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18061 7月14日 晴 稍重 （25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10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
1：08．6
1：07．8

良
良

33 デスティニーラブ 牝2黒鹿54 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 434± 01：11．3 1．6�
44 クラウンデュナミス 牝2黒鹿54 松岡 正海矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 438－ 61：11．4� 4．0�
22 レイズアセイル 牝2栗 54 江田 照男 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 442－ 81：11．5� 16．5�
811 コスモアメシスト 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 440－ 41：11．6クビ 9．2�
11 シゲルウゼン 牝2栗 54 戸崎 圭太森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 432－ 21：11．92 44．4	
78 クリノヨウキヒ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 ヤナガワ牧場 400－ 21：12．0クビ 80．6

67 ガーネットアイ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 千歳 社台ファーム 382＋ 21：12．31� 14．1�
66 イエローストーン 牡2黒鹿54 武士沢友治�Basic 田島 俊明 浦河 斉藤英牧場 454－ 41：12．61� 10．9�
79 ブラックソヴリン 牝2芦 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452＋ 21：12．7� 164．0
55 ケイツーウラノス 牡2鹿 54 石橋 脩楠本 勝美氏 菅原 泰夫 浦河 富塚ファーム 440＋ 21：13．23 155．4�
810 カ シ ノ バ ル �2栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 452± 01：13．62� 260．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，158，100円 複勝： 40，366，300円 枠連： 9，854，700円
馬連： 37，822，400円 馬単： 31，777，700円 ワイド： 19，159，300円
3連複： 45，028，200円 3連単： 106，431，000円 計： 311，597，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 250円 枠 連（3－4） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 140円 �� 370円 �� 550円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，340円

票 数

単勝票数 計 211581 的中 � 104734（1番人気）
複勝票数 計 403663 的中 � 207488（1番人気）� 77016（2番人気）� 18824（6番人気）
枠連票数 計 98547 的中 （3－4） 28918（1番人気）
馬連票数 計 378224 的中 �� 108072（1番人気）
馬単票数 計 317777 的中 �� 53630（1番人気）
ワイド票数 計 191593 的中 �� 50706（1番人気）�� 10617（5番人気）�� 6515（9番人気）
3連複票数 計 450282 的中 ��� 38547（4番人気）
3連単票数 計1064310 的中 ��� 33649（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．1―11．9―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デスティニーラブ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．1 東京2着

2011．3．10生 牝2黒鹿 母 スローアキッス 母母 ケ イ シ ー 2戦1勝 賞金 7，800，000円

18062 7月14日 晴 稍重 （25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
1：45．3
1：44．1

良
良

12 サクセスカーチス 牡3鹿 56
54 △嶋田 純次髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 454± 01：50．3 18．5�
713� マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana
Farms LLC 476－ 21：50．4� 1．8�

23 ミッキータイム 牡3鹿 56 内田 博幸野田みづき氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510－ 41：50．61	 5．5�
36 � アンナチュラル 牝3鹿 54 田辺 裕信�大樹ファーム 古賀 慎明 米

Galleria Blood-
stock & Summer-
hill Bloodstock

446± 0 〃 クビ 11．5�
24 ドクタールキア 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 448＋ 21：50．7クビ 63．9	
47 シャドウウィザード 
3黒鹿56 横山 典弘飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 476＋ 41：51．12� 48．5

59 コスモソーク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 534＋ 21：51．31	 16．8�
612 ヤマニントルシュ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 412－ 21：51．4� 190．8�
48 ティアップワンダー 牡3黒鹿56 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 450－ 4 〃 クビ 23．9
611 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 452－ 21：51．6� 30．3�
816 ア リ エ ッ タ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 堀 宣行 新冠 ハシモトフアーム 470 ―1：51．81� 9．6�
815 タカヒロガートップ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 430－ 61：52．43� 364．8�
714 マジックアイランド 牝3鹿 54 西田雄一郎有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム 462 ―1：52．82� 77．4�
35 トキノアイチヨ 牝3鹿 54 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 496 ―1：53．01� 377．6�
11 ヤナガセイコ 牝3鹿 54 伊藤 工真吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B414－ 81：53．21 91．9�
510 エターナルヒーロー 
3黒鹿56 田中 勝春岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 468＋141：55．1大差 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，284，200円 複勝： 36，318，900円 枠連： 12，824，000円
馬連： 45，025，800円 馬単： 33，465，700円 ワイド： 22，639，100円
3連複： 59，989，500円 3連単： 105，553，900円 計： 339，101，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 340円 � 110円 � 180円 枠 連（1－7） 1，550円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，400円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 30，730円

票 数

単勝票数 計 232842 的中 � 9964（7番人気）
複勝票数 計 363189 的中 � 16784（7番人気）� 149285（1番人気）� 42831（2番人気）
枠連票数 計 128240 的中 （1－7） 6125（6番人気）
馬連票数 計 450258 的中 �� 18462（7番人気）
馬単票数 計 334657 的中 �� 4538（18番人気）
ワイド票数 計 226391 的中 �� 7538（7番人気）�� 3526（18番人気）�� 25857（1番人気）
3連複票数 計 599895 的中 ��� 14920（9番人気）
3連単票数 計1055539 的中 ��� 2535（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．7―49．9―1：02．6―1：14．5―1：26．5―1：38．3

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

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

勝馬の
紹 介

サクセスカーチス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．9．30 中山2着

2010．1．28生 牡3鹿 母 リアルエクスペクテイションズ 母母 Educated Risk 10戦1勝 賞金 10，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エターナルヒーロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月14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 ナンダデヴィ号
（非抽選馬） 1頭 レディーモモ号

第２回 福島競馬 第６日



18063 7月14日 晴 不良 （25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10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
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 サイレンスバード 牡3鹿 56 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 490＋ 41：46．6 4．7�
815 ネクタルブルー 牡3青鹿56 江田 照男 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 B478＋ 2 〃 クビ 8．4�
58 キーコレクション 牡3栗 56 戸崎 圭太北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 446－ 41：47．02� 27．6�
34 キルタンサス 牡3栗 56 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 440－ 61：47．21� 11．4�
35 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488＋ 21：47．3クビ 2．6�
814 ヴィルトグラーフ �3鹿 56 西田雄一郎有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 41：47．4� 17．9	
59 マイネルエウロス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 496± 01：47．72 26．3

611 カゼノサファイア 牝3青 54

52 △嶋田 純次深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 466＋ 41：48．01	 87．8�
22 ラ マ ン チ ャ �3鹿 56 田辺 裕信吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 470－201：48．21� 15．3�
712 ポ ン マ リ ー 牝3黒鹿54 武士沢友治吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456－ 41：49．69 144．1
11 ブラックテラー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 472－ 41：49．7� 433．6�
46 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 488＋ 61：49．8	 4．9�
610
 ドラゴンフロント 牡3黒鹿56 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 C. Kidder, N.

Cole & B. Kidder 434－ 81：50．65 169．4�
713 クイックブレッド 牡3鹿 56 松岡 正海 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：51．02� 51．2�
47 ギャラクシーシチー 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 幾千世牧場 458 ―1：51．95 234．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，611，500円 複勝： 36，076，700円 枠連： 15，335，500円
馬連： 47，735，400円 馬単： 32，094，000円 ワイド： 23，541，700円
3連複： 62，055，600円 3連単： 104，791，200円 計： 344，241，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 260円 � 510円 枠 連（2－8） 880円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，360円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 15，660円 3 連 単 ��� 65，710円

票 数

単勝票数 計 226115 的中 � 38633（2番人気）
複勝票数 計 360767 的中 � 65875（2番人気）� 37044（4番人気）� 15271（8番人気）
枠連票数 計 153355 的中 （2－8） 12937（4番人気）
馬連票数 計 477354 的中 �� 21503（6番人気）
馬単票数 計 320940 的中 �� 7424（10番人気）
ワイド票数 計 235417 的中 �� 8449（7番人気）�� 4225（19番人気）�� 2180（28番人気）
3連複票数 計 620556 的中 ��� 2925（49番人気）
3連単票数 計1047912 的中 ��� 1177（214番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．7―42．4―55．3―1：07．8―1：20．5―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイレンスバード �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．7．28 新潟3着

2010．4．13生 牡3鹿 母 ドリーミングバード 母母 イ チ ノ ト リ 14戦1勝 賞金 14，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギャラクシーシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月14日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アキノハート号・グリード号・ブラゾン号
（非抽選馬） 1頭 コウヨウミラクル号

18064 7月14日 晴 稍重 （25福島2）第6日 第4競走 ��3，380�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40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 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：44．6良

34 カシマシンセイ 牡4鹿 60
57 ▲森 一馬松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 508＋ 43：48．1 10．6�

69 トウシンボルト 牡6黒鹿60 難波 剛健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482－14 〃 クビ 4．4�
58 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 上野 翔ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 456＋ 23：49．37 21．7�
814 トーセンオーパス �7鹿 62 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋123：49．4クビ 16．5�
45 セ イ エ イ 牡5栗 62 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 530＋ 63：49．82� 14．6	
813� ウォークラウン 牡7鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 512± 03：49．9	 23．0

22 トーセンマグナム 牡4鹿 62 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B446－ 23：50．22 3．1�
33 リリースバージョン 牡6鹿 60 金子 光希薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 484± 03：50．3クビ 39．8�
57 ピンクジャスミン 牝6鹿 58 田村 太雅名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 470＋ 63：50．51� 34．8
610 アドマイヤテンクウ 牡6鹿 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 536－ 63：50．92� 25．9�
11 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 478＋123：51．22 31．2�
712 リザーブカード 牡10鹿 60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム 498－ 83：52．47 12．3�
46 アグネスミヌエット 牝8鹿 58 白浜 雄造渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 438－ 43：53．25 5．7�
711 ビービーマイセン 牡4青鹿60 小野寺祐太�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 482＋ 23：56．2大差 65．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，912，500円 複勝： 28，624，400円 枠連： 14，501，600円
馬連： 40，751，900円 馬単： 27，294，700円 ワイド： 18，899，400円
3連複： 59，172，600円 3連単： 90，507，500円 計： 297，664，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 340円 � 170円 � 420円 枠 連（3－6） 1，960円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 820円 �� 3，160円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 13，230円 3 連 単 ��� 83，500円

票 数

単勝票数 計 179125 的中 � 13328（4番人気）
複勝票数 計 286244 的中 � 19693（4番人気）� 57842（2番人気）� 15440（6番人気）
枠連票数 計 145016 的中 （3－6） 5463（10番人気）
馬連票数 計 407519 的中 �� 10321（11番人気）
馬単票数 計 272947 的中 �� 3104（24番人気）
ワイド票数 計 188994 的中 �� 5913（5番人気）�� 1413（41番人気）�� 4403（11番人気）
3連複票数 計 591726 的中 ��� 3301（44番人気）
3連単票数 計 905075 的中 ��� 800（250番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 53．9－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カシマシンセイ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2011．10．23 東京12着

2009．5．11生 牡4鹿 母 ミルフィーユ 母母 ブロッソミングビューティ 障害：6戦2勝 賞金 21，800，000円
〔発走状況〕 トーセンマグナム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 テルバイク号の調教師小島茂之は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トーセンマグナム号は，平成25年7月15日から平成25年8月13日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 アグネスハイヤー号
（非抽選馬） 1頭 ビーアウェイク号



18065 7月14日 晴 良 （25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30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
1：48．5
1：46．0

良
良

713 マイネグレヴィル 牝2鹿 54
52 △嶋田 純次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―1：52．4 26．0�
510 マジックタイム 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 444 ―1：53．25 70．6�
611 サトノスティング 牡2青鹿54 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 452 ―1：53．3� 14．9�
816 マイネルヴェルト 牡2芦 54 松岡 正海 �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 446 ― 〃 ハナ 12．2�
12 ピ ザ ン 牝2鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 470 ―1：53．51� 24．4	
24 シ ー ロ ア 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 470 ― 〃 アタマ 2．5

714 ポーラメソッド 牡2芦 54 西田雄一郎有限会社シルク金成 貴史 安平 ノーザンファーム 514 ― 〃 クビ 50．1�
35 レッドグルック 牡2鹿 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 480 ―1：53．71� 14．5�
612 コスモナーダム 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 466 ―1：53．8クビ 13．6
815 ウ イ ン サ ラ 牝2黒鹿54 武士沢友治�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 434 ―1：53．9� 177．2�
59 ツクバビューティ 牝2栗 54 横山 典弘荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 450 ―1：54．22 4．4�
47 ミュゼキングダム 牡2鹿 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 浦河 笠松牧場 500 ―1：54．3クビ 9．1�
23 プレミアステイタス 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 クビ 88．4�
11 ファーストオーサー 牡2黒鹿54 石橋 脩石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 478 ―1：54．83 31．9�
36 モーレアモーレ 牝2栗 54 西村 太一�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 488 ―1：55．01� 195．1�
48 タブレットピーシー 牡2芦 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464 ―1：55．21� 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，002，100円 複勝： 34，319，200円 枠連： 15，952，600円
馬連： 51，602，200円 馬単： 35，684，600円 ワイド： 24，670，400円
3連複： 66，613，900円 3連単： 109，773，300円 計： 363，618，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 780円 � 1，730円 � 510円 枠 連（5－7） 4，090円

馬 連 �� 35，700円 馬 単 �� 94，740円

ワ イ ド �� 9，820円 �� 4，800円 �� 11，700円

3 連 複 ��� 289，190円 3 連 単 ��� 2，700，430円

票 数

単勝票数 計 250021 的中 � 7581（10番人気）
複勝票数 計 343192 的中 � 11536（9番人気）� 4945（13番人気）� 18973（7番人気）
枠連票数 計 159526 的中 （5－7） 2881（18番人気）
馬連票数 計 516022 的中 �� 1067（65番人気）
馬単票数 計 356846 的中 �� 278（140番人気）
ワイド票数 計 246704 的中 �� 617（71番人気）�� 1273（52番人気）�� 517（80番人気）
3連複票数 計 666139 的中 ��� 170（340番人気）
3連単票数 計1097733 的中 ��� 30（2181番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．1―14．0―13．0―11．9―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．9―51．9―1：04．9―1：16．8―1：28．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネグレヴィル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．4．3生 牝2鹿 母 マイネポリーヌ 母母 マイネミレー 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エキマエ号・ハイアーレート号・ハッピーセーラー号

18066 7月14日 晴 良 （25福島2）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：08．6
1：07．8

良
良

58 ユールドゥー 牡2鹿 54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 466 ―1：11．6 2．7�
712 マンハッタンヘンジ 牡2黒鹿54 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 486 ―1：11．92 11．5�
33 コ ア ク マ 牝2鹿 54

52 △嶋田 純次内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 406 ―1：12．0クビ 15．3�
711 トップアドバンス 牡2鹿 54 吉田 豊柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452 ― 〃 クビ 21．1�
45 サ ノ イ チ 牡2鹿 54 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 菊川 正達 日高 豊洋牧場 452 ―1：12．1クビ 6．7�
813 サクラシュトローム 牡2栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 484 ― 〃 アタマ 4．4	
11 オ モ イ イ レ 牝2鹿 54 松岡 正海平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 468 ―1：12．2� 18．9

814 ウールーシュヴァル 牡2鹿 54 江田 照男井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 428 ―1：12．3� 27．1�
34 オ ー ド ヴ ィ 牝2黒鹿54 横山 典弘�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462 ―1：12．93� 16．1�
22 コスモビジョン 牝2黒鹿54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 平山牧場 414 ―1：13．0� 41．7�
610 バイタルワンダー �2青鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 464 ―1：13．1	 82．2�
57 ジャーアルタミラ �2鹿 54 伊藤 工真本間 茂氏 石毛 善彦 浦河 高岸 順一 430 ―1：13．2� 81．6�
46 リネンプロフィット �2鹿 54 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 410 ―1：13．62� 128．6�
69 ゴールドクレセント 牡2鹿 54 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 470 ―1：13．91	 9．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，405，800円 複勝： 35，982，600円 枠連： 15，622，400円
馬連： 48，448，100円 馬単： 33，846，600円 ワイド： 23，240，200円
3連複： 59，783，200円 3連単： 97，526，100円 計： 339，855，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 270円 � 360円 枠 連（5－7） 940円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，000円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 27，050円

票 数

単勝票数 計 254058 的中 � 74294（1番人気）
複勝票数 計 359826 的中 � 93742（1番人気）� 30720（4番人気）� 20758（6番人気）
枠連票数 計 156224 的中 （5－7） 12380（2番人気）
馬連票数 計 484481 的中 �� 26010（3番人気）
馬単票数 計 338466 的中 �� 12213（4番人気）
ワイド票数 計 232402 的中 �� 9734（3番人気）�� 5727（9番人気）�� 2792（29番人気）
3連複票数 計 597832 的中 ��� 6077（23番人気）
3連単票数 計 975261 的中 ��� 2661（62番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．1―11．9―12．1―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユールドゥー �
�
父 サムライハート �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2011．3．30生 牡2鹿 母 ナントカナルサ 母母 サパテアード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



18067 7月14日 晴 重 （25福島2）第6日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走13時30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
1：43．3
1：41．7

良
不良

712 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 466＋ 21：48．1 6．1�
23 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 21：48．2� 3．7�
22 エクセレンテ �3鹿 56 横山 典弘栗坂 崇氏 萱野 浩二 浦河 中神牧場 468－ 41：48．83� 5．3�
815 アポロンバローズ 牡3黒鹿56 石橋 脩猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 石郷岡 雅樹 502± 0 〃 クビ 14．5�
11 サーマウント 牡3鹿 56 田辺 裕信前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 2 〃 ハナ 3．8�
47 シャインエフェクト 牝3芦 54 松岡 正海皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 448－ 41：49．33 21．1	
814 コミュニティ 牡3栗 56

53 ▲花田 大昂西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 470＋ 2 〃 クビ 192．0

46 エーシンハルシオン 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�栄進堂 久保田貴士 浦河 栄進牧場 472＋ 61：49．4クビ 123．6�
59 クリノグランデ 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 484＋161：49．93 29．6�
611 バレルウェーブ 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 ファニーフレンズファーム 496± 01：50．22 25．5
35 コウジンコラボ 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 466＋ 8 〃 ハナ 13．2�
58 ベストリッジライン 牡3栗 56 内田 博幸 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 平取 坂東牧場 512 ―1：50．62� 16．5�
610 デュエリストシチー 牡3黒鹿 56

54 △嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 出羽牧場 428－ 21：50．81� 90．9�
713 ダイワロージー 牝3鹿 54 蛯名 正義大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 折手牧場 438＋121：51．43� 55．5�
34 エルアモール 牝3芦 54 嘉藤 貴行池田 正孝氏 天間 昭一 新ひだか 酒井 亨 438－ 61：54．4大差 341．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，977，500円 複勝： 38，678，600円 枠連： 16，925，300円
馬連： 56，964，100円 馬単： 36，344，700円 ワイド： 28，310，700円
3連複： 73，185，700円 3連単： 120，994，500円 計： 393，381，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 130円 � 170円 枠 連（2－7） 580円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 390円 �� 670円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 219775 的中 � 28749（4番人気）
複勝票数 計 386786 的中 � 55422（3番人気）� 93431（1番人気）� 55117（4番人気）
枠連票数 計 169253 的中 （2－7） 21567（2番人気）
馬連票数 計 569641 的中 �� 40885（3番人気）
馬単票数 計 363447 的中 �� 11824（8番人気）
ワイド票数 計 283107 的中 �� 18998（2番人気）�� 9899（6番人気）�� 17489（5番人気）
3連複票数 計 731857 的中 ��� 32276（3番人気）
3連単票数 計1209945 的中 ��� 8683（17番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―11．8―12．9―13．3―13．1―13．0―13．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．1―43．0―56．3―1：09．4―1：22．4―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サルジェンツチェリ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．11．25 東京11着

2010．4．15生 牡3芦 母 シナノザクラ 母母 クローストゥユー 10戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 エクセレンテ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戒告。（被害馬：11番・1番）

アポロンバローズ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルアモール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月14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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イラッシャイマセ号・クリスフォンテン号・スキップコード号・ビービーラッシュ号・レッドタイフーン号
（非抽選馬） 1頭 ガルサンダー号

18068 7月14日 晴 良 （25福島2）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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
1：45．3
1：44．1

良
良

11 シャドウライフ 牝4黒鹿55 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454± 01：49．1 9．8�
22 シャンボールフィズ 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 426－ 61：49．2� 2．7�
67 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 4．6�
811 ジェラテリアバール 牝3黒鹿52 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 482－ 21：49．94 4．0�
710� ドクトルコスモ 牝4栗 55

52 ▲原田 和真湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 434± 01：50．0� 77．7	
812 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝4鹿 55 田辺 裕信星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 61：50．21 9．9

55 コスモミレネール 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：51．05 8．9�
44 � ユウミプリンセス 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁新井原 博氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 420－ 81：51．21	 402．6�
33 アポロダイヤモンド 牝3鹿 52 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 434＋ 21：51．73 17．0
56 � ア ナ ン タ ン 牝4栗 55 江田 照男川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 430－ 1 〃 クビ 163．4�
68 フェアリーガーデン 牝4鹿 55

53 △嶋田 純次田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 442＋ 21：52．12� 82．5�
79 メリオンジョー 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 462＋10 〃 アタマ 385．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，143，200円 複勝： 45，911，600円 枠連： 16，478，600円
馬連： 68，104，800円 馬単： 45，978，200円 ワイド： 28，686，200円
3連複： 79，325，600円 3連単： 161，932，900円 計： 476，561，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 180円 � 130円 � 160円 枠 連（1－2） 1，140円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 430円 �� 690円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 301432 的中 � 24343（5番人気）
複勝票数 計 459116 的中 � 57751（4番人気）� 120715（1番人気）� 73734（3番人気）
枠連票数 計 164786 的中 （1－2） 10756（4番人気）
馬連票数 計 681048 的中 �� 40009（6番人気）
馬単票数 計 459782 的中 �� 10989（14番人気）
ワイド票数 計 286862 的中 �� 15357（5番人気）�� 8864（13番人気）�� 42539（1番人気）
3連複票数 計 793256 的中 ��� 37309（6番人気）
3連単票数 計1619329 的中 ��� 9727（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．1―47．3―59．4―1：11．5―1：23．9―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャドウライフ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．5 東京3着

2009．2．25生 牝4黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス 15戦2勝 賞金 22，355，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



18069 7月14日 曇 良 （25福島2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

み な み そ う ま

南 相 馬 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

南相馬市長賞（1着）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 ソルレヴァンテ 牡4鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 476＋ 22：01．3 1．7�

33 ア ー カ イ ブ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 42：02．04 8．7�
22 トルークマクト 牡3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 434± 0 〃 ハナ 6．1�
55 クリノメダリスト 牝7栗 55 田辺 裕信栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444－ 22：02．21� 133．9�
44 プレミアムタイム 牡4栗 57 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B500＋ 2 〃 ハナ 5．3	
88 ネコタイショウ 牡3鹿 54 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 436＋ 42：02．51	 18．1

11 スピカシチー 牝4鹿 55 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 434＋ 42：02．6	 120．8�
89 エバーグリーン 牡5青 57 松岡 正海吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 486－ 22：02．7	 11．3�
77 トーセンワープ 牡3鹿 54 吉田 豊島川 哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 42：02．8� 30．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 37，033，900円 複勝： 71，735，700円 枠連： 15，066，800円
馬連： 70，967，600円 馬単： 59，959，700円 ワイド： 29，572，400円
3連複： 81，453，300円 3連単： 246，419，000円 計： 612，208，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 160円 枠 連（3－6） 700円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 280円 �� 200円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 370339 的中 � 176351（1番人気）
複勝票数 計 717357 的中 � 371084（1番人気）� 60805（4番人気）� 81459（3番人気）
枠連票数 計 150668 的中 （3－6） 15928（4番人気）
馬連票数 計 709676 的中 �� 73273（3番人気）
馬単票数 計 599597 的中 �� 44203（3番人気）
ワイド票数 計 295724 的中 �� 26396（3番人気）�� 44232（2番人気）�� 10724（9番人気）
3連複票数 計 814533 的中 ��� 59914（4番人気）
3連単票数 計2464190 的中 ��� 50326（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．0―12．3―12．9―12．9―12．3―12．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．2―47．5―1：00．4―1：13．3―1：25．6―1：37．8―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
6－9－7－4（1，8）2，3，5
6，9，7，4（1，2，8）（3，5）

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

勝馬の
紹 介

ソルレヴァンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．1．5 中山2着

2009．2．26生 牡4鹿 母 ヒシバイタル 母母 バードキャット 12戦3勝 賞金 49，735，000円

18070 7月14日 雨 重 （25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10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
1：06．9
1：06．9

良
良

611 ルミナスウイング 牡3鹿 54 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：07．8 5．5�
816 アルベルティ 牡5鹿 57 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 8 〃 クビ 15．7�
59 フォルテリコルド 牡4鹿 57 武士沢友治 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 81：07．9� 15．8�
47 レ ギ ス 牡3栗 54 石橋 脩杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 464－ 21：08．11� 4．2�
35 ジェイケイホーム 牡3栃栗54 江田 照男小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 464＋ 8 〃 ハナ 53．3�
612 アキノモーグル 牡5栗 57 伊藤 工真穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 518－ 4 〃 ハナ 27．0	
23 	 アポロノカンザシ 牝5栗 55 西村 太一アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B444± 01：08．2クビ 70．6

713
 ルチャドルアスール �4黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 522＋ 61：08．52 5．2�
36 
 サクラインザスカイ 牡4栗 57 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 462± 0 〃 クビ 12．8
48 
 シャイニイチカ 牝6鹿 55 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 B446＋ 81：08．71� 322．5�
11 	 アースゼウス 牡3栗 54 内田 博幸 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

510＋ 41：08．8� 9．2�
24 カンファーネオ 牡6鹿 57 西田雄一郎楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 488－ 2 〃 ハナ 290．4�
815 ケージーヨシツネ 牡5鹿 57 吉田 豊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 450－ 41：08．9クビ 31．3�
510
 エーシンボダイジュ 牡5鹿 57 宮崎 北斗�栄進堂 北出 成人 浦河 多田 善弘 548＋ 8 〃 ハナ 235．9�
714 トーセントレジャー 牡5鹿 57 松岡 正海島川 �哉氏 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 510＋ 21：11．1大差 58．6�
12 タイセイスウィープ 牡3鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 藤春 修二 468＋ 81：11．42 5．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，713，200円 複勝： 65，293，400円 枠連： 34，844，500円
馬連： 127，864，900円 馬単： 72，281，500円 ワイド： 47，468，000円
3連複： 159，902，800円 3連単： 277，414，700円 計： 825，783，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 370円 � 450円 枠 連（6－8） 1，680円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 6，440円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，640円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 20，290円 3 連 単 ��� 93，070円

票 数

単勝票数 計 407132 的中 � 59375（4番人気）
複勝票数 計 652934 的中 � 97693（2番人気）� 43948（6番人気）� 34418（8番人気）
枠連票数 計 348445 的中 （6－8） 15348（10番人気）
馬連票数 計1278649 的中 �� 23303（17番人気）
馬単票数 計 722815 的中 �� 8290（27番人気）
ワイド票数 計 474680 的中 �� 8978（15番人気）�� 7141（19番人気）�� 4362（35番人気）
3連複票数 計1599028 的中 ��� 5817（73番人気）
3連単票数 計2774147 的中 ��� 2200（311番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―10．9―12．0―12．2―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．2―43．2―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスウイング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．7 中京中止

2010．3．5生 牡3鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 8戦3勝 賞金 35，095，000円
〔制裁〕 トーセントレジャー号の騎手松岡正海は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・7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） 1頭 イッツアチャンス号
（非抽選馬） 5頭 ゴッドツェッペリン号・チャンピオンヤマト号・トウショウアトム号・ネオシーサー号・ホンインボウ号

２レース目



18071 7月14日 雨 稍重 （25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45分 （芝・右）
3歳以上，24．7．14以降25．7．7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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

36 � マイネルエテルネル 牡3栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 474＋ 41：10．5 5．0�
35 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 54 石橋 脩�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 464＋ 21：10．6� 15．2�
713 レオアクティブ 牡4栗 57 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 450－ 21：10．92 3．4�
24 ケイアイアストン 牡8鹿 54 江田 照男亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 478－10 〃 アタマ 22．8�
510 ラインブラッド 牡7栗 55 田中 勝春大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 510＋ 2 〃 ハナ 28．8�
12 ノーザンリバー 牡5鹿 55 内田 博幸林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 6．5	
816 ハッピーカオル 牡6青 54 田辺 裕信芝山 展昌氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 458± 01：11．0� 90．9

612 ツルマルレオン 牡5鹿 55 戸崎 圭太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 510－ 41：11．1クビ 5．6�
714 カラフルデイズ 牝5栗 53 蛯名 正義 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋181：11．2� 28．6
611� エーシンハーバー 牝5芦 54 西村 太一�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

500＋22 〃 アタマ 21．4�
59 ボストンエンペラー 牡5黒鹿53 嶋田 純次ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 458－ 61：11．3	 90．7�
48 スプラッシュエンド 牡7栗 52 西田雄一郎広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 502－ 21：11．51� 168．2�
47 ビウイッチアス 牝4黒鹿53 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 446＋ 21：11．6クビ 11．8�
11 アンシェルブルー 牝6黒鹿54 松岡 正海矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 468－ 21：11．81
 17．9�
23 フィールドシャイン 牡6栗 54 的場 勇人地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：11．9� 57．4�
815� エーシンジェイワン 牡5栗 54 武士沢友治�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B544＋ 21：12．32� 40．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，818，000円 複勝： 124，199，100円 枠連： 79，786，200円 馬連： 340，460，400円 馬単： 173，435，400円
ワイド： 109，262，700円 3連複： 447，390，600円 3連単： 811，691，000円 5重勝： 704，061，800円 計： 2，878，105，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 350円 � 160円 枠 連（3－3） 3，620円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 490円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 32，350円

5 重 勝
対象競走：中京10R／福島10R／函館11R／中京11R／福島11R

キャリーオーバー なし����� 483，800円

票 数

単勝票数 計 878180 的中 � 139711（2番人気）
複勝票数 計1241991 的中 � 191160（2番人気）� 73594（6番人気）� 239839（1番人気）
枠連票数 計 797862 的中 （3－3） 16275（15番人気）
馬連票数 計3404604 的中 �� 76200（10番人気）
馬単票数 計1734354 的中 �� 22195（18番人気）
ワイド票数 計1092627 的中 �� 26244（9番人気）�� 59612（2番人気）�� 22406（10番人気）
3連複票数 計4473906 的中 ��� 64114（9番人気）
3連単票数 計8116910 的中 ��� 18520（70番人気）
5重勝票数 計7040618 的中 ����� 1074

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルエテルネル �
�
父 Tamayuz �

�
母父 Piccolo デビュー 2012．7．29 小倉1着

2010．4．5生 牡3栗 母 For Evva Silca 母母 Silca－Cisa 9戦3勝 賞金 68，027，000円
〔発走状況〕 フィールドシャイン号は，枠内駐立不良〔突進〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 エーシンハーバー号の騎手西村太一は，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：12番・16番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フィールドシャイン号は，平成25年7月15日から平成25年8月4日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 ケンブリッジエル号

18072 7月14日 曇 不良 （25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 7，200，000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

712 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 内田 博幸�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 468－ 61：44．6 5．3�
611 ソルデマーヨ �5黒鹿57 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 536＋121：44．81 8．5�
11 カントリースノー �6黒鹿 57

55 △嶋田 純次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B524＋ 81：45．01	 12．1�
34 
 ヴィットリオドーロ 牡4黒鹿57 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 米 Yoshiyuki Ito 512＋ 4 〃 クビ 4．2�
814 トウショウギフト 牡4鹿 57 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528＋ 41：45．53 10．9�
23 ディアグリスター 牡3鹿 54 松岡 正海ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 474－ 21：45．6クビ 35．7	
35 シンボリプロント 牡4黒鹿57 江田 照男シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 452－ 41：45．7� 106．7

22 
 セ ツ ナ 牡3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-

son Lynch 492＋ 4 〃 アタマ 4．2�
610 パリーナチャン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 464＋141：46．12� 280．5
815 ク ロ タ カ 牝4黒鹿55 田辺 裕信�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 508＋141：46．52� 9．9�
47 バ シ リ ク ス 牡5鹿 57 宮崎 北斗ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 498＋121：47．24 292．5�
58 ア ラ ム ナ ス 牡3鹿 54 武士沢友治 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 41：47．41	 267．5�
713 ニシノスタイル 牡4鹿 57 柴田 大知西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 B500± 01：47．61	 26．3�
46 ボップリヴァーサル 牡3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 佐々木 恵一 502－ 41：47．7� 9．9�
59  ヒシパンサー 牡4栗 57 大庭 和弥阿部 雅英氏 小笠 倫弘 浦河 中村 雅明 B504－ 21：56．6大差 91．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，812，500円 複勝： 105，744，700円 枠連： 44，293，500円
馬連： 181，589，100円 馬単： 106，292，400円 ワイド： 75，912，200円
3連複： 235，980，300円 3連単： 468，214，000円 計： 1，289，838，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 280円 � 270円 枠 連（6－7） 1，860円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 750円 �� 770円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 32，080円

票 数

単勝票数 計 718125 的中 � 107943（3番人気）
複勝票数 計1057447 的中 � 165505（3番人気）� 92317（6番人気）� 99437（4番人気）
枠連票数 計 442935 的中 （6－7） 17665（10番人気）
馬連票数 計1815891 的中 �� 56140（8番人気）
馬単票数 計1062924 的中 �� 15964（20番人気）
ワイド票数 計 759122 的中 �� 25431（7番人気）�� 24660（8番人気）�� 13621（18番人気）
3連複票数 計2359803 的中 ��� 28098（23番人気）
3連単票数 計4682140 的中 ��� 10774（109番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．9―42．6―55．1―1：07．3―1：19．8―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リベラルアーツ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2010．8．22 新潟7着

2008．5．9生 牡5黒鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There 19戦3勝 賞金 38，358，000円
〔発走状況〕 ニシノスタイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノスタイル号は，平成25年7月15日から平成25年8月13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〕 ヒシパンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月14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 シェイプリー号

５レース目



（25福島2）第6日 7月14日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重一時良
不良一時重

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

199，170，000円
12，020，000円
1，350，000円
17，810，000円
60，682，500円
5，068，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
424，872，500円
663，251，200円
291，485，700円
1，117，336，700円
688，455，200円
451，362，300円
1，429，881，300円
2，701，249，100円
704，061，800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
5 重 勝
計 8，471，955，800円

総入場人員 13，520名 （有料入場人員 11，368名）
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