61：47．61� 4．8�
46 マ カ ロ ン 牝3鹿 54 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 B454－ 4 〃 ハナ 253．7
59 ウ ィ キ ャ ン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル B434－ 21：48．02� 34．5�
22 ノ ノ レ タ 牝3黒鹿54 大野 拓弥内藤 好江氏 勢司 和浩 茨城 内藤牧場 436－ 61：49．27 179．6�
47 ベラマレーナ 牝3栗 54 伴 啓太小佐野 保氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 438＋ 21：49．3クビ 112．6�
58 パワースピネル 牝3鹿 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 424＋16 〃 アタマ 127．2�
35 アズマピアサー 牝3黒鹿54 的場 勇人東 哲次氏 柄崎 孝 日高 日高大洋牧場 448＋ 61：49．62 107．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，236，300円 複勝： 37，626，100円 枠連： 13，586，700円
馬連： 50，003，700円 馬単： 23，138，000円 ワイド： 34，244，300円
3連複： 69，200，400円 3連単： 79，754，800円 計： 331，790，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 410円 � 170円 � 300円 枠 連（6－6） 4，000円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，110円 �� 680円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 49，120円

票 数

単勝票数 計 242363 的中 � 11269（7番人気）
複勝票数 計 376261 的中 � 20045（8番人気）� 73798（1番人気）� 30212（5番人気）
枠連票数 計 135867 的中 （6－6） 2626（16番人気）
馬連票数 計 500037 的中 �� 10380（17番人気）
馬単票数 計 231380 的中 �� 2365（34番人気）
ワイド票数 計 342443 的中 �� 7320（16番人気）�� 4032（28番人気）�� 13485（5番人気）
3連複票数 計 692004 的中 ��� 5772（31番人気）
3連単票数 計 797548 的中 ��� 1177（173番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．1―12．6―12．5―12．3―12．5―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．7―43．3―55．8―1：08．1―1：20．6―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コパノステラート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．7．30 札幌2着

2015．2．12生 牝3栗 母 ベルモントノーヴァ 母母 エスケイゴールド 8戦1勝 賞金 9，800，000円

第２回 福島競馬 第３日



18027 7月7日 雨 重 （30福島2）第3日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時15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

11 エヴィエイション 牡3青鹿56 大野 拓弥ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500 ―1：45．7 7．1�

58 グヴィアズダ 牡3鹿 56 津村 明秀 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 434＋121：46．02 19．3�
35 オーフルテソーロ 牡3鹿 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B504－ 61：46．32 4．6�
22 ヘッドスタート 牡3芦 56 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 460－ 4 〃 アタマ 3．2�
815 ゴールドキー 牡3栗 56 丸田 恭介北前孔一郎氏 池上 昌和 新冠 大林ファーム 484＋161：46．4クビ 29．7�
611 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 474－ 81：46．5� 3．5	
23 スイスピリッツ 牡3芦 56 嘉藤 貴行芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B458－ 2 〃 ハナ 56．2

47 ダノンシャレード �3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅�ダノックス 久保田貴士 洞	湖 レイクヴィラファーム B516－121：47．24 24．3�
34 クールフォール 牝3芦 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 石毛 善彦 日高 Shall Farm B478± 01：47．62
 84．2�
59 メモリーブレッド 牡3鹿 56 武 豊保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B508＋ 61：48．02
 8．7
713 シャイニードラード 牡3栗 56 江田 照男小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 494－ 61：48．53 162．4�
712 コトブキポインター 牡3栗 56 西田雄一郎尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 426＋ 21：48．71 255．1�
610 ディアラベンダー 牝3栗 54 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 468＋ 81：53．8大差 232．3�
814 スガノブリランテ 牡3鹿 56 村田 一誠菅原富美子氏 清水 英克 新ひだか 沖田 哲夫 444－162：01．3大差 69．7�
46 フライングイーグル 牡3栗 56 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 468－222：03．9大差 304．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，045，700円 複勝： 31，702，700円 枠連： 12，558，100円
馬連： 46，294，200円 馬単： 24，078，700円 ワイド： 31，354，400円
3連複： 64，079，900円 3連単： 80，295，100円 計： 314，408，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 310円 � 460円 � 170円 枠 連（1－5） 3，010円

馬 連 �� 10，980円 馬 単 �� 17，880円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 880円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 15，090円 3 連 単 ��� 83，400円

票 数

単勝票数 計 240457 的中 � 27081（4番人気）
複勝票数 計 317027 的中 � 24959（5番人気）� 15160（7番人気）� 58722（3番人気）
枠連票数 計 125581 的中 （1－5） 3228（12番人気）
馬連票数 計 462942 的中 �� 3265（29番人気）
馬単票数 計 240787 的中 �� 1010（49番人気）
ワイド票数 計 313544 的中 �� 2828（28番人気）�� 9380（9番人気）�� 7530（11番人気）
3連複票数 計 640799 的中 ��� 3183（42番人気）
3連単票数 計 802951 的中 ��� 698（236番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―11．5―11．9―12．6―12．9―12．5―13．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．4―29．9―41．8―54．4―1：07．3―1：19．8―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エヴィエイション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Dubai Millennium 初出走

2015．3．13生 牡3青鹿 母 ロイヤルガラ 母母 Vivid Concert 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 フライングイーグル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアラベンダー号・スガノブリランテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

8月7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 オープニングアクト号
（非抽選馬） 1頭 ストームフラッシュ号

18028 7月7日 小雨 稍重 （30福島2）第3日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時45分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム2：57．4良

58 � シゲルクロカジキ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 518－ 43：03．5 6．7�
22 シングンマイケル �4鹿 60 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 448＋ 23：03．6� 5．2�
33 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 492－ 63：03．81� 11．9�
813 クラシックマーク 牝7栗 58 蓑島 靖典小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 456＋ 63：03．9� 57．9�
11 アドマイヤフォルム 牡5黒鹿62 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 ハナ 11．8�
610 アットザトップ �4栗 60 平沢 健治�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 448＋ 63：04．22 13．2	
711 クリュティエ 牝4鹿 58 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 464＋103：04．73 41．1

814 マコトサダイジン �7栗 60 熊沢 重文�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 442－ 43：04．91	 9．2�
69 � ヤマタケジャイアン �5芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 456± 0 〃 クビ 30．7�
45 � ゴールドバンカー 牡6栗 60 上野 翔磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 454＋ 63：05．43 187．5
34 � ユアーザワン 牡6青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 492＋ 43：05．5クビ 22．4�
57 コスモアルヘナ 牡6青鹿60 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 486＋ 63：05．71	 93．9�
46 シゲルヒノクニ 牡6栗 60 五十嵐雄祐森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 中村 雅明 516＋ 83：08．2大差 21．4�
712 クロフネフリート 牡7鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 532－ 8 （競走中止） 2．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，558，800円 複勝： 27，765，400円 枠連： 13，354，000円
馬連： 41，959，200円 馬単： 20，157，600円 ワイド： 29，215，800円
3連複： 66，022，700円 3連単： 77，428，900円 計： 296，462，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 200円 � 260円 枠 連（2－5） 2，210円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 670円 �� 580円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 22，170円

票 数

単勝票数 計 205588 的中 � 24496（3番人気）
複勝票数 計 277654 的中 � 40275（2番人気）� 37292（3番人気）� 25078（4番人気）
枠連票数 計 133540 的中 （2－5） 4667（10番人気）
馬連票数 計 419592 的中 �� 16223（7番人気）
馬単票数 計 201576 的中 �� 3731（13番人気）
ワイド票数 計 292158 的中 �� 11280（5番人気）�� 13261（3番人気）�� 6934（11番人気）
3連複票数 計 660227 的中 ��� 11287（10番人気）
3連単票数 計 774289 的中 ��� 2531（44番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 50．5－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�シゲルクロカジキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 アグネスデジタル

2013．5．27生 牡5鹿 母 スターフォーユー 母母 ホシノキンカ 障害：15戦2勝 賞金 38，180，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 クロフネフリート号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



18029 7月7日 曇 稍重 （30福島2）第3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

47 イチゴミルフィーユ 牝2鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 442 ―1：11．3 5．1�
814 ナムラカメタロー 牡2黒鹿54 津村 明秀奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 466 ―1：11．83 6．8�
11 プラチナポセイドン 牡2芦 54 戸崎 圭太�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 クビ 2．3�
713 パルセイティング 牝2鹿 54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 412 ―1：12．22� 14．3�
22 キ ュ リ オ ス 牡2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 434 ― 〃 アタマ 33．1�
46 ヤサカリベルテ 牡2栗 54

53 ☆武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 444 ―1：12．3クビ 25．8	
611 ワラウウマザンマイ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也鈴木 慈雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 412 ―1：12．4� 54．6

59 ストロングジェット 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 402 ―1：12．71� 26．2�
815 フ ァ ロ 牝2黒鹿54 武 豊�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 458 ―1：12．91� 6．0
34 ルッキングフライ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：13．11� 104．7�
712 イエローナイフ 牡2青 54 杉原 誠人�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 446 ―1：13．42 179．9�
610 ヤマタケアンジュ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 450 ―1：13．61� 40．1�
23 シゲルカーネリアン 牝2黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 中野 栄治 新冠 長浜 秀昭 436 ―1：13．81� 76．7�
35 グランシャピトー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行加藤 厚子氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 406 ― 〃 アタマ 166．1�
58 アリスチャン 牝2鹿 54 嶋田 純次坂田 行夫氏 伊藤 正徳 日高 増尾牧場 402 ―1：14．11� 141．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，712，600円 複勝： 33，468，400円 枠連： 16，366，700円
馬連： 50，220，000円 馬単： 27，364，100円 ワイド： 32，431，200円
3連複： 65，259，600円 3連単： 85，243，800円 計： 344，066，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（4－8） 670円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 440円 �� 260円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 337126 的中 � 55485（2番人気）
複勝票数 計 334684 的中 � 52701（2番人気）� 45424（3番人気）� 91740（1番人気）
枠連票数 計 163667 的中 （4－8） 18804（3番人気）
馬連票数 計 502200 的中 �� 25286（6番人気）
馬単票数 計 273641 的中 �� 6863（11番人気）
ワイド票数 計 324312 的中 �� 17367（4番人気）�� 35218（1番人気）�� 21308（3番人気）
3連複票数 計 652596 的中 ��� 35934（3番人気）
3連単票数 計 852438 的中 ��� 6304（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―12．0―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．6―47．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチゴミルフィーユ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．5．14生 牝2鹿 母 ホシノメガミ 母母 ダイアナスキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18030 7月7日 曇 稍重 （30福島2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：45．3
1：43．9

良
良

11 カーロバンビーナ 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 400－ 21：49．6 5．5�

24 プリマドンナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信近藤 英子氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 414－ 41：50．13 13．0�
12 シャープスティーン 牝3栗 54 北村 宏司林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 454＋ 61：50．52� 7．0�
510 イルーシヴゴールド 牝3芦 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478－ 41：50．6クビ 3．8�
36 オールモストゼア 牝3鹿 54 柴田 善臣吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 392－101：50．91� 18．9�
815 チ ェ ル ヴ ァ 牝3鹿 54 三浦 皇成窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 4．4	
59 ニシノラプランセス 牝3青鹿54 武 豊西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 454－ 61：51．0� 9．0

35 ラブリーアゲン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 432－ 21：51．63� 11．4�
612 サーフィンサファリ 牝3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 458＋ 61：51．7� 19．3
713 カ サ ー レ 牝3青鹿54 内田 博幸飯田 良枝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 424＋ 61：52．44 79．0�
816 シュネッラー 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 436＋141：52．93 95．8�
23 ブルーオーキッド 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �コロンバスサークル 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 414± 01：53．0� 302．6�
47 ハヴアサニーデイ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 51：53．21� 268．0�
48 アヴォーリオ 牝3栗 54 西田雄一郎�ターフ・スポート星野 忍 新ひだか 鳥谷 勝彦 444－ 41：53．3� 322．6�
611 ティアマリア 牝3黒鹿54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B444± 01：53．51� 174．5�
714 グラッツェミーレ 牝3鹿 54 石川裕紀人杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 476＋181：54．35 47．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，095，000円 複勝： 48，662，600円 枠連： 21，763，300円
馬連： 66，027，000円 馬単： 28，209，000円 ワイド： 45，201，000円
3連複： 84，484，900円 3連単： 98，527，700円 計： 423，970，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 380円 � 250円 枠 連（1－2） 1，920円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 670円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 32，670円

票 数

単勝票数 計 310950 的中 � 45136（3番人気）
複勝票数 計 486626 的中 � 77016（3番人気）� 28649（7番人気）� 50120（4番人気）
枠連票数 計 217633 的中 （1－2） 8748（7番人気）
馬連票数 計 660270 的中 �� 14191（18番人気）
馬単票数 計 282090 的中 �� 3363（29番人気）
ワイド票数 計 452010 的中 �� 10785（14番人気）�� 17968（6番人気）�� 9136（19番人気）
3連複票数 計 844849 的中 ��� 10485（22番人気）
3連単票数 計 985277 的中 ��� 2186（114番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．7―12．7―12．5―11．9―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．2―48．9―1：01．4―1：13．3―1：25．1―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カーロバンビーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2017．10．28 東京5着

2015．1．30生 牝3鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 6戦1勝 賞金 10，250，000円
〔発走状況〕 シュネッラー号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラッツェミーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月7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 ショウナンハイル号



18031 7月7日 曇 稍重 （30福島2）第3日 第7競走 ��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 レジェンドソウル 牡3黒鹿56 石橋 脩落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 454± 01：10．1 3．8�
713 ファーベライト 牝3黒鹿54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 41：10．2� 2．4�
611 ダウンタウンキラリ 牝3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 436＋ 41：10．62� 8．9�
47 モ シ モ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 436＋ 41：10．8� 6．2�
510 ペ テ ィ ヤ ン 牝3黒鹿54 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場 458－ 41：10．9� 100．4�
815 ハガキノハナ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 408＋ 41：11．21� 53．3	
12 ラヴァーズインメイ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 462＋ 81：11．3� 23．7

11 パストゥール �3鹿 56 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 502 ―1：11．4� 16．4�
48 デルマコニャック 牝3鹿 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 440＋ 41：11．5� 32．0�
24 ケイアイマスクラ 牡3鹿 56 津村 明秀亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 450－ 81：11．6� 19．8
612 ラヴィングフレーム 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 440＋ 41：11．7� 96．4�
59 ニシノシノブ 牝3芦 54 嶋田 純次西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 436－ 61：11．91� 22．5�
36 ニネンイチクミ 牝3栗 54

52 △藤田菜七子藤本 彰氏 竹内 正洋 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 424－14 〃 ハナ 69．7�

35 トミケンセーグラ 牡3栗 56 石川裕紀人冨樫 賢二氏 杉浦 宏昭 浦河 フクオカファーム 448－ 41：12．11� 87．3�
714 パトリツィア 牝3鹿 54 丸田 恭介ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 8 〃 アタマ 214．2�
816 ブライティアシルク 牝3芦 54

53 ☆武藤 雅小林 昌志氏 小野 次郎 平取 清水牧場 388＋ 61：13．05 268．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，320，900円 複勝： 42，050，900円 枠連： 17，981，100円
馬連： 66，780，800円 馬単： 30，320，200円 ワイド： 42，160，400円
3連複： 83，732，200円 3連単： 104，647，600円 計： 419，994，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 120円 � 210円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 230円 �� 590円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 6，040円

票 数

単勝票数 計 323209 的中 � 67474（2番人気）
複勝票数 計 420509 的中 � 73100（2番人気）� 120486（1番人気）� 37607（4番人気）
枠連票数 計 179811 的中 （2－7） 34087（1番人気）
馬連票数 計 667808 的中 �� 101438（1番人気）
馬単票数 計 303202 的中 �� 18505（2番人気）
ワイド票数 計 421604 的中 �� 54007（1番人気）�� 16372（5番人気）�� 23370（4番人気）
3連複票数 計 837322 的中 ��� 53597（2番人気）
3連単票数 計1046476 的中 ��� 12551（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．8
3 7（9，11）（3，8，13）（1，4）（2，5，10）（6，12，14）15＝16 4 7，11（3，9，13）8（1，10）4（2，5）（12，14）15，6＝16

勝馬の
紹 介

レジェンドソウル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．2．12 東京11着

2015．5．13生 牡3黒鹿 母 ベストクルーズ 母母 マサコチャン 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 デルマコニャック号の騎手菅原隆一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）
※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 デルマミモザ号・パワフルテソーロ号

18032 7月7日 曇 重 （30福島2）第3日 第8競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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
1：06．9
1：06．9

良
良

24 � グランティエラ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 502－ 21：07．3 3．2�

47 ロードコメット 	4栗 57
55 △藤田菜七子 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 514＋ 21：07．72
 16．1�

12 コロニアルスタイル 牝4栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 460－ 61：07．91� 14．7�
612 ミ ラ ビ リ ア 牝3栗 52

49 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 8 〃 ハナ 78．1�

11 テンプルツリー 牝5鹿 55
52 ▲山田 敬士山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 456± 0 〃 アタマ 33．5�

36 ミヤギウイング 牝3鹿 52 柴田 善臣菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 490＋ 61：08．11 36．9	
510 トロピカルスパート 牝4栗 55 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 482－ 41：08．31
 5．2

48 ポンテファブリチオ 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B504± 01：08．51� 9．7�
59 タイセイシュラーク 牡3黒鹿54 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 484＋121：08．6� 7．0�
815 ソングオブファイア 牡3黒鹿54 江田 照男ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 81：08．7� 24．7
611 スカイソング 牝4芦 55 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター B474± 01：08．8クビ 23．1�
23 サトノユニゾン 牡3鹿 54 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 500± 0 〃 ハナ 23．0�
35 カンタベリーマイン 	5鹿 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 456＋ 4 〃 クビ 154．8�
713 ロータスクイーン 牝3黒鹿 52

51 ☆武藤 雅�須野牧場 和田正一郎 米
Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

466＋ 21：09．01
 116．5�
816� モードザナゲット 牝4黒鹿55 西田雄一郎竹本いずみ氏 高橋 裕 浦河 高昭牧場 508－121：09．21� 203．3�
714 バンケットスクエア 牡4黒鹿57 戸崎 圭太飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-

take Iida 504－ 61：09．3クビ 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，457，500円 複勝： 50，061，300円 枠連： 20，641，900円
馬連： 79，676，200円 馬単： 32，981，100円 ワイド： 53，390，200円
3連複： 104，065，800円 3連単： 119，649，000円 計： 496，923，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 510円 � 390円 枠 連（2－4） 910円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，020円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 14，830円 3 連 単 ��� 68，190円

票 数

単勝票数 計 364575 的中 � 90999（1番人気）
複勝票数 計 500613 的中 � 99210（1番人気）� 21257（8番人気）� 29505（6番人気）
枠連票数 計 206419 的中 （2－4） 17415（2番人気）
馬連票数 計 796762 的中 �� 16795（13番人気）
馬単票数 計 329811 的中 �� 4351（20番人気）
ワイド票数 計 533902 的中 �� 10045（14番人気）�� 13810（9番人気）�� 3280（47番人気）
3連複票数 計1040658 的中 ��� 5261（49番人気）
3連単票数 計1196490 的中 ��� 1272（213番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．2―11．7―11．8―12．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．6―43．3―55．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グランティエラ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ク ロ フ ネ

2014．5．3生 牡4鹿 母 アースファイヤー 母母 プリンセスデリーデ 7戦2勝 賞金 17，400，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

※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 メイショウアテン号



18033 7月7日 曇 稍重 （30福島2）第3日 第9競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

56 オジュウチョウサン 牡7鹿 57 武 豊�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510± 02：42．3 2．0�
44 ドリームスピリット 牡3鹿 54 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 488－ 42：42．83 5．7�
79 コ ン ボ ル ド 牡4芦 57 石橋 脩金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 438－ 8 〃 クビ 10．1�
33 グリントオブライト 牝5栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 446－ 22：42．9� 3．7�
68 アイスコールド 牝5鹿 55 内田 博幸ゴドルフィン 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 22：43．0� 41．4	
22 バリンジャー 	4栗 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 426－242：43．31
 38．5

11 バンダムザブラッド 牡5黒鹿57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B478－ 22：43．72� 52．6�
710 オワゾードール 牡3鹿 54 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－122：44．44 99．9�
812 ヨ シ ヒ コ 牡4黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B478－102：44．71
 118．9
811 バレエダンサー 牝5鹿 55 石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 B464＋ 22：44．8� 271．7�
55 ジュンファイトクン 牡6栗 57 戸崎 圭太河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 458＋142：45．65 8．1�
67 エ イ ム 	5青鹿57 原田 和真ライオンレースホース� 根本 康広 日高 モリナガファーム 456－ 82：49．4大差 426．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 127，654，400円 複勝： 77，645，600円 枠連： 22，799，000円
馬連： 165，346，500円 馬単： 86，575，600円 ワイド： 81，948，300円
3連複： 202，952，500円 3連単： 378，279，200円 計： 1，143，201，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 160円 � 160円 � 190円 枠 連（4－5） 650円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 370円 �� 560円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計1276544 的中 � 507381（1番人気）
複勝票数 計 776456 的中 � 136995（2番人気）� 131051（3番人気）� 96200（4番人気）
枠連票数 計 227990 的中 （4－5） 27115（3番人気）
馬連票数 計1653465 的中 �� 168585（3番人気）
馬単票数 計 865756 的中 �� 65332（2番人気）
ワイド票数 計 819483 的中 �� 59071（4番人気）�� 36655（7番人気）�� 33569（9番人気）
3連複票数 計2029525 的中 ��� 69165（8番人気）
3連単票数 計3782792 的中 ��� 50955（10番人気）

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

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―24．4―36．6―49．3―1：01．9―1：14．3―1：27．3―1：40．2―1：52．8―2：05．1―2：17．3―2：29．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．5―3F37．2
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡7鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 3戦1勝 賞金 10，766，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月7日まで平地競走に出走

できない。

18034 7月7日 曇 稍重 （30福島2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ し ま

松 島 特 別
発走15時10分 （芝・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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

77 アウトライアーズ 牡4鹿 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：02．0 3．0�
55 ヤマニンリュウセイ 牡5栗 57 津村 明秀土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 480－ 62：02．32 25．6�
11 スクエアフォールド �5鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 476＋ 22：02．4	 8．0�
33 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：02．5クビ 21．0�
78 レイエスプランドル 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：02．92
 3．8	
22 サダムロードショー 牡8鹿 57 三浦 皇成大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 アタマ 224．1

810 ヒメタチバナ 牝5黒鹿55 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 462－ 82：03．0	 14．3�
89 ハローユニコーン 牝4鹿 55 北村 宏司 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 450－102：03．1クビ 43．8�
44 � ハヤブサライデン 牡6鹿 57 武藤 雅�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 486－ 62：03．2	 104．8
66 クラークキー 牡4鹿 57 武 豊保坂 和孝氏 池上 昌和 新冠 長浜牧場 482± 02：03．51	 2．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，357，400円 複勝： 63，096，100円 枠連： 22，524，800円
馬連： 114，830，800円 馬単： 52，412，300円 ワイド： 62，570，600円
3連複： 134，182，300円 3連単： 222，706，800円 計： 722，681，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 460円 � 190円 枠 連（5－7） 2，470円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 520円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 51，930円

票 数

単勝票数 計 503574 的中 � 130829（2番人気）
複勝票数 計 630961 的中 � 122920（2番人気）� 27360（7番人気）� 88723（4番人気）
枠連票数 計 225248 的中 （5－7） 7052（8番人気）
馬連票数 計1148308 的中 �� 17630（19番人気）
馬単票数 計 524123 的中 �� 6133（24番人気）
ワイド票数 計 625706 的中 �� 10539（17番人気）�� 32784（6番人気）�� 8911（21番人気）
3連複票数 計1341823 的中 ��� 10374（32番人気）
3連単票数 計2227068 的中 ��� 3109（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．5―47．8―59．9―1：12．5―1：24．8―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アウトライアーズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．6 新潟2着

2014．3．24生 牡4鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 11戦3勝 賞金 58，136，000円

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 2日第 5競走）
〔その他〕　　ラペーシュ号は，競走中に疾病〔両第３手根骨板状骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



18035 7月7日 曇 稍重 （30福島2）第3日 第11競走 ��
��1，800�

あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．7．8以降30．7．1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

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

33 ミッキーグローリー 牡5青鹿56 内田 博幸野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 542－ 41：47．9 2．3�
11 エ マ ノ ン 牝5黒鹿52 津村 明秀丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490－ 21：48．21� 6．0�
57 ユニゾンデライト 牡5鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 488± 01：48．62� 13．8�
813 ハナズレジェンド 牡5栗 56 武 豊広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 456－ 81：48．7� 4．9�
710 プレミオテーラー 牝6黒鹿53 北村 宏司中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 478＋ 2 〃 クビ 18．5	
68 デルマサリーチャン 牝7鹿 51 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 502＋ 21：48．8� 87．6

44 キャプテンペリー 	5栗 55 横山 典弘千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 494＋ 61：48．9クビ 10．0�
22 コスモナインボール 牡6鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 482－ 61：49．11
 17．0�
56 オウケンブラック 牡7鹿 54 江田 照男福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 41：49．2� 37．4
812� ガーニーフラップ 牡5鹿 51 丸田 恭介横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 476＋ 21：49．62� 289．1�
45 ベアインマインド 牝5鹿 52 石川裕紀人宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：49．7クビ 118．2�
69  セ セ リ 牡7栗 52 武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 504＋ 21：50．02 265．1�
711 タニノアーバンシー 牝5黒鹿54 戸崎 圭太谷水 雄三氏 中竹 和也 英 Yuzo Tani-

mizu 508－ 41：51．59 8．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 83，535，700円 複勝： 112，722，400円 枠連： 50，510，200円
馬連： 264，153，500円 馬単： 109，823，900円 ワイド： 128，523，600円
3連複： 351，256，600円 3連単： 536，244，100円 計： 1，636，770，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 300円 枠 連（1－3） 820円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 340円 �� 570円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計 835357 的中 � 288290（1番人気）
複勝票数 計1127224 的中 � 321643（1番人気）� 148539（3番人気）� 70446（7番人気）
枠連票数 計 505102 的中 （1－3） 47434（3番人気）
馬連票数 計2641535 的中 �� 249740（2番人気）
馬単票数 計1098239 的中 �� 74988（2番人気）
ワイド票数 計1285236 的中 �� 106209（2番人気）�� 56613（5番人気）�� 25503（14番人気）
3連複票数 計3512566 的中 ��� 93227（9番人気）
3連単票数 計5362441 的中 ��� 40205（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―11．8―12．0―12．0―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．5―47．3―59．3―1：11．3―1：23．2―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーグローリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．8．8 新潟3着

2013．4．3生 牡5青鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 10戦5勝 賞金 59，655，000円

18036 7月7日 曇 重 （30福島2）第3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

712 デザートスネーク �4鹿 57 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 474－ 81：45．1 1．8�
11 ウインドオブホープ �5栗 57 北村 宏司�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 524－ 6 〃 ハナ 28．1�
34 グラスブルース 牡4鹿 57 戸崎 圭太半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B502－ 21：45．42 8．6�
47 フラッグアドミラル 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 456－ 4 〃 ハナ 222．3�
46 � マイネルストラトス 牡4黒鹿57 柴田 善臣杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 496＋ 41：45．5� 13．0�
22 ト ラ ネ コ 牡4黒鹿57 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 440－ 61：46．13� 19．0	
610 トミケンボハテル 牡4芦 57 津村 明秀冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B484－ 2 〃 クビ 9．2

815 グラスチャンプ 牡3芦 54 武士沢友治半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 470－ 41：46．2クビ 155．8�
59 � ワンダーラスト 牝5鹿 55 丸田 恭介下河�行雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 394－121：46．41� 197．1
35 � ブライトサーベル 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 478－ 61：46．5クビ 204．8�

23 スリーミュージアム 牡5鹿 57
55 △藤田菜七子永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B428－ 4 〃 クビ 118．1�

713 オールウェイズゼア 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 476± 01：46．6� 11．8�
611 マイネルツァイト 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 502－ 2 〃 ハナ 28．4�
814 ホウオウジャッジ 牡3鹿 54 石橋 脩小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 41：47．45 6．9�
58 � アンリキャトル �7黒鹿57 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－ 81：47．82� 67．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 69，880，300円 複勝： 105，165，400円 枠連： 37，328，900円
馬連： 157，927，700円 馬単： 79，687，900円 ワイド： 104，171，000円
3連複： 220，406，500円 3連単： 351，212，400円 計： 1，125，780，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 330円 � 230円 枠 連（1－7） 1，900円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 730円 �� 410円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 698803 的中 � 310130（1番人気）
複勝票数 計1051654 的中 � 404637（1番人気）� 53034（7番人気）� 85891（5番人気）
枠連票数 計 373289 的中 （1－7） 15183（7番人気）
馬連票数 計1579277 的中 �� 55800（8番人気）
馬単票数 計 796879 的中 �� 20048（12番人気）
ワイド票数 計1041710 的中 �� 36179（7番人気）�� 70865（4番人気）�� 11659（23番人気）
3連複票数 計2204065 的中 ��� 30251（23番人気）
3連単票数 計3512124 的中 ��� 12604（66番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．6―43．2―56．1―1：08．7―1：21．2―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デザートスネーク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．1．16 中京3着

2014．3．25生 �4鹿 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 8戦3勝 賞金 25，000，000円
〔制裁〕 デザートスネーク号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※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 サンペドロ号・ダイフク号



（30福島2）第3日 7月7日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 171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
厩務員出走奨励金

203，800，000円
11，660，000円
14，020，000円
1，120，000円
22，490，000円
69，864，500円
6，075，600円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
546，571，800円
646，483，200円
260，463，300円
1，133，027，500円
529，925，900円
665，324，900円
1，495，075，300円
2，192，384，800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 7，469，256，700円

総入場人員 14，247名 （有料入場人員 11，959名）
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