
18061 7月15日 晴 良 （30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00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

46 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 476－ 61：11．0 16．5�

35 ショウナンガナドル 牡2黒鹿54 横山 典弘国本 哲秀氏 和田 勇介 浦河 谷川牧場 460± 01：11．31� 16．6�
11 ア マ デ ウ ス 牡2黒鹿54 大野 拓弥中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 444－ 21：11．4� 1．8�
814 ヤンチャプリヒメ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 424± 0 〃 ハナ 50．0�
815 ニシノオウキ 牡2青鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 458± 0 〃 クビ 13．7�
34 ナタラディーヴァ 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 446＋ 61：11．71� 3．5	
713 ダディフィンガー 牡2鹿 54 田中 勝春野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 490± 0 〃 クビ 24．5

712 ニシノビアンカ 牝2芦 54 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 454± 01：11．91� 13．9�
611 コケラオトシ 牡2栗 54 酒井 学岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 440＋ 41：12．1� 341．7�
47 シゲルガーネット 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 的場 均 新冠 中央牧場 396－ 61：12．2� 292．8
610 エ ム チ ャ ン 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士林 啓二氏 小桧山 悟 新冠 イワミ牧場 404－ 41：12．94 60．3�
23 ヴェイディミーカム 牝2鹿 54 武士沢友治 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 448＋ 41：13．11� 187．7�
59 ギ ュ ウ ホ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 424± 0 〃 クビ 286．9�
22 ウインアイルビータ 牝2栗 54 津村 明秀�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：13．31� 64．1�
58 ゴーアブロード 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 492± 01：13．61� 382．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，557，600円 複勝： 41，752，500円 枠連： 15，057，200円
馬連： 56，779，100円 馬単： 31，850，700円 ワイド： 39，634，700円
3連複： 84，814，200円 3連単： 112，798，100円 計： 413，244，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 230円 � 280円 � 110円 枠 連（3－4） 1，730円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 15，160円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 480円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 43，520円

票 数

単勝票数 計 305576 的中 � 15595（5番人気）
複勝票数 計 417525 的中 � 33924（3番人気）� 25522（6番人気）� 166621（1番人気）
枠連票数 計 150572 的中 （3－4） 6725（7番人気）
馬連票数 計 567791 的中 �� 7023（16番人気）
馬単票数 計 318507 的中 �� 1575（33番人気）
ワイド票数 計 396347 的中 �� 6580（13番人気）�� 22139（2番人気）�� 16491（5番人気）
3連複票数 計 848142 的中 ��� 15449（10番人気）
3連単票数 計1127981 的中 ��� 1879（122番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．1―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．6―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアプラウス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．6．30 福島4着

2016．5．5生 牡2黒鹿 母 ファインビンテージ 母母 オークヴィンテージ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出走取消馬 コスモポルベーラ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 グットラン号・ロシアンブルー号

18062 7月15日 晴 良 （30福島2）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：45．3
1：43．9

良
良

510 ロジスカーレット 牡3鹿 56 横山 典弘久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 424± 01：49．7 11．8�
36 リリーバレロ 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 2．8�
815 リンディーホップ 牝3青鹿54 原田 和真 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：50．01� 18．2�
24 スールマカロン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：50．1� 2．4�
713 ヴィヤンシーコ 牡3鹿 56 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 432＋ 21：50．31� 38．2�
47 アドマイヤテン 牡3黒鹿56 国分 優作近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 522－ 8 〃 クビ 130．0	
23 モカチョウサン 牝3栗 54 田中 勝春
チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 436＋ 61：50．51� 96．2�
48 デルマサンブッカ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 408＋ 21：50．6� 67．4�
11 ショウナンハイル 牝3栗 54 酒井 学国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 424－ 21：50．7� 65．5
611 ブラックキングダム 牡3青鹿56 内田 博幸草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 466－ 21：50．91� 5．1�
12 コスモラフェット 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 61：51．11� 301．2�
816 ネイビークロス 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 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 B472＋ 41：51．2� 126．5�
714 シ ョ ウ セ イ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅
ジェイアール 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 B472＋ 41：51．52 140．4�
59 キミニトドケ 牝3鹿 54 北村 宏司田原 邦男氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 424＋ 81：51．81� 68．1�
612 ボ リ ー バ ル 牡3栗 56 津村 明秀吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 518＋101：52．43� 27．7�
35 シュンソクハヤテ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也新木 鈴子氏 加藤 和宏 浦河 ヒダカフアーム 444－ 41：52．82� 420．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，715，100円 複勝： 36，454，200円 枠連： 13，412，500円
馬連： 55，486，300円 馬単： 28，182，600円 ワイド： 35，996，100円
3連複： 76，592，100円 3連単： 97，859，200円 計： 373，698，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 280円 � 160円 � 350円 枠 連（3－5） 1，610円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，780円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 44，200円

票 数

単勝票数 計 297151 的中 � 20092（4番人気）
複勝票数 計 364542 的中 � 31076（4番人気）� 76343（2番人気）� 22853（5番人気）
枠連票数 計 134125 的中 （3－5） 6434（5番人気）
馬連票数 計 554863 的中 �� 22617（6番人気）
馬単票数 計 281826 的中 �� 3913（18番人気）
ワイド票数 計 359961 的中 �� 13466（7番人気）�� 5020（17番人気）�� 9913（8番人気）
3連複票数 計 765921 的中 ��� 7582（19番人気）
3連単票数 計 978592 的中 ��� 1605（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．7―49．7―1：02．0―1：13．9―1：25．9―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジスカーレット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．21 東京14着

2015．2．3生 牡3鹿 母 メジロジェニファー 母母 カ ン パ ナ 5戦1勝 賞金 5，500，000円
※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 スーパースナッズ号
（非抽選馬） 2頭 エスパージョー号・ツクバマカナ号

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６日



18063 7月15日 晴 良 （30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00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

23 ディアビオラン 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 育也ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 春木 昭雄 458－ 21：48．2 214．2�

58 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 476＋ 21：48．41� 3．7�
22 ジェイエルノブレス 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 446－ 6 〃 アタマ 5．5�
11 サムシングクール 牝3鹿 54 北村 宏司桜井 忠隆氏 中川 公成 苫小牧 藤澤 昭勝 438± 01：48．61� 44．8�
59 サンズエーガル 牝3栗 54 嘉藤 貴行天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 B466－ 41：48．81� 16．7�
34 パリスハート 牝3鹿 54 津村 明秀日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454＋161：49．54 89．7	
815 ビ ド ウ 牝3鹿 54 大野 拓弥由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 410－ 2 〃 ハナ 38．7

814 シバノモスキー 牝3黒鹿54 酒井 学柴 一男氏 星野 忍 新冠 パカパカ

ファーム 436－ 21：49．6� 40．0�
712 バスクインザサン 牝3青 54 石橋 脩�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 516± 01：50．02� 4．2�
46 オスカーレーヴ 牝3鹿 54 石川裕紀人森 保彦氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 444± 01：50．42� 11．4
610 ウンメイノデアイ 牝3黒鹿54 丸田 恭介キャピタルクラブ 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 480＋ 41：50．61 173．3�
47 ベ リ ン ダ 牝3栗 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－ 6 〃 ハナ 9．1�
611 グラスコマチ 牝3黒鹿54 内田 博幸半沢� 菊川 正達 新ひだか 松田牧場 424－ 8 〃 アタマ 6．1�
713 シーズラック 牝3鹿 54 柴田 大知坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：50．7クビ 39．5�
35 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 444－ 21：51．23 37．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，775，100円 複勝： 44，312，700円 枠連： 14，731，400円
馬連： 58，796，800円 馬単： 26，788，700円 ワイド： 43，102，900円
3連複： 84，868，100円 3連単： 96，562，600円 計： 396，938，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 21，420円 複 勝 � 2，750円 � 170円 � 210円 枠 連（2－5） 1，120円

馬 連 �� 40，540円 馬 単 �� 141，480円

ワ イ ド �� 10，640円 �� 10，220円 �� 520円

3 連 複 ��� 57，650円 3 連 単 ��� 769，310円

票 数

単勝票数 計 277751 的中 � 1037（15番人気）
複勝票数 計 443127 的中 � 2980（15番人気）� 83814（1番人気）� 57333（4番人気）
枠連票数 計 147314 的中 （2－5） 10153（6番人気）
馬連票数 計 587968 的中 �� 1124（63番人気）
馬単票数 計 267887 的中 �� 142（162番人気）
ワイド票数 計 431029 的中 �� 992（72番人気）�� 1033（70番人気）�� 23307（2番人気）
3連複票数 計 848681 的中 ��� 1104（142番人気）
3連単票数 計 965626 的中 ��� 91（1331番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―30．9―43．7―56．8―1：09．5―1：22．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアビオラン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．8 東京9着

2015．5．27生 牝3黒鹿 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 カグヤヒメ号の騎手武士沢友治は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・11番）

18064 7月15日 晴 良 （30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30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� コースレコード2：59．3良

710 ロンギングダンサー 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 496－ 43：02．7 4．3�
22 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 60 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 23：04．08 2．5�
33 � ホシルミエール �5鹿 60 白浜 雄造永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 468－123：04．21� 9．6�
55 スミレタンポポ 牝6鹿 58 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 414－103：04．62	 69．0�
79 ゲネラルプローベ 牡6鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 490＋143：04．81� 4．0�
56 フォルテメンテ 牡4鹿 60 上野 翔伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 516＋ 63：05．54 16．8	
811 スリージェット 牡5栗 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 43：06．13	 9．0

44 � マリノパシフィカス 牝4黒鹿58 山本 康志矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 430＋ 63：09．8大差 85．8�
812 ユキノエルドール 牡4栗 60 高野 和馬井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 63：09．9	 25．9�
68 ソウラセブン 牝3青鹿56 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 424－ 83：11．9大差 157．3
67 ハッスルボーイ 牡3青鹿58 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 486＋173：13．7大差 107．4�
11 � バーサーカー 牡6栗 60 金子 光希香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 494＋ 2 （競走中止） 49．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，110，900円 複勝： 18，655，700円 枠連： 14，004，900円
馬連： 35，516，900円 馬単： 22，028，000円 ワイド： 22，257，000円
3連複： 54，853，900円 3連単： 88，976，800円 計： 274，404，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 120円 � 220円 枠 連（2－7） 220円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 240円 �� 670円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計 181109 的中 � 33585（3番人気）
複勝票数 計 186557 的中 � 32951（2番人気）� 50471（1番人気）� 15578（5番人気）
枠連票数 計 140049 的中 （2－7） 49285（1番人気）
馬連票数 計 355169 的中 �� 50866（2番人気）
馬単票数 計 220280 的中 �� 12165（4番人気）
ワイド票数 計 222570 的中 �� 27029（1番人気）�� 7625（9番人気）�� 11454（5番人気）
3連複票数 計 548539 的中 ��� 27635（4番人気）
3連単票数 計 889768 的中 ��� 9153（17番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．9－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングダンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．4 新潟3着

2009．2．24生 牡9黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 障害：7戦1勝 賞金 14，880，000円
〔競走中止〕 バーサーカー号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。



18065 7月15日 晴 良 （30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20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
1：45．6

良
良

47 カイザースクルーン 牡2芦 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480 ―1：51．1 2．9�

815 ソークアップザサン 牡2青鹿54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 476 ―1：51．2� 5．3�

713 タマノジュメイラ 牝2鹿 54 津村 明秀玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 456 ―1：51．41� 6．2�
714 マンボカリエンテ 牡2栗 54 大野 拓弥橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 480 ― 〃 アタマ 4．9�
612 ソルパシオン 牡2栗 54 北村 宏司 �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 470 ―1：52．46 7．2	
11 シゲルシンジュ 牡2芦 54 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 486 ―1：53．88 17．0

12 ワークアンドリッチ 牡2鹿 54 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 佐藤牧場 462 ― 〃 アタマ 31．5�
48 ウインリブレット 牡2黒鹿54 宮崎 北斗�ウイン 奥平 雅士 浦河 小倉牧場 450 ―1：54．0� 162．9�
23 キチロクタービン 牡2栗 54 酒井 学山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 456 ―1：54．21� 71．0
816 マイネルデセーオ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 むかわ 宇南山牧場 504 ― 〃 クビ 62．0�
611 カサブランカボーテ 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 矢野牧場 446 ―1：54．4� 109．6�
510 ヒカルフラッシュ 牡2黒鹿54 的場 勇人安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 452 ―1：54．61� 101．1�
36 エ ル カ ズ ネ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 浦河 ミルファーム 450 ― 〃 アタマ 167．5�
59 シ ン モ エ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�藤原牧場 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 438 ―1：55．02� 142．2�
35 キ ン ノ オ ノ 牡2鹿 54 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 478 ―1：56．17 77．5�

（15頭）
24 ゲットイージー 牡2芦 54 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 480 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，762，300円 複勝： 35，411，300円 枠連： 15，923，200円
馬連： 49，202，400円 馬単： 24，073，600円 ワイド： 30，377，100円
3連複： 61，756，700円 3連単： 78，485，300円 計： 327，991，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 150円 � 150円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 330円 �� 340円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 差引計 327623（返還計 2937） 的中 � 90942（1番人気）
複勝票数 差引計 354113（返還計 3576） 的中 � 88451（1番人気）� 54939（2番人気）� 53943（3番人気）
枠連票数 差引計 159232（返還計 164） 的中 （4－8） 17418（3番人気）
馬連票数 差引計 492024（返還計 13608） 的中 �� 48608（1番人気）
馬単票数 差引計 240736（返還計 6234） 的中 �� 14330（1番人気）
ワイド票数 差引計 303771（返還計 12010） 的中 �� 24536（1番人気）�� 23167（2番人気）�� 13349（7番人気）
3連複票数 差引計 617567（返還計 35274） 的中 ��� 32353（3番人気）
3連単票数 差引計 784853（返還計 40848） 的中 ��� 11213（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．6―13．1―12．5―12．0―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．3―50．4―1：02．9―1：14．9―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カイザースクルーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2016．3．6生 牡2芦 母 アイスフォーリス 母母 リ リ ウ ム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ゲットイージー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※キンノオノ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18066 7月15日 晴 良 （30福島2）第6日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時50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

58 ユイノチョッパー 牡3黒鹿56 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B500± 01：47．2 4．2�
59 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492＋121：47．62� 2．7�
46 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 484－ 21：47．7� 12．9�
35 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム B444＋121：48．12� 3．5�
34 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 490＋ 21：48．2クビ 9．9�
610 トミケンバディリ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 高昭牧場 492＋121：48．3� 20．0	
22 オープニングアクト 牡3栗 56 津村 明秀�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 508＋ 81：50．3大差 57．5

11 ハロービギン 牡3鹿 56 菅原 隆一大原 詔宏氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社

大原ファーム 454± 01：50．83 242．6�
814 フジワンタイフーン 牡3鹿 56 武士沢友治�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 B478± 0 〃 ハナ 33．0�
23 アーキトレーヴ �3栗 56 国分 優作�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460＋ 41：51．11� 39．8
611 ストームフラッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士�ターフ・スポート小桧山 悟 新ひだか 今 牧場 492＋ 21：52．05 183．5�
815 ムーンケリー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗高橋 佑吉氏 中川 公成 日高 賀張三浦牧場 B506＋ 21：52．1クビ 39．6�
713 スガノゴールド 牡3鹿 56 岩部 純二菅原富美子氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 博志 B486－ 61：52．73� 92．2�
47 ア キ ヒ メ 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 390± 01：53．02 41．5�
（14頭）

712 ブラックコニャック 牡3鹿 56 酒井 学黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 464＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，959，800円 複勝： 34，419，400円 枠連： 17，454，500円
馬連： 62，096，300円 馬単： 30，364，300円 ワイド： 40，023，400円
3連複： 81，135，500円 3連単： 110，376，000円 計： 402，829，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 130円 � 230円 枠 連（5－5） 680円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 320円 �� 870円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 11，960円

票 数

単勝票数 差引計 269598（返還計 1271） 的中 � 50275（3番人気）
複勝票数 差引計 344194（返還計 2333） 的中 � 60875（3番人気）� 87271（1番人気）� 29063（5番人気）
枠連票数 差引計 174545（返還計 146） 的中 （5－5） 19857（2番人気）
馬連票数 差引計 620963（返還計 6038） 的中 �� 66268（2番人気）
馬単票数 差引計 303643（返還計 3039） 的中 �� 15487（5番人気）
ワイド票数 差引計 400234（返還計 6563） 的中 �� 35530（2番人気）�� 10837（11番人気）�� 19559（5番人気）
3連複票数 差引計 811355（返還計 17965） 的中 ��� 24309（7番人気）
3連単票数 差引計1103760（返還計 19956） 的中 ��� 6686（32番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―30．1―41．8―54．6―1：07．9―1：21．5―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．3
1
3
15，3－（9，14）8（4，5）6，11，10，1，2－13＝7
15－（3，8）－（9，5）（4，14，6）－10（11，2）－（1，13）＝7

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

勝馬の
紹 介

ユイノチョッパー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．1．14 京都5着

2015．3．10生 牡3黒鹿 母 アイティアビー 母母 トウキュウアビー 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走除外・発走状況〕 ブラックコニャック号は，発馬機内で疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。

フジワンタイフーン号は，発走地点で馬装整備。
発走時刻8分遅延。
アキヒメ号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔制裁〕 フジワンタイフーン号の調教師古賀史生は，馬装について注意義務を怠り過怠金30，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アキヒメ号は，平成30年7月16日から平成30年8月5日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スガノゴールド号・アキヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月15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） 2頭 ニコラオス号・ビギンアゲイン号



18067 7月15日 晴 良 （30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20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
2：37．3
2：37．3

良
良

510 カイザーヴェッター 牡3青鹿56 石橋 脩 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B472± 02：43．0 7．3�
815 マイティテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋ 4 〃 クビ 14．5�

36 エイカイオリンピア 牡3鹿 56 酒井 学二木 英德氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム B532－ 62：43．1� 86．4�
714 マイネルスカイ 牡3黒鹿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 484＋ 22：43．31 2．6�
59 エスポワールカフェ 牡3栗 56 内田 博幸西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 452＋122：43．4	 14．2	
48 ソリフロール 牝3黒鹿54 北村 宏司�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 448＋ 2 〃 アタマ 3．7

612 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 大野 拓弥国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 42：43．82	 10．9�
816 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 464－ 82：44．11� 17．6�
35 モンサルヴァート 牡3鹿 56 杉原 誠人 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 452＋10 〃 ハナ 35．7
611 ロイヤルバースデー 牡3栗 56 嘉藤 貴行松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476－ 42：44．31
 47．7�
11 アーバンブラック 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 育也西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 442－ 42：44．93	 92．1�
713 クロックムッシュ 牡3鹿 56 石川裕紀人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476± 02：45．21� 52．9�
12 シンボリトレイル 牝3鹿 54 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 前川 正美 390－ 22：46．15 115．7�
47 オークレール 牝3栗 54 津村 明秀村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 422＋ 22：46．31
 18．0�
24 クライオブザソウル 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�ターフ・スポート武井 亮 新冠 村田牧場 520＋ 42：48．9大差 56．5�
23 バルバロッサ 牡3青鹿56 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 418± 02：50．9大差 70．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，557，600円 複勝： 44，721，800円 枠連： 20，587，600円
馬連： 67，429，300円 馬単： 31，213，100円 ワイド： 46，008，600円
3連複： 94，865，600円 3連単： 112，275，000円 計： 446，658，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 360円 � 450円 � 2，350円 枠 連（5－8） 1，770円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 8，670円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 9，130円 �� 13，140円

3 連 複 ��� 131，510円 3 連 単 ��� 465，130円

票 数

単勝票数 計 295576 的中 � 32314（3番人気）
複勝票数 計 447218 的中 � 35578（4番人気）� 26886（6番人気）� 4454（15番人気）
枠連票数 計 205876 的中 （5－8） 9009（8番人気）
馬連票数 計 674293 的中 �� 10524（15番人気）
馬単票数 計 312131 的中 �� 2700（29番人気）
ワイド票数 計 460086 的中 �� 7073（15番人気）�� 1286（63番人気）�� 891（79番人気）
3連複票数 計 948656 的中 ��� 541（233番人気）
3連単票数 計1122750 的中 ��� 175（913番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．4―13．0―12．7―13．0―12．6―13．1―12．1―11．8―11．9―12．5―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�
13．3―25．2―37．6―50．6―1：03．3―1：16．3―1：28．9―1：42．0―1：54．1―2：05．9―2：17．8―2：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カイザーヴェッター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．10．29 東京4着

2015．5．1生 牡3青鹿 母 カ イ ゼ リ ン 母母 ブロードアピール 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時25分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クライオブザソウル号・バルバロッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

8月15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。
（非当選馬） 1頭 ツインクルテソーロ号

18068 7月15日 晴 良 （30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13時50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

58 モルフェオルフェ 牝3鹿 52
49 ▲木幡 育也並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 426＋ 61：09．2 3．6�

22 トーセンアンバー 牝3鹿 52 戸崎 圭太島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 450－ 61：09．3� 5．3�

34 マイティーワークス 牝3青鹿52 大野 拓弥中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 452＋ 21：09．51� 7．8�
23 ニシノウララ 牝3青鹿 52

51 ☆武藤 雅西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 450－ 41：09．6� 3．3�
814 サラドリーム 牝3黒鹿52 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 418－ 21：09．81� 14．8	
712 シェヴェルニー 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士
ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 434－10 〃 アタマ 73．4�
11 	 カズミドリーム 牝3栗 52 原田 和真藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 462＋101：09．9� 104．9�
610 ジェイケイオジョウ 牝4鹿 55 北村 宏司小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 474＋16 〃 クビ 14．9
815 リボンドグレープス 牝5芦 55 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B418－101：10．32 84．3�
611 カ レ ン 牝4栗 55 杉原 誠人
ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 490＋101：10．51 48．9�
46 ジュリーハーツ 牝3黒鹿52 津村 明秀林 正道氏 池上 昌和 浦河 
川 啓一 B482＋141：10．81� 26．5�
35 フローラルシトラス 牝3黒鹿 52

50 △藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 408＋ 41：10．9� 47．2�
47 ゴールデンテソーロ 牝3栗 52 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 462－ 21：11．22 11．6�

713 イランカラプテ 牝3栗 52 岩部 純二
ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 428＋24 〃 クビ 60．3�
59 	 プリンセスアール 牝3栗 52 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 浜本牧場 460＋ 81：11．62� 219．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，497，500円 複勝： 50，005，500円 枠連： 21，915，600円
馬連： 87，261，000円 馬単： 36，144，500円 ワイド： 51，938，300円
3連複： 112，419，400円 3連単： 141，199，300円 計： 538，381，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 210円 � 210円 枠 連（2－5） 450円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 500円 �� 510円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 374975 的中 � 83040（2番人気）
複勝票数 計 500055 的中 � 87238（2番人気）� 58837（4番人気）� 60147（3番人気）
枠連票数 計 219156 的中 （2－5） 37350（1番人気）
馬連票数 計 872610 的中 �� 57712（4番人気）
馬単票数 計 361445 的中 �� 13766（5番人気）
ワイド票数 計 519383 的中 �� 26728（3番人気）�� 26212（4番人気）�� 21146（6番人気）
3連複票数 計1124194 的中 ��� 38228（4番人気）
3連単票数 計1411993 的中 ��� 12533（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モルフェオルフェ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．22 福島4着

2015．3．27生 牝3鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 9戦2勝 賞金 16，900，000円
〔発走状況〕 フローラルシトラス号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。



18069 7月15日 晴 良 （30福島2）第6日 第9競走 ��2，000�
た ね い ち

種 市 特 別
発走14時25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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

77 ダノンポピー 牝3栗 52 戸崎 圭太�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454－102：02．0 4．1�
78 チャロネグロ 牡4黒鹿57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 42：02．42� 1．8�

33 マイネルズイーガー 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 494± 0 〃 アタマ 4．6�

89 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 512＋102：02．61� 13．5�
22 ヒラボクビューン �4鹿 57 丸田 恭介�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 462－ 2 〃 ハナ 37．8�
11 ゼンノタヂカラオ �5黒鹿57 大野 拓弥大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 500± 02：02．7クビ 11．3	
810 タイプムーン 牝3黒鹿52 宮崎 北斗 
コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 456± 0 〃 クビ 26．6�
66 マイネルベレーロ 牡4栗 57 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 22：03．33� 163．9�
55 ノーブルカリス 牝3鹿 52 江田 照男吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 480＋162：03．4� 41．4
44 フラワープレミア 牡4鹿 57 国分 優作花村 誠氏 池上 昌和 平取 船越 伸也 480－ 2 〃 クビ 230．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，952，100円 複勝： 84，697，300円 枠連： 20，457，100円
馬連： 93，053，500円 馬単： 49，750，900円 ワイド： 47，959，000円
3連複： 108，653，600円 3連単： 226，600，300円 計： 674，123，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（7－7） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 170円 �� 260円 �� 150円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 429521 的中 � 83135（2番人気）
複勝票数 計 846973 的中 � 69437（3番人気）� 543595（1番人気）� 91137（2番人気）
枠連票数 計 204571 的中 （7－7） 40328（2番人気）
馬連票数 計 930535 的中 �� 177628（2番人気）
馬単票数 計 497509 的中 �� 41368（3番人気）
ワイド票数 計 479590 的中 �� 70891（2番人気）�� 37660（3番人気）�� 90711（1番人気）
3連複票数 計1086536 的中 ��� 209486（1番人気）
3連単票数 計2266003 的中 ��� 63217（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．2―49．4―1：02．2―1：14．3―1：25．9―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンポピー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．7．22 福島5着

2015．3．2生 牝3栗 母 マネーキャントバイミーラヴ 母母 Sabreon 5戦2勝 賞金 18，294，000円
〔発走状況〕 ダノンポピー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

18070 7月15日 晴 良 （30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00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 750，000
750，000

円
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

612 スマートレイチェル 牝4黒鹿55 戸崎 圭太大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486± 01：07．5 3．7�
510 スズカグラーテ 牝4黒鹿55 内田 博幸永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 448± 01：07．81� 3．1�
35 	 アスタースウィング 牡4栗 57 北村 宏司加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B526＋101：08．01
 12．6�
24 メイショウタラチネ 牝6黒鹿55 丸田 恭介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B470± 01：08．1クビ 58．8�
23 ク ラ シ コ 牡6鹿 57 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 522± 0 〃 クビ 9．1�
713 ダークリパルサー 牡3黒鹿54 横山 典弘�レッドマジック金成 貴史 日高 幾千世牧場 496＋ 6 〃 同着 7．9	
12 テイエムチェロキー 牡4鹿 57 大野 拓弥竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 476± 01：08．31� 17．1

816 ローレルジャック 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484－ 81：08．4
 141．0�
815 ウサギノカケアシ 牡6芦 57 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 484－ 41：08．5クビ 68．7�
47 ショウナンカイドウ 牡5栗 57 武藤 雅国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B534－ 21：08．81� 68．8
48 ジャストザヨコハマ 牡6栗 57 国分 優作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 518＋ 61：08．9
 76．2�
36 ラピッドライズ 牝5青鹿55 酒井 学下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 498－ 91：09．0クビ 78．8�
611 シ ェ ア ー ド 牡5鹿 57 江田 照男伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋ 8 〃 クビ 66．8�
59 � ブレーヴブラッド 牡6鹿 57 津村 明秀村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：09．31� 134．5�
11 ヤ サ シ サ 牝4鹿 55 石川裕紀人佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 504＋101：09．4
 17．1�
714	 ジャスパーウィン 牡3栗 54 田中 勝春加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 490＋ 21：11．5大差 7．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，720，100円 複勝： 79，353，600円 枠連： 34，034，000円
馬連： 149，459，700円 馬単： 61，656，600円 ワイド： 86，145，200円
3連複： 203，076，500円 3連単： 258，383，500円 計： 924，829，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 120円 � 330円 枠 連（5－6） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 230円 �� 930円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 9，700円

票 数

単勝票数 計 527201 的中 � 111521（2番人気）
複勝票数 計 793536 的中 � 166595（2番人気）� 215311（1番人気）� 39411（6番人気）
枠連票数 計 340340 的中 （5－6） 53554（1番人気）
馬連票数 計1494597 的中 �� 229727（1番人気）
馬単票数 計 616566 的中 �� 43231（2番人気）
ワイド票数 計 861452 的中 �� 116307（1番人気）�� 21095（10番人気）�� 24584（8番人気）
3連複票数 計2030765 的中 ��� 66219（4番人気）
3連単票数 計2583835 的中 ��� 19300（15番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―10．8―11．6―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．0―42．6―54．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．1．25生 牝4黒鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 14戦4勝 賞金 55，386，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 ジャスパーウィン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジャスパーウィン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年8月15日まで出走できない。

１レース目



18071 7月15日 晴 良 （30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35分 （芝・右）
3歳以上，29．7．15以降30．7．8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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

79 タマモブリリアン 牝5黒鹿52 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 484＋101：08．3 5．3�
11 ゴールドクイーン 牝3栗 51 大野 拓弥加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 454± 0 〃 アタマ 2．6�
811 マドモアゼル 牝3黒鹿51 酒井 学�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 444－ 21：08．61� 16．7�
33 � ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿52 北村 宏司�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 482＋ 4 〃 アタマ 7．6�
810� シベリアンスパーブ 牡9鹿 54 石橋 脩藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 514＋ 21：08．92 47．1	
44 フミノムーン 牡6栗 55 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 456＋ 2 〃 ハナ 7．1

22 ノットフォーマル 牝6黒鹿50 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 4 〃 ハナ 18．0�
78 ツィンクルソード 	7芦 53 武藤 雅 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 468－261：09．0クビ 73．2�
55 クラウンアイリス 牝7栗 49 藤田菜七子�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 406－ 2 〃 クビ 33．7
67 タイセイプライド 牡3青鹿53 戸崎 圭太田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 492± 01：09．2� 4．5�
66 メイプルキング 牡5鹿 50 江田 照男節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 468＋ 21：10．47 55．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 83，762，400円 複勝： 93，799，900円 枠連： 39，586，000円
馬連： 265，609，000円 馬単： 109，561，400円 ワイド： 110，847，300円
3連複： 349，409，200円 3連単： 583，067，100円 計： 1，635，642，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 140円 � 340円 枠 連（1－7） 750円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，140円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 13，750円

票 数

単勝票数 計 837624 的中 � 126245（3番人気）
複勝票数 計 937999 的中 � 140873（3番人気）� 228111（1番人気）� 52296（6番人気）
枠連票数 計 395860 的中 （1－7） 40504（2番人気）
馬連票数 計2656090 的中 �� 253271（2番人気）
馬単票数 計1095614 的中 �� 46508（4番人気）
ワイド票数 計1108473 的中 �� 89714（2番人気）�� 23171（14番人気）�� 34153（11番人気）
3連複票数 計3494092 的中 ��� 77754（12番人気）
3連単票数 計5830671 的中 ��� 30731（48番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．0―11．4―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．1―45．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモブリリアン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2015．10．12 京都3着

2013．3．28生 牝5黒鹿 母 チャームダイヤ 母母 ダイヤモンドピアス 29戦6勝 賞金 122，904，000円

18072 7月15日 晴 良 （30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15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

35 キングスヴァリュー 牡3栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B482± 01：47．5 2．8�
46 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 530＋ 6 〃 ハナ 3．6�
58 � ア オ テ ン 牡5鹿 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 508－ 61：47．81	 34．3�
712 サ ン ペ ド ロ 牡5栗 57 田中 勝春�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 478＋ 41：47．9クビ 36．0	
59 リョウランヒーロー 牡4黒鹿57 横山 典弘佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 480－ 41：48．0	 8．6

814 グラファイト 牡3青鹿 54

53 ☆武藤 雅 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472＋ 41：48．1	 126．9�
34 リンガスネオ 
4黒鹿57 内田 博幸伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 466－ 21：48．2クビ 13．3�
23 ダ イ フ ク 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 B482－ 81：49．05 192．5
610� リープスプラウト 牡4栗 57 石川裕紀人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 486＋ 61：49．21� 79．1�
22 � ワイルドソング 牡4鹿 57 酒井 学西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 530－ 61：49．3	 294．0�
47 グランデウィーク 牡3栗 54 津村 明秀 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 21：49．5	 29．0�
815 アイアムジュピター 牡4鹿 57 菅原 隆一堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 514＋ 6 〃 クビ 159．3�
611 ネ オ ダ ラ ス 牡3青鹿54 江田 照男西田 俊二氏 田村 康仁 新ひだか 小河 豊水 498＋ 61：49．92� 42．2�
713 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 B504＋ 21：50．64 4．1�
11 フラワーストリーム 牡3鹿 54 大野 拓弥花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B466＋ 61：50．91	 30．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，169，900円 複勝： 75，275，100円 枠連： 35，018，900円
馬連： 154，310，200円 馬単： 67，179，200円 ワイド： 87，833，000円
3連複： 209，031，700円 3連単： 314，214，100円 計： 1，007，032，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 520円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，390円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 14，910円

票 数

単勝票数 計 641699 的中 � 183326（1番人気）
複勝票数 計 752751 的中 � 192316（1番人気）� 138645（2番人気）� 23762（9番人気）
枠連票数 計 350189 的中 （3－4） 66359（1番人気）
馬連票数 計1543102 的中 �� 255294（1番人気）
馬単票数 計 671792 的中 �� 60906（1番人気）
ワイド票数 計 878330 的中 �� 113862（1番人気）�� 14502（11番人気）�� 11822（20番人気）
3連複票数 計2090317 的中 ��� 32350（12番人気）
3連単票数 計3142141 的中 ��� 15269（41番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．7―42．6―56．0―1：08．7―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングスヴァリュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Officer デビュー 2017．9．3 新潟2着

2015．1．30生 牡3栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 8戦2勝 賞金 21，600，000円
〔制裁〕 キングスヴァリュー号の騎手石橋脩は，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。

トーセンヴィータ号の騎手北村宏司は，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。
※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 レンズフルパワー号・ワイルドグラス号

４レース目



（30福島2）第6日 7月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

196，880，000円
2，590，000円
15，710，000円
1，260，000円
21，710，000円
67，750，000円
5，118，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
476，540，400円
638，859，000円
262，182，900円
1，135，000，500円
518，793，600円
642，122，600円
1，521，476，500円
2，220，797，300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 7，415，772，800円

総入場人員 14，484名 （有料入場人員 12，473名）
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