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18025 7月6日 曇 良 （1福島2） 第3日 第1競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （ 芝 ）

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

812 トゥルーハート �6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 454－ 62：59．6 3．0�

710 カイトチャン 牡4黒鹿60 金子 光希本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 476＋ 23：01．3大差 14．7�
813� メジャーリーガー 牡6黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 486－ 83：01．4� 37．7�
22 ジョーカーワイルド 牡4鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 518＋123：02．25 28．2�
56 ユキノエルドール 牡5栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 466－10 〃 クビ 6．9�
69 マイネルエスパス 牡7青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 522＋ 63：02．83� 10．1	
711 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 474± 03：03．33 3．1

68 アンヴェイルド 牡8鹿 60 伴 啓太窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 510＋ 43：03．4クビ 84．5�
45 � ウインバローラス 牡7鹿 60 大庭 和弥�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 494－ 23：04．67 14．0�
33 ソウラセブン 牝4青鹿58 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 446－ 23：05．77 65．4
57 ディライトラッシュ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 498－ 63：06．87 20．7�
11 ハーツフェルト 牝4栗 58 森 一馬林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋183：07．33 12．7�
44 ニ コ ラ オ ス 牡4鹿 60 鈴木 慶太八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 506＋ 63：11．4大差 183．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，953，200円 複勝： 22，000，800円 枠連： 9，724，200円
馬連： 32，650，000円 馬単： 17，807，200円 ワイド： 24，219，200円
3連複： 53，975，500円 3連単： 67，923，700円 計： 244，253，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 340円 � 910円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，970円 �� 7，040円

3 連 複 ��� 29，080円 3 連 単 ��� 128，240円

票 数

単勝票数 計 159532 的中 � 42238（1番人気）
複勝票数 計 220008 的中 � 56910（1番人気）� 14700（6番人気）� 4580（10番人気）
枠連票数 計 97242 的中 （7－8） 19824（1番人気）
馬連票数 計 326500 的中 �� 11094（7番人気）
馬単票数 計 178072 的中 �� 3670（11番人気）
ワイド票数 計 242192 的中 �� 7190（8番人気）�� 3147（22番人気）�� 857（48番人気）
3連複票数 計 539755 的中 ��� 1392（79番人気）
3連単票数 計 679237 的中 ��� 384（368番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 51．4－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥルーハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．1．24 中京6着

2013．3．9生 �6黒鹿 母 スコアズビー 母母 シルバーチャリス 障害：8戦1勝 賞金 19，560，000円

18026 7月6日 曇 重 （1福島2） 第3日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

牝；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
1：43．1
1：40．9

不良
重

59 キモンカラー 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也小林 祥晃氏 斎藤 誠 新ひだか 西村 和夫 424＋ 21：48．0 2．9�

46 ダイユウドナテラ 牝3黒鹿 54
51 ▲山田 敬士大友 靖岐氏 松永 康利 日高 幾千世牧場 440± 01：48．1� 5．4�

22 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 430± 0 〃 クビ 14．2�
11 レイバーリフォーム 牝3黒鹿54 田辺 裕信�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 478± 01：48．31� 10．2�
34 ルージュフォンセ 牝3鹿 54 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 474＋ 61：48．5� 57．5�
35 フォーアネーム 牝3鹿 54 三浦 皇成 	フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 496－ 41：48．6� 6．0

23 コ ー ラ ル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 424－ 4 〃 ハナ 41．7�
712 クィーンズウェイ 牝3栗 54 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B442－ 4 〃 ハナ 5．4�
815 ラフレシアレディ 牝3鹿 54 柴田 大知吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 482＋ 81：49．34 46．0
47 タマブラックパール 牝3青 54 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 510＋ 81：49．72� 27．1�
814 アクトオネストリー 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎 	サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム B468＋ 6 〃 ハナ 43．2�
58 リ ン ラ ン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 	社台レースホース竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460± 01：49．8クビ 16．5�

611 アガパンサス 牝3青鹿 54
53 ☆菊沢 一樹池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 440± 01：51．29 74．2�

713 シントークロヒメ 牝3青鹿54 江田 照男中野 辰三氏 石毛 善彦 新ひだか 静内山田牧場 454＋ 61：51．51� 169．7�
610 サノノティアラ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 392＋ 81：52．13� 74．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，630，200円 複勝： 40，771，900円 枠連： 13，688，400円
馬連： 53，646，200円 馬単： 25，146，500円 ワイド： 39，739，700円
3連複： 73，978，400円 3連単： 84，153，700円 計： 355，755，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 170円 � 260円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 400円 �� 610円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 13，350円

票 数

単勝票数 計 246302 的中 � 65735（1番人気）
複勝票数 計 407719 的中 � 85061（1番人気）� 64762（3番人気）� 32901（5番人気）
枠連票数 計 136884 的中 （4－5） 14925（2番人気）
馬連票数 計 536462 的中 �� 41673（3番人気）
馬単票数 計 251465 的中 �� 10355（4番人気）
ワイド票数 計 397397 的中 �� 27265（3番人気）�� 16786（6番人気）�� 7071（14番人気）
3連複票数 計 739784 的中 ��� 14843（9番人気）
3連単票数 計 841537 的中 ��� 4569（27番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．8―43．5―56．2―1：08．8―1：21．5―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キモンカラー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．1．5 中山11着

2016．3．12生 牝3栗 母 キモンレッド 母母 オイワケトモエ 9戦1勝 賞金 13，350，000円

第２回 福島競馬 第３日



18027 7月6日 曇 重 （1福島2） 第3日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

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
1：43．1
1：40．9

不良
重

815 ノ ブ ベ ッ ク 牡3青鹿56 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 高村牧場 488－ 41：47．4 5．6�
34 バイプレーヤー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 えりも 熊沢牧場 468＋ 21：47．71� 51．5�
712 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 472＋ 21：47．8� 2．4�
59 ミエノカムカム 牡3鹿 56 津村 明秀里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 B436－ 61：48．12 16．4�
22 サクラパルジファル 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 528＋ 21：48．63 18．0�
610 ダイレクトフライト 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 61：48．81� 141．1	

58 フォースキャリア 牡3黒鹿 56
55 ☆菊沢 一樹 
社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 40．2�

35 ショウナンタイヨウ 牡3青鹿56 丸山 元気国本 哲秀氏 矢野 英一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B500＋ 41：49．54 4．8�

23 イデアエルピス 牡3鹿 56 柴田 大知益田 修一氏 勢司 和浩 平取 中川 隆 500－ 21：49．7� 194．1
46 メジャーセブンス 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 474＋ 41：49．91� 10．0�
11 ガ ル ラ バ ン 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 栄進牧場 532＋ 41：50．21� 161．9�

814 ワークアンドリッチ 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 佐藤牧場 478＋181：50．73 8．5�
47 ローレルジェイド 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 B496－ 41：50．91 22．1�
713 ブルーミングブーケ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �コロンバスサークル 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 478－ 6 〃 クビ 106．2�
611 タイセイフレイム 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 496－ 71：51．53� 130．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，644，000円 複勝： 42，439，900円 枠連： 15，605，300円
馬連： 54，844，700円 馬単： 27，435，500円 ワイド： 43，109，900円
3連複： 78，016，100円 3連単： 92，674，600円 計： 385，770，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 770円 � 140円 枠 連（3－8） 980円

馬 連 �� 11，010円 馬 単 �� 18，110円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 320円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 58，370円

票 数

単勝票数 計 316440 的中 � 44597（3番人気）
複勝票数 計 424399 的中 � 52154（3番人気）� 9834（10番人気）� 107903（1番人気）
枠連票数 計 156053 的中 （3－8） 12281（4番人気）
馬連票数 計 548447 的中 �� 3860（30番人気）
馬単票数 計 274355 的中 �� 1136（53番人気）
ワイド票数 計 431099 的中 �� 3294（32番人気）�� 40478（2番人気）�� 5657（20番人気）
3連複票数 計 780161 的中 ��� 8316（22番人気）
3連単票数 計 926746 的中 ��� 1151（179番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．5―43．2―55．7―1：08．0―1：20．7―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノ ブ ベ ッ ク �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2018．12．15 中山5着

2016．3．11生 牡3青鹿 母 チーフザムーン 母母 ムーンザドリーム 5戦1勝 賞金 7，250，000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。
（非当選馬） 1頭 ムキムキムッキー号

18028 7月6日 曇 良 （1福島2） 第3日 第4競走 ��2，750�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （ 芝 ）
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

33 � エアカーディナル 牡8鹿 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 496－ 63：01．5 2．6�
11 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 496－ 63：01．6� 3．5�
66 � シンボリダルク 牝6青鹿58 小野寺祐太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 480－ 43：01．92 31．2�
22 � マ ス ト ワ ン 牡6栗 60 大江原 圭木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 492－ 6 〃 ハナ 8．5�
77 トーアディラン �6栗 62 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 480± 03：02．32	 2．9�
44 ホウオウカーニバル 牡4鹿 60 江田 勇亮小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 456± 03：02．51
 11．7	
55 � ユアーザワン 牡7青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 B486－103：02．71
 62．8


（7頭）

売 得 金
単勝： 19，168，400円 複勝： 17，509，400円 枠連： 発売なし
馬連： 30，271，100円 馬単： 19，872，100円 ワイド： 16，724，200円
3連複： 34，807，600円 3連単： 95，982，600円 計： 234，335，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 230円 �� 950円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 12，410円

票 数

単勝票数 計 191684 的中 � 58078（1番人気）
複勝票数 計 175094 的中 � 45487（2番人気）� 41357（3番人気）
馬連票数 計 302711 的中 �� 40566（3番人気）
馬単票数 計 198721 的中 �� 16083（4番人気）
ワイド票数 計 167242 的中 �� 22161（3番人気）�� 4042（12番人気）�� 3450（13番人気）
3連複票数 計 348076 的中 ��� 6705（13番人気）
3連単票数 計 959826 的中 ��� 5606（46番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 51．8－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
2－7，1，3－4，5－6
2－7－1－3，4，5－6

2
�
2，7－1－（3，4）－5－6・（2，7）1－（3，4）－5，6

勝馬の
紹 介

�エアカーディナル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Lodge

2011．4．5生 牡8鹿 母 エアセイレン 母母 カ ラ キ ー ア 障害：12戦2勝 賞金 34，650，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 エアカーディナル号の騎手高田潤は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



18029 7月6日 曇 良 （1福島2） 第3日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・右）

牝；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
1：46．2
1：45．6

良
良

47 フジマサリアル 牝2青鹿54 田辺 裕信藤原 正一氏 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 504 ―1：50．8 2．6�
35 ジェラペッシュ 牝2鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 452 ―1：51．01� 6．4�
24 オムニプレゼンス 牝2鹿 54 蛯名 正義ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442 ―1：51．21� 21．1�
611 デュアルネイチャー 牝2青鹿54 内田 博幸�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 452 ― 〃 クビ 5．6�
816 ミルキーハート 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 442 ―1：51．73 18．2�
12 シ エ ル ヴ ァ 牝2鹿 54 三浦 皇成	桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 434 ―1：51．8� 9．2

36 バトーブラン 牝2芦 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 426 ― 〃 ハナ 70．9�
714 マリノソフィア 牝2黒鹿54 柴田 善臣矢野まり子氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 454 ―1：52．01 65．2�
510 キ ラ ラ 牝2鹿 54 大野 拓弥�パニオロ 田島 俊明 新冠 村上 欽哉 486 ―1：52．31� 21．7
23 クリップルクリーク 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎	三嶋牧場 黒岩 陽一 浦河 三嶋牧場 432 ― 〃 クビ 87．6�
713 ラルナジェナ 牝2青鹿54 石橋 脩 	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 444 ― 〃 ハナ 15．8�
48 ムービーヒロイン 牝2栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 日高 ナカノファーム 422 ―1：52．51� 49．1�
815 ル ナ ラ ン ス 牝2鹿 54 江田 照男�前川企画 武藤 善則 青森 太田ファーム 418 ―1：52．92� 111．7�
11 ペルシャンジュエル 牝2鹿 54 丸山 元気深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 436 ―1：53．0� 58．8�
612 カシノアジュライト 牝2鹿 54 津村 明秀柏木 務氏 加藤士津八 浦河 フクオカファーム 490 ―1：53．1� 19．6�
59 トゥインクルウェイ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460 ―1：53．52� 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，022，000円 複勝： 47，749，000円 枠連： 17，046，500円
馬連： 64，388，600円 馬単： 29，585，300円 ワイド： 47，337，700円
3連複： 88，673，300円 3連単： 93，384，800円 計： 432，187，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 390円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，110円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 5，980円 3 連 単 ��� 19，590円

票 数

単勝票数 計 440220 的中 � 136683（1番人気）
複勝票数 計 477490 的中 � 119040（1番人気）� 68161（2番人気）� 22400（8番人気）
枠連票数 計 170465 的中 （3－4） 17206（2番人気）
馬連票数 計 643886 的中 �� 63040（1番人気）
馬単票数 計 295853 的中 �� 18429（1番人気）
ワイド票数 計 473377 的中 �� 35628（1番人気）�� 10528（10番人気）�� 5015（28番人気）
3連複票数 計 886733 的中 ��� 11112（17番人気）
3連単票数 計 933848 的中 ��� 3456（41番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．7―13．2―12．7―12．1―11．8―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．7―49．9―1：02．6―1：14．7―1：26．5―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フジマサリアル �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2017．4．1生 牝2青鹿 母 メジロヒラリー 母母 メジロドーベル 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 1頭 エヴァーガーデン号

18030 7月6日 曇 稍重 （1福島2） 第3日 第6競走 ��
��1，150�3歳未勝利

発走13時05分 （ダート・右）
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

11 ヒロノトウリョウ 牡3鹿 56 田辺 裕信小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B480－ 21：08．5 2．8�
510 カシノラウト 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 478－ 61：08．82 81．7�
713 ゼネラルヴィント 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 516＋ 61：09．43� 19．9�
24 アイアンユウキャン 牡3鹿 56 江田 照男池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 520＋101：09．5� 10．5�
59 アイアンゾーン 牝3芦 54 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 436－ 21：09．6� 57．8�
815 グレートリープ 牡3黒鹿56 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 534－10 〃 クビ 48．1	
816 センジュエース 牡3黒鹿56 丸山 元気増山 武志氏 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 438－ 8 〃 ハナ 66．0

611 ランランコハク 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士�髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 442－101：09．81� 81．5�
47 マリノリヴィエール 牝3黒鹿54 柴田 善臣�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 460－ 61：10．11	 54．0
36 
 ソ ー シ ッ ク 牝3芦 54 戸崎 圭太田記 正規氏 小島 茂之 米 Harold Tillema &

Pamela Tillema 464 ― 〃 ハナ 5．6�
48 ルンルンバニラ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 412＋ 41：10．31� 3．8�
714 ロサデラルス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 494＋ 21：10．4	 15．2�
12 ロ ジ ベ ー カ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 426＋ 21：10．93 18．5�
23 クリアセーリング 牡3黒鹿56 津村 明秀水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 464－ 61：11．53� 208．3�
35 ニシノアレグロ 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 桑田牧場 436－101：11．6� 202．8�
612 カメリアテソーロ 牝3栗 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 444－10 （競走中止） 11．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，720，800円 複勝： 47，499，700円 枠連： 17，151，400円
馬連： 71，839，600円 馬単： 32，612，300円 ワイド： 51，018，900円
3連複： 95，559，000円 3連単： 114，383，200円 計： 464，784，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 1，220円 � 380円 枠 連（1－5） 3，240円

馬 連 �� 8，980円 馬 単 �� 12，560円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 970円 �� 9，480円

3 連 複 ��� 35，990円 3 連 単 ��� 152，440円

票 数

単勝票数 計 347208 的中 � 97705（1番人気）
複勝票数 計 474997 的中 � 124648（1番人気）� 7367（12番人気）� 27676（6番人気）
枠連票数 計 171514 的中 （1－5） 4100（13番人気）
馬連票数 計 718396 的中 �� 6198（26番人気）
馬単票数 計 326123 的中 �� 1947（36番人気）
ワイド票数 計 510189 的中 �� 4363（30番人気）�� 14041（10番人気）�� 1347（69番人気）
3連複票数 計 955590 的中 ��� 1991（99番人気）
3連単票数 計1143832 的中 ��� 544（398番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．0―11．8―12．5―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロノトウリョウ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 Josr Algarhoud デビュー 2018．8．12 小倉10着

2016．4．24生 牡3鹿 母 マイラヴユアラヴ 母母 ミスカースティー 10戦1勝 賞金 14，100，000円
〔競走中止〕 カメリアテソーロ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アイアンユウキャン号の騎手江田照男は，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。
〔3走成績による出走制限〕 クリアセーリング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月6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。
（非抽選馬） 2頭 サーストンネイジュ号・ロイヤルヨット号



18031 7月6日 曇 良 （1福島2） 第3日 第7競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・右）

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

35 イルヴェントデーア 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト

クラブ 446± 01：10．0 3．8�
11 リュウグウヒメ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 432＋ 81：10．21� 9．1�
510 リブパッション 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 446－141：10．41� 14．2�
12 ブラックミーティア 牡3黒鹿56 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 438－ 21：10．61� 4．6�
59 マ メ シ ボ リ �3黒鹿56 西田雄一郎�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 400－12 〃 ハナ 52．7	
816 スマートレジーナ 牝3鹿 54 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 株式会社ス

マート 414± 0 〃 アタマ 3．2

611 ガビーズドリーム 牡3鹿 56 嶋田 純次長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 466－ 21：10．81 23．1�
47 バームクーヘン 牝3鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462± 01：10．9� 41．2�
714 ア ブ シ ン ス 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 B436－ 7 〃 クビ 64．2
48 ウ ラ カ ン 牝3黒鹿54 江田 照男熊谷 貴之氏 田中 剛 様似 様似共栄牧場 438＋ 81：11．11� 14．8�
713 ニシノテンカラット 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 386－141：11．2クビ 16．0�
36 トーアマーブル 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 422－ 81：11．41� 92．7�
815 リネンビスケット 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹戸山 光男氏 加藤 和宏 浦河 中神牧場 436－ 21：11．82� 39．3�
612 ヘルメットネエサン 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎内田 玄祥氏 根本 康広 新ひだか 三石川上牧場 408 ―1：11．9� 110．5�
24 ヒラボクグレイス 牝3栗 54 嘉藤 貴行�平田牧場 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 432 ―1：12．96 118．8�
23 ヴェルサイユコート 牝3黒鹿54 宮崎 北斗西田 順彦氏 伊藤 伸一 新ひだか 佐藤 勝秀 412＋ 41：13．11� 290．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，469，100円 複勝： 39，719，100円 枠連： 20，226，100円
馬連： 63，893，500円 馬単： 28，356，700円 ワイド： 44，627，100円
3連複： 83，884，800円 3連単： 96，000，500円 計： 408，176，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 270円 � 380円 枠 連（1－3） 680円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 720円 �� 850円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 28，980円

票 数

単勝票数 計 314691 的中 � 65403（2番人気）
複勝票数 計 397191 的中 � 63426（3番人気）� 37009（4番人気）� 24191（7番人気）
枠連票数 計 202261 的中 （1－3） 22951（2番人気）
馬連票数 計 638935 的中 �� 29314（5番人気）
馬単票数 計 283567 的中 �� 7132（8番人気）
ワイド票数 計 446271 的中 �� 16454（5番人気）�� 13599（7番人気）�� 5586（22番人気）
3連複票数 計 838848 的中 ��� 8664（21番人気）
3連単票数 計 960005 的中 ��� 2401（80番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．7―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―45．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イルヴェントデーア �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．10．27 東京8着

2016．5．4生 牝3鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ヴェルサイユコート号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェルサイユコート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月6日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ヴェルサイユコート号・ニシノテンカラット号・アブシンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年9月6日まで平地競走に出走できない。

18032 7月6日 曇 稍重 （1福島2） 第3日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

46 トゥーフラッシー 牝3鹿 52 戸崎 圭太西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 456－ 61：46．6 3．8�
47 ベルキューズ 牝3栗 52

51 ☆菊沢 一樹 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B490＋ 41：46．7� 4．5�
610 アイアムピッカピカ 牝3黒鹿52 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 450－ 6 〃 クビ 13．6�
814 エフルラージュ 牝3栗 52

49 ▲藤田菜七子�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋ 21：47．12� 3．4�

59 ペイシャリサ 牝5栗 55
52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 478－161：47．52� 19．5�

712 ネオファルコン 牝3鹿 52
49 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 462－ 51：48．03 92．5	

815 デルマカシャーサ 牝4栗 55
52 ▲木幡 育也浅沼 廣幸氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 468＋101：48．1クビ 12．5


23 ミ ュ ゼ ッ ト 牝4栗 55 西村 太一ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 6 〃 ハナ 42．5�

22 ラテリシウス 牝3黒鹿52 津村 明秀 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 クビ 19．4
713� レーヌミラクル 牝6鹿 55 武士沢友治酒井 喜生氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 492－121：48．2クビ 41．2�
35 ラプターゲイル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B452－ 21：48．41 27．7�
34 � パリスハート 牝4鹿 55

53 △野中悠太郎日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 452＋ 21：48．71� 166．1�
11 ド ナ プ リ モ 牝4青鹿55 柴田 善臣山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 460－ 21：48．91� 115．9�
58 フジノシャイン 牝4鹿 55 西田雄一郎遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 470± 01：49．64 65．9�
611 ナラトゥリス 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462± 01：49．7� 10．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，267，500円 複勝： 49，900，700円 枠連： 25，890，400円
馬連： 80，497，500円 馬単： 35，583，900円 ワイド： 52，808，200円
3連複： 103，767，100円 3連単： 125，948，700円 計： 513，664，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 150円 � 270円 枠 連（4－4） 1，030円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 360円 �� 600円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 392675 的中 � 82231（2番人気）
複勝票数 計 499007 的中 � 103942（1番人気）� 94595（2番人気）� 36259（4番人気）
枠連票数 計 258904 的中 （4－4） 19304（4番人気）
馬連票数 計 804975 的中 �� 59366（3番人気）
馬単票数 計 355839 的中 �� 14002（4番人気）
ワイド票数 計 528082 的中 �� 40024（2番人気）�� 22259（4番人気）�� 14424（9番人気）
3連複票数 計1037671 的中 ��� 29529（3番人気）
3連単票数 計1259487 的中 ��� 8543（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．3―42．9―56．0―1：07．8―1：20．0―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥーフラッシー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．4 新潟7着

2016．4．23生 牝3鹿 母 アースファイヤー 母母 プリンセスデリーデ 16戦2勝 賞金 26，250，000円
〔制裁〕 トゥーフラッシー号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）
※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 キクノロージズ号



18033 7月6日 曇 良 （1福島2） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

す か が わ

須 賀 川 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 アイルチャーム 牝3栗 52 丸山 元気 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：09．0 5．3�

47 シャインサンデー 牝5栗 55 戸崎 圭太森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420± 01：09．31� 3．1�
612 レッドルチア 牝5黒鹿55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416－101：09．4	 18．1�
12 バルトフォンテン 牡4栗 57 石橋 脩吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 B504－ 41：09．61	 7．9�
611 コールザチューン 牝3鹿 52 横山 典弘 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 アタマ 6．5	
48 アーザムブルー 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470－ 21：09．7	 12．7

35 マイネルアルケミー 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 462－101：09．8	 4．3�
815
 ドリームジャンボ 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 482＋ 81：09．9クビ 50．8�
24 
 ベ ル ペ ス カ 牝4鹿 55 江田 照男山田信太郎氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 484＋10 〃 アタマ 48．5
36 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 岩部 純二�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 438－ 41：10．11	 234．1�
816 ブラックギムレット 牡5黒鹿57 野中悠太郎黒澤 尚氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：10．2� 104．8�
714
 キャンディソング 牝4鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 日高 シンボリ牧場 460＋30 〃 ハナ 95．9�
510
 プリンシアブラスカ 牝4栗 55 吉田 豊芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 北俣 牧夫 434－ 21：10．3クビ 65．9�
713 ポ ン ポ ン 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 458－ 21：10．4� 141．7�
23 フクノクオリア �5黒鹿57 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B504± 01：10．61� 79．3�
59 
 ケンブリッジビット 牝4栗 55 井上 敏樹中西 宏彰氏 高橋 義博 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 476＋151：11．13 209．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，365，900円 複勝： 69，370，000円 枠連： 28，164，600円
馬連： 106，380，300円 馬単： 45，115，500円 ワイド： 67，968，100円
3連複： 142，442，200円 3連単： 184，104，100円 計： 688，910，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 130円 � 410円 枠 連（1－4） 500円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，230円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 20，900円

票 数

単勝票数 計 453659 的中 � 68369（3番人気）
複勝票数 計 693700 的中 � 90153（3番人気）� 178824（1番人気）� 31309（7番人気）
枠連票数 計 281646 的中 （1－4） 43535（1番人気）
馬連票数 計1063803 的中 �� 82533（2番人気）
馬単票数 計 451155 的中 �� 16637（5番人気）
ワイド票数 計 679681 的中 �� 44098（2番人気）�� 13495（16番人気）�� 18110（11番人気）
3連複票数 計1424422 的中 ��� 23700（16番人気）
3連単票数 計1841041 的中 ��� 6385（70番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイルチャーム �
�
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 2019．1．5 中山1着

2016．4．3生 牝3栗 母 シャルマンレーヌ 母母 ジョージビューティ 5戦2勝 賞金 21，948，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イランカラプテ号・シーオブセレニティ号・スマイルプリティ号

18034 7月6日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

67 マイネルキラメキ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 62：01．6 5．0�

78 マ ハ ヴ ィ ル 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 2 〃 クビ 4．6�

66 ジャーミネイト 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 2 〃 ハナ 7．5�

33 ア シ ェ ッ ト 牝4鹿 55 藤田菜七子加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 426－222：01．81� 21．3�
79 ディアシューター 牡5黒鹿57 丸山 元気ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 498± 02：01．9	 33．5	
11 ヴァンベールシチー 牡5栗 57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 436＋10 〃 ハナ 10．3

810 トウカイシェーン 牝6栗 55 津村 明秀内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 112．0�
55 
 イ チ ダ イ 牡6鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B532－102：02．0	 4．8�
22 コンダクトレス 牝4黒鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 466－102：02．1	 3．5
811 ボールドジャパン 牡8鹿 57 江田 照男増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 528－ 22：02．31� 32．4�
44 
 フィールドシャルム 牡6鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 500＋ 82：03．36 195．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 47，577，400円 複勝： 66，422，800円 枠連： 22，523，500円
馬連： 118，601，900円 馬単： 48，594，500円 ワイド： 65，682，500円
3連複： 143，715，900円 3連単： 205，314，700円 計： 718，433，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 170円 � 190円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 480円 �� 770円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 14，740円

票 数

単勝票数 計 475774 的中 � 74941（4番人気）
複勝票数 計 664228 的中 � 93180（4番人気）� 107551（3番人気）� 85924（5番人気）
枠連票数 計 225235 的中 （6－7） 30625（1番人気）
馬連票数 計1186019 的中 �� 67132（6番人気）
馬単票数 計 485945 的中 �� 13740（11番人気）
ワイド票数 計 656825 的中 �� 36189（7番人気）�� 20890（14番人気）�� 31733（9番人気）
3連複票数 計1437159 的中 ��� 37266（14番人気）
3連単票数 計2053147 的中 ��� 10095（62番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．1―12．6―12．6―12．0―11．7―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―36．8―49．4―1：02．0―1：14．0―1：25．7―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルキラメキ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2017．11．12 東京3着

2015．5．29生 牡4鹿 母 マイネトゥインクル 母母 マイネブリリアン 13戦3勝 賞金 41，991，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※トウカイシェーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18035 7月6日 曇 良 （1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，3勝クラス（1600万円以下），30．7．7以降1．6．30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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

22 サトノキングダム 牡6鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466－ 81：48．3 1．7�
66 ワンダープチュック 牡5黒鹿56 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 502± 01：48．51� 8．0�
33 プレミオテーラー 牝7黒鹿52 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 482± 01：48．6� 19．7�
55 チカノワール 牝5鹿 52 内田 博幸�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 4 〃 クビ 12．2�
77 トーセンブレス 牝4黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 01：48．81� 5．4	
88 テ ィ ソ ー ナ 	6黒鹿55 杉原 誠人 
キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 9．5�
11 ジョブックコメン 牝4黒鹿51 吉田 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 428± 01：48．9クビ 7．2�
44 
 ラベルヴィー 牡5青鹿50 山田 敬士今中 俊平氏 小桧山 悟 安平 ノーザンファーム 468± 01：50．07 111．6

（8頭）

売 得 金
単勝： 90，905，800円 複勝： 101，208，800円 枠連： 発売なし
馬連： 209，764，100円 馬単： 110，992，900円 ワイド： 101，030，800円
3連複： 226，458，900円 3連単： 580，697，700円 計： 1，421，059，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 340円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 260円 �� 570円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 7，200円

票 数

単勝票数 計 909058 的中 � 405469（1番人気）
複勝票数 計1012088 的中 � 470468（1番人気）� 110896（3番人気）� 39322（7番人気）
馬連票数 計2097641 的中 �� 269964（3番人気）
馬単票数 計1109929 的中 �� 113271（1番人気）
ワイド票数 計1010308 的中 �� 113491（2番人気）�� 43857（7番人気）�� 16586（18番人気）
3連複票数 計2264589 的中 ��� 66447（12番人気）
3連単票数 計5806977 的中 ��� 58399（28番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．5―12．3―12．1―11．3―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．2―49．5―1：01．6―1：12．9―1：24．6―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノキングダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2015．12．27 中山1着

2013．4．9生 牡6鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 20戦5勝 賞金 110，298，000円

18036 7月6日 曇 稍重 （1福島2） 第3日 第12競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：43．1
1：40．9

不良
重

814 ブリッツェンシチー 牡3鹿 54 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 528＋ 61：46．5 17．1�
47 メイクグローリー �5栗 57

54 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 大江原 哲 浦河 絵笛牧場 446－201：47．03 154．1�
712 トミケンエンデレア 牡4鹿 57 田辺 裕信冨樫 賢二氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 500± 01：47．1	 3．9�
713 フラッグアドミラル 牡5黒鹿57 石橋 脩岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 470－ 21：47．2	 9．9�
58 
 クリップスプリンガ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 450± 0 〃 クビ 4．9�
610
 レ ヴ ァ ン テ 牡4栗 57 横山 典弘寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 61：47．3	 14．5	
815 ユイノチョッパー 牡4黒鹿57 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 502± 01：47．51 21．2

35 オウケンスターダム 牡5鹿 57

54 ▲藤田菜七子福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 482± 01：47．92	 10．4�
46 タイセイカレッジ 牡4芦 57 津村 明秀田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 B428－ 21：48．0	 75．6�
34 アイヅヒリュウ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 504＋ 21：48．1クビ 87．9
59 プ レ ゼ ン ス �5黒鹿 57

55 △野中悠太郎 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B494± 01：48．73	 13．3�

11 ノーベルプライズ 牡3黒鹿54 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 506－ 2 〃 ハナ 3．5�
23 スリーミネルバ 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 436－101：49．23 125．0�
611 ケ ル ベ ロ ス 牡6黒鹿 57

54 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 448－ 21：49．3� 45．2�
22 サンマルライバル 牡5青鹿57 岩崎 翼相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B486± 01：50．25 213．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，619，800円 複勝： 99，880，300円 枠連： 43，530，100円
馬連： 174，239，700円 馬単： 72，883，400円 ワイド： 117，111，800円
3連複： 241，719，700円 3連単： 323，947，500円 計： 1，153，932，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 470円 � 2，790円 � 190円 枠 連（4－8） 15，580円

馬 連 �� 134，230円 馬 単 �� 234，600円

ワ イ ド �� 28，470円 �� 1，300円 �� 11，280円

3 連 複 ��� 169，270円 3 連 単 ��� 1，677，580円

票 数

単勝票数 計 806198 的中 � 37589（8番人気）
複勝票数 計 998803 的中 � 50867（9番人気）� 7437（14番人気）� 182781（2番人気）
枠連票数 計 435301 的中 （4－8） 2164（25番人気）
馬連票数 計1742397 的中 �� 1006（83番人気）
馬単票数 計 728834 的中 �� 233（163番人気）
ワイド票数 計1171118 的中 �� 1040（84番人気）�� 24132（16番人気）�� 2636（62番人気）
3連複票数 計2417197 的中 ��� 1071（216番人気）
3連単票数 計3239475 的中 ��� 140（1512番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．9―31．3―43．9―56．6―1：09．2―1：21．6―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリッツェンシチー �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2018．9．9 中山2着

2016．2．26生 牡3鹿 母 ケイティマイヒメ 母母 ラスキンウォーク 6戦2勝 賞金 16，740，000円
〔制裁〕 タイセイカレッジ号の騎手津村明秀は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アオテンジョウ号・ヒロノワカムシャ号
（非抽選馬） 4頭 コスモハヤテ号・シセイタケル号・フクサンダーク号・ワシントンテソーロ号



（1福島2）第3日 7月6日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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
7，710，000円
13，720，000円
1，100，000円
21，680，000円
67，894，000円
5，402，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
505，344，100円
644，472，400円
213，550，500円
1，061，017，200円
493，985，800円
671，378，100円
1，366，998，500円
2，064，515，800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 7，021，262，400円

総入場人員 9，834名 （有料入場人員 7，959名）
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