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18049 7月13日 雨 良 （25福島2）第5日 第1競走 ��
��1，150�サラブレッド系2歳

発走10時10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
1：08．5
1：08．5

良
良

45 ジ ャ リ ー ヴ 牝2鹿 54 北村 宏司佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 460± 01：10．2 9．7�
11 エスティレイズ 牝2黒鹿54 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 426－ 21：10．73 8．7�
814 レイヨンヴェール 牝2黒鹿54 横山 典弘 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 462－ 21：11．44 2．4�
34 ディアキンカク 牡2栗 54 蛯名 正義ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 490－ 21：11．5クビ 13．1�
57 ホ ト ト ヤ エ 牝2黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ
ファーム 470－ 21：11．71� 6．0	

46 グレイトハスラー 牡2栗 54 内田 博幸小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 452－121：11．8� 3．8

33 カシノワンダラー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 448－ 41：11．9� 110．1�
610 ウインブレット 牡2芦 54

52 △嶋田 純次�ウイン 田中 剛 新ひだか 松本牧場 478－ 41：12．11� 273．9�
711 ディアジースター 牡2栗 54 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 41：12．63 19．6
22 トーホウレオポルド 牡2青鹿54 松岡 正海東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 436－ 41：12．91� 86．5�
813 オ ベ リ ス ク 牡2鹿 54 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 514＋ 2 〃 クビ 38．1�
712 マイネルモヒート 牡2鹿 54 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 454＋ 21：13．21� 120．4�
58 アポロキュート 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 菊川 正達 日高 合資会社カ
ネツ牧場 420－ 61：13．3クビ 229．3�

69 シゲルチクゴ 牝2鹿 54
51 ▲原田 和真森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 434＋ 41：13．93	 325．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，592，500円 複勝： 32，087，700円 枠連： 10，997，600円
馬連： 37，443，000円 馬単： 27，703，600円 ワイド： 19，077，900円
3連複： 51，617，600円 3連単： 86，080，300円 計： 283，600，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 240円 � 200円 � 140円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 960円 �� 540円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 21，850円

票 数

単勝票数 計 185925 的中 � 15221（5番人気）
複勝票数 計 320877 的中 � 29949（5番人気）� 40577（4番人気）� 79445（1番人気）
枠連票数 計 109976 的中 （1－4） 8795（5番人気）
馬連票数 計 374430 的中 �� 8891（14番人気）
馬単票数 計 277036 的中 �� 2955（28番人気）
ワイド票数 計 190779 的中 �� 4550（15番人気）�� 8790（6番人気）�� 13826（2番人気）
3連複票数 計 516176 的中 ��� 14971（7番人気）
3連単票数 計 860803 的中 ��� 2908（80番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．5―12．2―12．7―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―32．1―44．3―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．1
3 5（4，7）（1，14）－（6，13）（3，9）（10，11，12）＝（2，8） 4 5，4，1，7，14－（3，6）（10，13）－9，11，12，2－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ャ リ ー ヴ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．29 福島7着

2011．3．10生 牝2鹿 母 ハーツデザイヤー 母母 イングリッシュホーマー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

18050 7月13日 雨 良 （25福島2）第5日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 タニセンダイナスト 牡3鹿 56
53 ▲山崎 亮誠染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 442＋ 41：10．1 16．0�

24 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 田辺 裕信�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 456－ 41：10．31� 9．2�
611 ロマネクイーン 牝3鹿 54 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 444＋ 2 〃 クビ 5．4�
36 クラウンストラーダ 牡3黒鹿56 田中 勝春�クラウン 菊川 正達 安平 吉田牧場 472－ 41：10．72� 4．6�
12 ウチケンジェーニオ 牡3栗 56 戸崎 圭太内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 440－ 41：10．8クビ 8．8	
714 ドリームリヴァール �3黒鹿56 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 438－ 6 〃 クビ 13．0

612 ヴァンビーナ 牝3青鹿54 江田 照男村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 470± 01：10．9クビ 36．7�
47 マ リ ン レ イ 牝3黒鹿54 吉田 豊山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 460＋ 21：11．0� 8．5�
713 セイウンアカネイロ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 岡田牧場 418－ 41：11．1クビ 10．4
510 カロミオベン 牝3栗 54 小野寺祐太�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 荻伏三好フ

アーム 458＋161：11．2� 66．0�
815 エンジェライト 牝3栗 54

52 △嶋田 純次 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：11．41� 44．9�
59 チェリッシュハート 牝3鹿 54 西田雄一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 434＋ 4 〃 ハナ 77．9�
35 グランパドゥシャ 牝3鹿 54 的場 勇人�ターフ・スポート矢野 英一 新冠 長浜牧場 B438－ 61：12．03� 60．5�
48 テヅルモヅル 牝3黒鹿54 内田 博幸石瀬 浩三氏 田島 俊明 様似 清水スタッド 454－ 61：12．21� 6．0�
816 フェアリードリーム 牝3鹿 54 西村 太一野田 清水氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 458 ―1：12．41� 70．8�
23 ラディネット 牝3鹿 54 伊藤 工真有限会社シルク黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396＋121：13．14 194．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，436，600円 複勝： 32，111，000円 枠連： 16，170，100円
馬連： 42，505，000円 馬単： 27，397，100円 ワイド： 20，672，900円
3連複： 59，133，500円 3連単： 88，698，600円 計： 303，124，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 520円 � 320円 � 220円 枠 連（1－2） 3，100円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 12，490円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，980円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 16，650円 3 連 単 ��� 105，250円

票 数

単勝票数 計 164366 的中 � 8106（9番人気）
複勝票数 計 321110 的中 � 14522（9番人気）� 25985（7番人気）� 44496（3番人気）
枠連票数 計 161701 的中 （1－2） 3858（13番人気）
馬連票数 計 425050 的中 �� 5872（27番人気）
馬単票数 計 273971 的中 �� 1619（64番人気）
ワイド票数 計 206729 的中 �� 2885（27番人気）�� 2548（33番人気）�� 4295（14番人気）
3連複票数 計 591335 的中 ��� 2622（62番人気）
3連単票数 計 886986 的中 ��� 622（399番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．2―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―34．7―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニセンダイナスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Star de Naskra デビュー 2012．7．28 新潟7着

2010．2．11生 牡3鹿 母 アベルクイーン 母母 ブライダルディナー 11戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 ドリームリヴァール号の騎手大庭和弥は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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 クリノアルプス号・レディーピンク号

第２回 福島競馬 第５日



18051 7月13日 雨 良 （25福島2）第5日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

58 ヤマトツバキ 牝3鹿 54
51 ▲花田 大昂河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 488＋ 41：48．3 40．5�

23 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B500－ 81：48．51� 5．5�

611 ビレッジドリーム 牝3栗 54 田辺 裕信村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B482－ 41：48．81� 3．1�
46 キープザサミット 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 61：49．01� 136．3�

47 パルトゥーラ 牝3栗 54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 B430－ 61：49．1� 122．6�
814 フライングマオ 牝3黒鹿54 北村 宏司森口	一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 440＋ 41：49．2� 14．4

713 サイモンパルフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸澤田 昭紀氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 478－ 41：49．62� 19．1�
59 ヤマニンアドーレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 422－ 61：49．81� 5．3�
35 アルファグッキー 牝3鹿 54 田中 勝春�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 430－141：50．54 112．2
712 クレバームレイニー 牝3青鹿54 武士沢友治�岡崎牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 462－ 21：51．88 18．7�
22 トップギャル 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 466－ 61：51．9� 361．1�
610 ハナレイビーチ 牝3栗 54 松岡 正海金子真人ホール

ディングス� 小島 茂之 千歳 社台ファーム 476＋121：52．0クビ 13．4�
34 ホワイトプラネット 牝3芦 54 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 498＋ 41：52．21 4．5�
11 ハイファンタジー 牝3栗 54

52 △嶋田 純次 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 428－121：52．3� 42．2�
815 ベルミュール 牝3鹿 54 平野 優有限会社シルク二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 426－ 61：53．57 59．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，071，000円 複勝： 36，467，400円 枠連： 12，368，500円
馬連： 41，587，800円 馬単： 27，070，300円 ワイド： 20，494，500円
3連複： 56，609，000円 3連単： 93，365，200円 計： 308，033，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 710円 � 180円 � 150円 枠 連（2－5） 1，370円

馬 連 �� 10，800円 馬 単 �� 27，830円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 1，670円 �� 420円

3 連 複 ��� 8，670円 3 連 単 ��� 104，880円

票 数

単勝票数 計 200710 的中 � 3906（9番人気）
複勝票数 計 364674 的中 � 9351（9番人気）� 60622（3番人気）� 80871（1番人気）
枠連票数 計 123685 的中 （2－5） 6701（7番人気）
馬連票数 計 415878 的中 �� 2844（31番人気）
馬単票数 計 270703 的中 �� 718（74番人気）
ワイド票数 計 204945 的中 �� 1763（30番人気）�� 2885（22番人気）�� 13367（4番人気）
3連複票数 計 566090 的中 ��� 4820（29番人気）
3連単票数 計 933652 的中 ��� 657（320番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．0―13．2―12．6―12．5―12．9―13．2―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．3―55．9―1：08．4―1：21．3―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．9
1
3
3，8，6（7，11，12）15（2，10）14，9（1，13）5，4・（3，8）11，6（12，14）7（10，13）（2，9，15）－5－4，1

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

勝馬の
紹 介

ヤマトツバキ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．3．3 中山13着

2010．4．18生 牝3鹿 母 フブキジョウ 母母 コ イ ジ ョ ウ 6戦1勝 賞金 5，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルミュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月13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 ダンシングイレーネ号・ハイランドコンドル号

18052 7月13日 雨 良 （25福島2）第5日 第4競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：00．1良

77 � ウ マ テ ッ ク 牡5黒鹿60 高野 和馬石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida 450－ 83：04．1 4．0�

33 � ラインミッシェル 牝4鹿 58 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 436－ 43：04．84 4．5�
44 ショウナンバーズ 牡5鹿 60 横山 義行国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504＋ 83：05．12 2．6�
810 メジロハクリュウ 牡5鹿 60 山本 康志岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 462－ 63：06．69 22．1�
22 カワキタバルク 牡4青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 466± 03：06．91� 27．5�
11 ツクバヤマノオー 	4青 60 上野 翔荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 516－103：07．22 37．1�
78 スリーマンボ 	4鹿 60 草野 太郎永井商事	 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456± 03：08．26 38．9

55 ダイキチチョウナン 牡5鹿 60 浜野谷憲尚西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 472－ 43：10．9大差 16．7�
89 � ウメニウグイス 牡6青 60 金子 光希江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 480± 03：16．8大差 44．1�
66 リッツィースター 	6鹿 60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488± 0 （競走中止） 5．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，053，700円 複勝： 15，983，500円 枠連： 7，207，200円
馬連： 25，788，200円 馬単： 20，647，300円 ワイド： 11，919，300円
3連複： 33，884，000円 3連単： 69，810，000円 計： 200，293，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 140円 � 120円 枠 連（3－7） 730円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 290円 �� 280円 �� 270円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 計 150537 的中 � 30407（2番人気）
複勝票数 計 159835 的中 � 21722（3番人気）� 31728（2番人気）� 43057（1番人気）
枠連票数 計 72072 的中 （3－7） 7338（3番人気）
馬連票数 計 257882 的中 �� 25666（3番人気）
馬単票数 計 206473 的中 �� 8784（7番人気）
ワイド票数 計 119193 的中 �� 10310（3番人気）�� 10627（2番人気）�� 11311（1番人気）
3連複票数 計 338840 的中 ��� 33527（1番人気）
3連単票数 計 698100 的中 ��� 11227（8番人気）
上り 1マイル 1：49．8 4F 54．8－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」
1
�
5，4＝3，7，1－10＝8，2－9
5，7，4－3－1－10－2－8＝9

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

勝馬の
紹 介

�ウ マ テ ッ ク �
�
父 Vindication �

�
母父 Danehill デビュー 2010．7．17 新潟12着

2008．4．8生 牡5黒鹿 母 Sophorific 母母 Saucy Maid 障害：3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔競走中止〕 リッツィースター号は，2号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



18053 7月13日 曇 良 （25福島2）第5日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右）

牝，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
1：08．6
1：07．8

良
良

711 コスモマイルール 牝2栗 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 424 ―1：11．0 7．6�
710 サトノマーメイド 牝2鹿 54 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444 ―1：11．21 2．7�
33 ケルシャンス 牝2鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 402 ―1：11．73 4．6�
57 エクスペリエンス 牝2栗 54 横山 典弘市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 386 ― 〃 クビ 19．3�
22 ニシノベニザクラ 牝2青鹿54 蛯名 正義西山 茂行氏 伊藤 圭三 浦河 高昭牧場 490 ―1：11．91� 6．1�
69 ファインシュシュ 牝2青鹿54 的場 勇人井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 468 ― 〃 ハナ 47．1	
812 アポロデイライト 牝2栗 54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 菊川 正達 新冠 佐藤 義紀 462 ― 〃 クビ 27．0

44 サクララフェスタ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 伊藤 敏明 480 ―1：12．21� 9．4�
56 エイケイキャプテン 牝2鹿 54 江田 照男竹原 孝昭氏 天間 昭一 青森 佐々木牧場 446 ―1：12．41� 126．2
45 リネンフクウン 牝2鹿 54 田中 勝春戸山 光男氏 南田美知雄 安平 追分ファーム 444 ―1：12．5� 16．4�
68 シャドウリーフ 牝2栗 54 内田 博幸飯塚 知一氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 440 ―1：12．81� 13．9�
11 ナントナント 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 木下牧場 418 ―1：13．12 88．4�
813 ドリームビリーバー 牝2鹿 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 谷口育成牧場 494 ―1：16．1大差 213．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，830，700円 複勝： 29，619，500円 枠連： 12，001，400円
馬連： 40，385，000円 馬単： 28，214，000円 ワイド： 17，831，600円
3連複： 47，566，000円 3連単： 83，843，400円 計： 279，291，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 140円 � 150円 枠 連（7－7） 1，090円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 430円 �� 600円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 10，470円

票 数

単勝票数 計 198307 的中 � 20706（4番人気）
複勝票数 計 296195 的中 � 32602（4番人気）� 65519（1番人気）� 55753（2番人気）
枠連票数 計 120014 的中 （7－7） 8140（5番人気）
馬連票数 計 403850 的中 �� 28455（2番人気）
馬単票数 計 282140 的中 �� 8318（7番人気）
ワイド票数 計 178316 的中 �� 10146（3番人気）�� 6784（7番人気）�� 17380（1番人気）
3連複票数 計 475660 的中 ��� 23493（2番人気）
3連単票数 計 838434 的中 ��� 5912（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．4―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．0―35．4―47．1―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 11，12，10（2，3）－4，1（7，9，8）－（5，6）＝13 4 ・（11，10）－12（2，3）4，7（1，8）9，6－5＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモマイルール �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ミルジヨージ 初出走

2011．5．3生 牝2栗 母 マ イ リ リ ー 母母 ラドンナリリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームビリーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月13日まで平地

競走に出走できない。

18054 7月13日 小雨 良 （25福島2）第5日 第6競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

36 � アンウォンド 牝3栗 54 北村 宏司�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones 510＋ 21：09．0 20．5�

35 ナムライッポン 牡3黒鹿56 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 472＋121：09．42� 6．8�
23 ハルカナルブルー 牝3黒鹿54 横山 典弘 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 450－101：09．5クビ 26．4�
12 オーペドアンジョ 牡3青 56 戸崎 圭太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 422＋ 2 〃 クビ 4．7�
59 アルマライズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 480－ 21：09．6� 24．3	
47 ナムラキンボシ 牡3鹿 56 蛯名 正義奈村 信重氏 高木 登 日高 沖田牧場 490－ 2 〃 ハナ 2．9

815 ノアメロディ 牡3鹿 56 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 飛渡牧場 448－ 41：09．91	 17．1�
611 ロードアストロ 牡3鹿 56 松岡 正海 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 61：10．0クビ 8．3�
714 パトロクロス 牡3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：10．21
 13．5
48 ア マ カ ケ ル 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 478－ 81：10．3	 376．7�
11 アステールタキオン 牝3栗 54 大庭 和弥鈴木 伸昭氏 清水 英克 新ひだか 静内山田牧場 472＋ 41：10．51� 125．8�
24 ウ シ ュ マ ル 牡3鹿 56 石橋 脩日下部勝德氏 松山 将樹 平取 スガタ牧場 508＋ 41：10．71
 75．1�
713 マウントプリサイス 牡3栗 56 西田雄一郎中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 482－14 〃 ハナ 271．2�
510 スターガーネット 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次庄野 宏志氏 高柳 瑞樹 日高 庄野牧場 466 ―1：11．87 148．8�
612 ドントクライ 牡3鹿 56 西村 太一�和田牧場 和田正一郎 新ひだか グランド牧場 478－ 61：12．01
 532．2�
816 ジョアキーノ 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 456－ 81：13．06 7．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，189，600円 複勝： 43，775，900円 枠連： 14，580，700円
馬連： 52，881，900円 馬単： 32，531，300円 ワイド： 27，059，600円
3連複： 69，160，100円 3連単： 109，538，500円 計： 374，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 580円 � 260円 � 820円 枠 連（3－3） 7，030円

馬 連 �� 8，270円 馬 単 �� 17，040円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 4，170円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 61，130円 3 連 単 ��� 336，840円

票 数

単勝票数 計 251896 的中 � 9700（8番人気）
複勝票数 計 437759 的中 � 18883（8番人気）� 53291（3番人気）� 12645（10番人気）
枠連票数 計 145807 的中 （3－3） 1531（25番人気）
馬連票数 計 528819 的中 �� 4720（30番人気）
馬単票数 計 325313 的中 �� 1409（66番人気）
ワイド票数 計 270596 的中 �� 2405（32番人気）�� 1590（45番人気）�� 2310（34番人気）
3連複票数 計 691601 的中 ��� 835（134番人気）
3連単票数 計1095385 的中 ��� 240（752番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．2―12．0―12．1―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―31．8―43．8―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンウォンド �
�
父 Master Command �

�
母父 Ghadeer デビュー 2013．1．19 中山12着

2010．4．15生 牝3栗 母 Joy Valley 母母 Belle Valley 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔発走状況〕 マウントプリサイス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



18055 7月13日 小雨 良 （25福島2）第5日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

59 リボントリコロール 牝3芦 54 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 452± 02：01．6 2．0�
23 イオンドライブ 牡3鹿 56 的場 勇人 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B446－ 22：01．92 5．7�
510 シングンジャガー 牡3黒鹿56 江田 照男伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458± 02：02．32� 16．8�
815 ダイワフォース 牡3黒鹿56 大庭 和弥大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 15．0�
713 レッドレイラ 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 458 ―2：02．61� 34．3	
714 ヒカルスターダスト 牡3黒鹿56 武士沢友治髙橋 京子氏 古賀 史生 むかわ 宇南山牧場 540－ 22：02．7クビ 23．5

12 ウルフキングボーイ �3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 484－ 4 〃 クビ 309．7�
816 トーホウギルス 牡3栗 56

54 △嶋田 純次東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 452＋ 22：02．91 14．8�
47 ノーブルシャトル 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 442－ 22：03．22 84．3
48 ポートドラルーン 牝3芦 54 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 4 〃 ハナ 9．9�
11 ウエスタンオウジ 牡3鹿 56 田中 勝春西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 474± 02：03．3� 7．1�
36 ブライトオリーヴ 牡3鹿 56 西田雄一郎�岡崎牧場 加藤 和宏 新冠 北星村田牧場 508± 02：03．51� 248．8�
24 コスモライセンス 牝3栗 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 434＋ 22：03．71� 45．5�
612 サクラブレイブ 牡3栃栗56 田辺 裕信�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 谷岡牧場 460 ―2：03．91 102．4�
35 ホワイトチェイサー 牝3芦 54 石橋 脩永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 438＋ 6 〃 ハナ 97．2�
611 サラマジック 牝3栗 54 平野 優矢野 和雅氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 432－142：04．11� 107．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，400，400円 複勝： 30，882，900円 枠連： 15，464，000円
馬連： 45，702，000円 馬単： 31，646，200円 ワイド： 22，043，800円
3連複： 57，129，400円 3連単： 98，005，400円 計： 325，274，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 � 270円 枠 連（2－5） 590円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 320円 �� 490円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 244004 的中 � 98379（1番人気）
複勝票数 計 308829 的中 � 80577（1番人気）� 46369（2番人気）� 23272（5番人気）
枠連票数 計 154640 的中 （2－5） 19381（1番人気）
馬連票数 計 457020 的中 �� 43603（2番人気）
馬単票数 計 316462 的中 �� 21004（1番人気）
ワイド票数 計 220438 的中 �� 18906（1番人気）�� 11070（4番人気）�� 4388（14番人気）
3連複票数 計 571294 的中 ��� 17140（6番人気）
3連単票数 計 980054 的中 ��� 8940（7番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―11．7―13．2―12．5―12．9―12．4―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．8―46．5―59．7―1：12．2―1：25．1―1：37．5―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．5
1
3
1，3－11（2，7）16（9，10）（4，12）5（6，15）13，8，14
1，3（11，2）7（9，16）（4，10）5，12，13（6，15）－（8，14）

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

勝馬の
紹 介

リボントリコロール �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．16 中山6着

2010．5．8生 牝3芦 母 リボンアート 母母 スカーレットリボン 6戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 イオンドライブ号の騎手的場勇人は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・6番）

ノーブルシャトル号の騎手山崎亮誠は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
ノーブルシャトル号の騎手山崎亮誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
レッドレイラ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）について戒告。

※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） 3頭 ビバゴールデン号・フクノシリウス号・ヤマガール号

18056 7月13日 小雨 良 （25福島2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

35 ガ ム ラ ン 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 526－ 21：46．0 3．1�
23 ベールグリーン 牡3黒鹿54 江田 照男斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 484＋ 21：46．21� 22．9�
59 スギノハルバード 牡3鹿 54 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 462－ 21：46．51� 2．2�
610 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 494－ 41：46．81� 31．4�
47 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57

54 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 522－ 41：47．12 10．2	
712 シルバーレイショウ 牡4芦 57 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 21：47．2� 8．8

46 ブライトマーサ 牡3黒鹿54 的場 勇人�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 478＋181：47．41 20．3�
58 ド ル モ ン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B486－16 〃 クビ 37．5�
11 ポークチョップ 牝3鹿 52 吉田 豊鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 444＋ 2 〃 ハナ 53．7
22 � スプレッドイーグル 牡4鹿 57 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B478－201：47．82� 108．0�
34 オードゥルルド 牝4青鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 490＋121：48．54 108．3�
611 ダイワマークスマン 牡3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470－ 81：48．92� 19．8�
713� ロードエストレーラ 牡4栗 57 田中 勝春 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 512＋ 21：50．07 145．7�
815 ケイアイエイト 牡3鹿 54 石橋 脩亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 490± 0 〃 クビ 59．2�
814 ニホンノチカラ 牡4黒鹿 57

55 △嶋田 純次山本 英俊氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 504－141：50．42� 129．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，935，600円 複勝： 40，555，800円 枠連： 17，025，500円
馬連： 60，675，300円 馬単： 39，266，200円 ワイド： 28，894，300円
3連複： 73，125，900円 3連単： 134，688，000円 計： 424，166，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 390円 � 130円 枠 連（2－3） 1，930円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 830円 �� 220円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 16，840円

票 数

単勝票数 計 299356 的中 � 76758（2番人気）
複勝票数 計 405558 的中 � 96211（2番人気）� 17240（7番人気）� 102616（1番人気）
枠連票数 計 170255 的中 （2－3） 6534（8番人気）
馬連票数 計 606753 的中 �� 18246（10番人気）
馬単票数 計 392662 的中 �� 7479（14番人気）
ワイド票数 計 288943 的中 �� 7573（9番人気）�� 41692（1番人気）�� 7395（11番人気）
3連複票数 計 731259 的中 ��� 22020（5番人気）
3連単票数 計1346880 的中 ��� 5905（38番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―30．7―43．3―56．1―1：08．4―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ム ラ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．10．9 東京1着

2008．3．22生 牡5青鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 9戦3勝 賞金 30，183，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



18057 7月13日 小雨 良 （25福島2）第5日 第9競走 ��1，800�
お ぐ に ぬ ま

雄 国 沼 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：45．3
1：44．1

良
良

710 マイネルスパイス 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 428－ 21：47．3 24．8�

56 ガーネットチャーム 牝4鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 426± 0 〃 ハナ 4．7�
11 マイネルゴラッソ 牡5栗 57 戸崎 圭太 �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 482－ 61：47．51� 3．7�
711 ルネッタアスール 牝4鹿 55 北村 宏司青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 458－ 21：48．03 12．1�
22 メイブリーズ 牝4芦 55 石橋 脩千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 41：48．31� 13．0	
33 ア ビ ス コ 牡3芦 54 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 B470－ 21：48．61� 29．4

45 ベルゲンクライ 牡3芦 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 484＋10 〃 クビ 8．0�
813 カシノスターライト 牝6鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 508＋ 61：48．81� 33．4�
69 ステップアヘッド 牡4鹿 57 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 508－121：48．9� 30．7
812 イルミナティ 牝3鹿 52 内田 博幸ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 480＋ 21：49．11� 3．0�
44 ケイツークロート 牝4栗 55 宮崎 北斗楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 474－ 21：49．52� 412．9�
68 チ ェ リ オ ス 牡5鹿 57 武士沢友治星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 520＋141：51．8大差 99．1�
57 ハギノトラスト 牝7栃栗55 江田 照男安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 460＋14 （競走中止） 95．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，931，400円 複勝： 44，777，900円 枠連： 19，252，600円
馬連： 75，715，100円 馬単： 45，463，000円 ワイド： 31，476，300円
3連複： 88，990，800円 3連単： 169，602，800円 計： 502，209，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 460円 � 160円 � 160円 枠 連（5－7） 1，150円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，270円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 53，500円

票 数

単勝票数 計 269314 的中 � 8578（7番人気）
複勝票数 計 447779 的中 � 18746（7番人気）� 83125（3番人気）� 87560（2番人気）
枠連票数 計 192526 的中 （5－7） 12448（6番人気）
馬連票数 計 757151 的中 �� 12335（18番人気）
馬単票数 計 454630 的中 �� 2647（47番人気）
ワイド票数 計 314763 的中 �� 5875（16番人気）�� 5829（17番人気）�� 20426（3番人気）
3連複票数 計 889908 的中 ��� 13743（12番人気）
3連単票数 計1696028 的中 ��� 2340（176番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．2―12．0―12．0―12．3―12．1―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．7―46．7―58．7―1：11．0―1：23．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルスパイス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Woodman デビュー 2011．9．3 新潟2着

2009．3．11生 牡4鹿 母 シ ャ フ ィ ガ 母母 Silk Braid 17戦2勝 賞金 35，750，000円
〔競走中止〕 ハギノトラスト号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェリオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月13日まで平地競走に

出走できない。

18058 7月13日 小雨 良 （25福島2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．7．14以降25．7．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
2：37．3
2：37．3

良
良

714 エーシングングン 牡4栗 57 横山 典弘�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 476－ 82：38．8 11．6�
35 フェデラルホール 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 476－102：39．01� 2．1�
24 アップルジャック 牡5黒鹿53 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 520－ 42：39．42� 39．2�
48 マイネルテンクウ 牡4鹿 55 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 510± 02：39．72 5．7�
59 ヴ ェ イ ロ ン 牡5栗 53 吉田 豊前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 482－ 82：40．01	 88．5�
11 ミッキーレモン 牝5鹿 52 田中 勝春野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 496＋ 62：40．53 49．6	
815 ポセイドンバローズ 牡3栗 52 内田 博幸猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 42：40．6� 11．4

23 シンボリローレンス 
8黒鹿52 伊藤 工真シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 488－ 22：41．02� 137．2�
36 テーオーストーム 牡7鹿 55 武士沢友治小笹 公也氏 高柳 瑞樹 門別 ヤナガワ牧場 472－182：41．1� 127．9�
612 ニシキホマレ 牡6鹿 53 嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490－102：41．2� 62．0
816 スーサングレート 牡5栗 56 石橋 脩林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B510－ 82：41．3� 6．0�
510 アドマイヤカーリン 牡5青鹿54 戸崎 圭太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476－ 42：41．4	 14．2�
611� トーセンノーブル 牝5鹿 52 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 516＋202：41．5� 26．5�
713 ナンヨースラッガー 牡6芦 52 西村 太一中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 504＋ 42：42．45 458．0�
12 テラノコブラ 牡5栗 54 江田 照男寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476± 02：42．71	 112．7�
47 マイネルリヒト 牡4鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 464－ 82：42．91� 16．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，475，600円 複勝： 57，770，500円 枠連： 31，145，500円
馬連： 113，043，400円 馬単： 64，311，600円 ワイド： 45，655，700円
3連複： 138，399，400円 3連単： 258，596，000円 計： 747，397，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 310円 � 140円 � 600円 枠 連（3－7） 1，200円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 550円 �� 5，120円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 14，210円 3 連 単 ��� 87，670円

票 数

単勝票数 計 384756 的中 � 26247（5番人気）
複勝票数 計 577705 的中 � 43491（5番人気）� 152258（1番人気）� 18906（9番人気）
枠連票数 計 311455 的中 （3－7） 19229（4番人気）
馬連票数 計1130434 的中 �� 73605（3番人気）
馬単票数 計 643116 的中 �� 14794（10番人気）
ワイド票数 計 456557 的中 �� 22282（4番人気）�� 2065（48番人気）�� 8968（14番人気）
3連複票数 計1383994 的中 ��� 7189（44番人気）
3連単票数 計2585960 的中 ��� 2177（253番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―12．0―11．9―12．2―12．0―12．5―12．2―12．2―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．2―35．9―47．9―59．8―1：12．0―1：24．0―1：36．5―1：48．7―2：00．9―2：13．8―2：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F50．1―3F37．9
1
�
16－8，10（4，11，15）5，1（2，6）－（12，13）－（14，7）－9－3
16－（8，10，15）（4，5）11，6（14，1）2，12－9（3，13，7）

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

勝馬の
紹 介

エーシングングン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．6 新潟1着

2009．5．16生 牡4栗 母 エイシンブイブイ 母母 ナ ダ ビ ッ ド 16戦4勝 賞金 56，756，000円
〔制裁〕 エーシングングン号の騎手横山典弘は，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50，000円。（被害馬：5番）
※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） 3頭 ギムレットアイ号・ケンブリッジシーザ号・ホーマンベルウィン号
（非抽選馬） 1頭 セイカミカワ号



18059 7月13日 曇 良 （25福島2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ だ た ら

安達太良ステークス
発走15時45分 （ダート・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

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：41．7

良
不良

712 フリートストリート 牡4芦 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504± 01：44．3 3．7�

713� ダブルスター 牡4栗 57 戸崎 圭太�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500± 01：44．51	 6．9�
34 ディーエスコンドル 牡5鹿 57 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 464－ 61：44．71
 5．8�
610� アンアヴェンジド 牝4黒鹿55 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

542＋ 21：45．33
 2．1�
35 ダノンハラショー 牡6栗 57 蛯名 正義�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：45．83 89．0	
59 キッズアプローズ 牡7鹿 57 西田雄一郎瀬谷 
雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム 504＋ 8 〃 クビ 183．8�
47 � グレイレジェンド 牡5芦 57 石橋 脩小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 464± 0 〃 ハナ 46．6�
58 トーセンケイトゥー �5栗 57 松岡 正海島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460± 01：45．9クビ 21．3
814 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 57 吉田 豊小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 498＋ 81：46．0
 25．0�
11 スギノブレイド �7栗 57 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B504± 0 〃 アタマ 107．9�
815 ドラゴンヴォイス 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 438－161：46．53 45．1�
22 イーグルドライヴ 牡6栗 57 大庭 和弥�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B540＋ 81：47．03 127．4�
23 ゴールドアカデミー �7栗 57 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B480－161：47．2 137．2�
46 � エバーオンワード 牡5鹿 57 宮崎 北斗井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 482± 01：47．52 214．3�
611 ブルーソックス 牡6鹿 57 江田 照男田島榮二郎氏 和田 雄二 新冠 北星村田牧場 494－ 21：49．09 117．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，800，700円 複勝： 86，502，700円 枠連： 52，220，100円
馬連： 226，049，400円 馬単： 134，580，800円 ワイド： 73，967，000円
3連複： 271，231，100円 3連単： 596，166，200円 計： 1，502，518，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 190円 � 190円 枠 連（7－7） 1，170円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 420円 �� 460円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 618007 的中 � 133517（2番人気）
複勝票数 計 865027 的中 � 188268（2番人気）� 108584（4番人気）� 115029（3番人気）
枠連票数 計 522201 的中 （7－7） 33179（4番人気）
馬連票数 計2260494 的中 �� 139190（5番人気）
馬単票数 計1345808 的中 �� 48028（6番人気）
ワイド票数 計 739670 的中 �� 45877（4番人気）�� 41010（5番人気）�� 24154（8番人気）
3連複票数 計2712311 的中 ��� 89283（6番人気）
3連単票数 計5961662 的中 ��� 42373（27番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．2―12．3―12．5―12．2―12．3―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．6―42．9―55．4―1：07．6―1：19．9―1：31．9

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

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

勝馬の
紹 介

フリートストリート �
�
父 Street Sense �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．1．9 京都1着

2009．4．10生 牡4芦 母 ジェニーリンド 母母 Negligent 9戦5勝 賞金 71，755，000円
［他本会外：1戦0勝］

18060 7月13日 雨 良 （25福島2）第5日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （芝・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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510 ツクバアラモード 牝3栗 52 吉田 豊細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 446－ 41：09．9 7．3�
713 デイジーバローズ 牝4栗 55 蛯名 正義猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 468＋10 〃 クビ 47．2�
816 アイティクイーン 牝5栗 55 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 504± 01：10．0� 5．2�
36 マックスストレイン 牡6栗 57 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 2 〃 ハナ 4．4�
48 サウスノーブル 牝5鹿 55 武士沢友治南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 492－ 61：10．1	 31．4�
23 ワンダービリーヴ 牝3鹿 52

50 △嶋田 純次半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 21：10．3� 81．1	
35 タンブルブルータス 牡4鹿 57 田中 勝春ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 496＋ 4 〃 ハナ 11．1

815 アフロディシアス 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 450＋ 4 〃 ハナ 28．0�
714 トミケンフィアブル 牡3栗 54 石橋 脩冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 480＋101：10．4クビ 14．0�
47 リュウシンヒーロー 
5鹿 57 伊藤 工真桑畑 信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 440－ 8 〃 クビ 144．2�
612 タンゴグラチア 牝4鹿 55 松岡 正海諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444＋ 41：10．61 20．4�
59 フリーアズアバード 
5鹿 57 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 468－12 〃 クビ 66．0�
611� スマートジュメイラ 牝3鹿 52 的場 勇人大川 徹氏 的場 均 日高 いとう牧場 B494± 01：10．7クビ 117．6�
11 デリケートアーチ 牝4栃栗55 内田 博幸 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B460± 0 〃 クビ 18．2�
24 アードバーク 牡4鹿 57 西田雄一郎石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 464＋ 81：11．97 89．3�
12 フクノハツヒメ 牝4鹿 55

52 ▲山崎 亮誠福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 446＋ 21：12．11� 3．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，552，000円 複勝： 71，062，100円 枠連： 38，854，200円
馬連： 123，885，500円 馬単： 71，678，800円 ワイド： 55，669，000円
3連複： 171，417，200円 3連単： 305，285，400円 計： 882，404，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 910円 � 230円 枠 連（5－7） 3，590円

馬 連 �� 17，470円 馬 単 �� 31，100円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 640円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 21，730円 3 連 単 ��� 159，790円

票 数

単勝票数 計 445520 的中 � 48708（4番人気）
複勝票数 計 710621 的中 � 72630（4番人気）� 17093（12番人気）� 93962（3番人気）
枠連票数 計 388542 的中 （5－7） 8007（15番人気）
馬連票数 計1238855 的中 �� 5234（52番人気）
馬単票数 計 716788 的中 �� 1701（91番人気）
ワイド票数 計 556690 的中 �� 2723（48番人気）�� 23242（4番人気）�� 4131（36番人気）
3連複票数 計1714172 的中 ��� 5823（73番人気）
3連単票数 計3052854 的中 ��� 1410（503番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．9―45．6―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 ・（2，4，16）（9，14，15）（12，11）（1，10）6，13（3，5）（7，8） 4 ・（2，4）（9，16）15（12，14）（11，10）（1，6）（3，13）5，8，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクバアラモード �
�
父 サムライハート �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2012．9．1 新潟2着

2010．2．16生 牝3栗 母 バ レ リ ア ン 母母 カネヤマシカダ 6戦2勝 賞金 17，451，000円
※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） 1頭 スズカアタック号
（非抽選馬） 5頭 アズマスターフィー号・ケイツーノース号・チェリービスティー号・トルピドトウショウ号・ミヤコライジング号



（25福島2）第5日 7月13日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

178，260，000円
2，080，000円
8，500，000円
1，460，000円
15，690，000円
63，050，500円
5，032，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
341，269，800円
521，596，900円
247，287，400円
885，661，600円
550，510，200円
374，761，900円
1，118，264，000円
2，093，679，800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 6，133，031，600円

総入場人員 8，277名 （有料入場人員 6，315名）
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