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18085 7月21日 曇 良 （25福島2）第8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

815 コロナプリンセス 牝2栗 54 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 436－ 21：10．8 334．3�
12 ニシノハイツリー 牡2栗 54 蛯名 正義西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 470± 0 〃 ハナ 6．9�
713 グランプリブレイド 牡2黒鹿 54

52 △杉原 誠人�グランプリ 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 456＋ 8 〃 クビ 10．4�
612 デサフィナード 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 424＋ 41：10．9クビ 32．0�
48 ボーンレジェンド 牝2鹿 54 横山 典弘 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 2．1	
611 コスモドーム 牡2鹿 54

52 △嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 470＋121：11．11� 5．7

816 ア マ ア マ 牝2栗 54 北村 宏司中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 434＋101：11．2クビ 28．3�
714 レッドキャンティー 牝2栗 54 西田雄一郎�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 436± 01：11．3� 174．9�
23 マイネプレセア 牝2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 61：11．51� 5．5
11 ミヤギユニヴァース 牝2鹿 54 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 434± 01：11．6� 194．8�
36 ロマンシーズ 牡2鹿 54 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508－ 81：11．7	 18．2�
35 カ プ チ ー ノ 牡2鹿 54 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 444＋ 41：11．91� 58．3�
510 パンテラネグラ 牡2栗 54

51 ▲山崎 亮誠�ミルファーム 大和田 成 えりも エクセルマネジメント 428＋121：12．53� 163．9�
24 ライクアラヴァー 牝2栗 54 武士沢友治�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 426± 01：13．03 376．5�
47 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 田中 勝春森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 436＋ 4 〃 クビ 51．2�
59 メスイドール 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 400－ 41：13．1� 267．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，829，700円 複勝： 36，900，100円 枠連： 11，614，600円
馬連： 49，662，200円 馬単： 31，086，100円 ワイド： 22，325，000円
3連複： 58，969，000円 3連単： 99，783，700円 計： 331，170，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 33，430円 複 勝 � 7，310円 � 260円 � 370円 枠 連（1－8） 9，090円

馬 連 �� 197，050円 馬 単 �� 458，840円

ワ イ ド �� 39，620円 �� 25，090円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 530，730円 3 連 単 ��� 4，909，360円

票 数

単勝票数 計 208297 的中 � 491（15番人気）
複勝票数 計 369001 的中 � 1098（15番人気）� 42674（4番人気）� 27621（5番人気）
枠連票数 計 116146 的中 （1－8） 944（23番人気）
馬連票数 計 496622 的中 �� 186（90番人気）
馬単票数 計 310861 的中 �� 50（180番人気）
ワイド票数 計 223250 的中 �� 136（93番人気）�� 215（79番人気）�� 4309（17番人気）
3連複票数 計 589690 的中 ��� 82（305番人気）
3連単票数 計 997837 的中 ��� 15（1997番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．5―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．7―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロナプリンセス �
�
父 デュランダル �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2013．6．30 福島12着

2011．2．17生 牝2栗 母 コロナガール 母母 タガノブルードレス 2戦1勝 賞金 5，000，000円

18086 7月21日 晴 良 （25福島2）第8日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 エリンジューム 牝3黒鹿54 蛯名 正義有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B462＋ 22：02．2 2．6�
816 メロディフェア 牝3青鹿54 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 446＋ 62：03．15 11．1�
48 レアパルファム 牝3芦 54 北村 宏司森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 466＋ 82：03．73� 3．0�
510 ロ ジ ヒ ッ ト 牝3鹿 54 田中 勝春久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 井高牧場 442± 02：04．02 19．7�
36 フレッシュドール 牝3鹿 54 平野 優�下河辺牧場 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502＋20 〃 クビ 13．0�
47 エッフェルスパーク 牝3鹿 54 武士沢友治飯田 良枝氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 428－ 42：04．1クビ 145．9	
815 テワヒポウナム 牝3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 444＋102：04．31� 13．7

713 ローローローロー 牝3黒鹿54 伊藤 工真石川 幸司氏 中川 公成 新ひだか 坂本牧場 472＋ 82：04．4� 78．6�
35 トーアアナスタシア 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠高山ランド� 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 460＋12 〃 ハナ 158．7
59 ステラコーヴァ 牝3鹿 54 西田雄一郎有限会社シルク木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456－ 62：04．61� 51．8�
714 ブロンドバレット 牝3栗 54 宮崎 北斗河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 446＋ 42：04．92 30．9�
24 レディーモモ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 490－ 2 〃 アタマ 260．7�
23 バ プ テ ス マ 牝3青 54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 52：05．0� 63．6�
11 マイネカトレア 牝3栗 54 石橋 脩 �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 B440± 02：05．21� 8．9�
12 オペラガール 牝3黒鹿54 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 452 ―2：06．58 25．8�
612 コフユチェリー 牝3青鹿54 西村 太一チエリー商事� 嶋田 潤 新ひだか 嶋田牧場 B466＋122：07．88 276．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，818，900円 複勝： 33，301，500円 枠連： 14，580，700円
馬連： 47，022，300円 馬単： 30，386，200円 ワイド： 21，186，000円
3連複： 58，950，000円 3連単： 92，681，700円 計： 316，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 220円 � 120円 枠 連（6－8） 650円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 420円 �� 200円 �� 400円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，730円

票 数

単勝票数 計 188189 的中 � 57423（1番人気）
複勝票数 計 333015 的中 � 76587（2番人気）� 27968（5番人気）� 87595（1番人気）
枠連票数 計 145807 的中 （6－8） 16675（3番人気）
馬連票数 計 470223 的中 �� 24742（4番人気）
馬単票数 計 303862 的中 �� 11076（5番人気）
ワイド票数 計 211860 的中 �� 11240（4番人気）�� 32947（1番人気）�� 11943（3番人気）
3連複票数 計 589500 的中 ��� 44177（2番人気）
3連単票数 計 926817 的中 ��� 11956（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．3―12．3―12．5―12．2―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．9―48．2―1：00．5―1：13．0―1：25．2―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
11，16（10，14）12（2，15）6（3，8）7，1（5，9）4－13
11，16（10，14）（15，8）（2，12，6，1）（7，9）（4，3）5－13

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

勝馬の
紹 介

エリンジューム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2012．7．15 新潟8着

2010．3．18生 牝3黒鹿 母 ヒカルバイオレット 母母 アローフランネル 10戦1勝 賞金 11，850，000円
〔制裁〕 フレッシュドール号の騎手平野優は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コフユチェリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月21日まで平地競

走に出走できない。

第２回 福島競馬 第８日



18087 7月21日 晴 稍重 （25福島2）第8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

35 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿56 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508－ 81：48．9 2．2�
815 グ リ ー ド 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 512＋ 8 〃 クビ 20．7�
610 クリスフォンテン �3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠吉橋 計氏 菊川 正達 登別 登別上水牧場 434－ 21：49．11� 52．6�
814	 ドラゴンロックス 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 510＋ 2 〃 ハナ 12．5�
611 シルバーフォンテン 牡3芦 56 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 えりも 寺井 文秀 472± 01：49．2クビ 6．5�
58 エスカッシャン 牡3青 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 510＋ 6 〃 クビ 28．7	
11 	 ブ ラ ゾ ン 牡3芦 56 横山 典弘前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 454± 01：49．41� 3．0


712 ヒロスマイル 牝3鹿 54 伊藤 工真富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 444＋ 21：50．25 106．3�
59 ダイワボルドー 牡3芦 56

54 △杉原 誠人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B462－ 4 〃 クビ 119．2�
46 レッドタイフーン 牡3鹿 56 田中 勝春神林 幸一氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494± 01：50．83
 33．9
23 ハイランドコンドル 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 422＋161：51．43
 238．5�
47 マックスシュテルン 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 502＋ 21：52．35 39．2�
713 ピースロード 牡3鹿 56 田辺 裕信久米田正平氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 466－ 4 〃 クビ 31．0�
34 グットオーメン 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 496－ 81：53．25 149．9�
（14頭）

22 ナムラショウリ 牡3鹿 56 西田雄一郎奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，609，000円 複勝： 36，318，500円 枠連： 14，738，400円
馬連： 41，089，300円 馬単： 31，856，500円 ワイド： 22，089，800円
3連複： 56，336，000円 3連単： 102，348，300円 計： 325，385，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 410円 � 590円 枠 連（3－8） 820円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，410円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 18，670円 3 連 単 ��� 64，400円

票 数

単勝票数 差引計 206090（返還計 370） 的中 � 77084（1番人気）
複勝票数 差引計 363185（返還計 775） 的中 � 118088（1番人気）� 17928（5番人気）� 11577（6番人気）
枠連票数 差引計 147384（返還計 4 ） 的中 （3－8） 13348（4番人気）
馬連票数 差引計 410893（返還計 1785） 的中 �� 14755（6番人気）
馬単票数 差引計 318565（返還計 1432） 的中 �� 7695（9番人気）
ワイド票数 差引計 220898（返還計 689） 的中 �� 7754（7番人気）�� 3852（15番人気）�� 713（46番人気）
3連複票数 差引計 563360（返還計 4712） 的中 ��� 2228（46番人気）
3連単票数 差引計1023483（返還計 7964） 的中 ��� 1173（162番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．8―43．4―56．2―1：08．8―1：21．5―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．1
1
3
8（1，15）14，13，7，9，11，12，3，4（5，6）10
8（15，14）1（11，9，13）12－5（7，3，6，10）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネオヴァンデロア �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 モ ガ ミ デビュー 2013．2．24 中山6着

2010．1．24生 牡3黒鹿 母 ホッカイセレス 母母 ホツカイテスコ 5戦1勝 賞金 7，090，000円
〔出走取消〕 ナムラショウリ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 グリード号の騎手嶋田純次は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・7番）

ネオヴァンデロア号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過
怠金50，000円。（被害馬：11番・14番）

※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 アズマワンダー号・エンドレスラヴ号・ダンシングイレーネ号

18088 7月21日 晴 良 （25福島2）第8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

78 シンボリルルド �6鹿 60 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 454＋ 23：05．1 6．9�
66 ブ リ ッ サ 牝4鹿 58 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 476＋ 23：05．52� 3．0�
810 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454± 03：06．77 4．7�
33 ビッグプレゼンター 牡4鹿 60

57 ▲原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 462－103：08．6大差 88．9�
811 アルフェロア 牡4青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B492± 03：09．13 23．8�
79 ツィンクルブーケ 牝5芦 58 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋ 63：09．95 5．0	
67 プラサスティ 牡3栗 58 草野 太郎山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 472＋103：10．21� 66．9

55 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 五十嵐雄祐上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 452－ 4 〃 クビ 6．3�
22 ディアーフォンテン 牝4黒鹿58 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 440＋423：14．3大差 90．6�
44 � ドクトルバロン 牡3栗 58 大江原 圭湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 23：17．1大差 75．9
11 � トーセンプラチナ 牡4鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B472＋ 2 （競走中止） 9．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 13，518，800円 複勝： 20，194，400円 枠連： 10，383，500円
馬連： 32，039，600円 馬単： 24，502，600円 ワイド： 13，181，800円
3連複： 41，530，100円 3連単： 85，636，200円 計： 240，987，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 170円 � 140円 � 150円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 290円 �� 480円 �� 240円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 6，310円

票 数

単勝票数 計 135188 的中 � 15523（5番人気）
複勝票数 計 201944 的中 � 28468（4番人気）� 44846（1番人気）� 35519（2番人気）
枠連票数 計 103835 的中 （6－7） 17034（1番人気）
馬連票数 計 320396 的中 �� 25484（3番人気）
馬単票数 計 245026 的中 �� 8458（8番人気）
ワイド票数 計 131818 的中 �� 11664（2番人気）�� 6069（7番人気）�� 14977（1番人気）
3連複票数 計 415301 的中 ��� 33101（1番人気）
3連単票数 計 856362 的中 ��� 10017（13番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．9－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンボリルルド �
�
父 トワイニング �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2009．11．28 東京5着

2007．4．30生 �6鹿 母 スイートシェール 母母 メロデイアン 障害：14戦1勝 賞金 13，830，000円
〔競走中止〕 トーセンプラチナ号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



18089 7月21日 晴 良 （25福島2）第8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

12 ハイアーレート 牡2黒鹿54 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 488 ―1：52．3 3．3�
713 ゴールドシェンロン 牡2栗 54

52 △杉原 誠人田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 440 ―1：52．51� 90．0�
11 ダノンミシガン 牡2芦 54 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480 ―1：52．71� 13．1�
23 バスティード 牡2栗 54 田中 勝春古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 458 ―1：52．8� 6．2�
612 コスモメリー 牝2鹿 54

52 △嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 434 ―1：52．9	 16．4	
24 リンガスアリュール 牝2栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 516 ― 〃 クビ 4．5

510 マイソウルメイト 牝2黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 462 ―1：53．11� 39．2�
48 マイネルゲール 牡2黒鹿54 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 500 ― 〃 クビ 71．1�
36 ハッピーセーラー 牝2鹿 54 伊藤 工真小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 466 ― 〃 ハナ 59．0
815 コスモワッショイ 牡2鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：53．41� 7．6�
714 ウィークエンド 牝2黒鹿54 北村 宏司 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 482 ―1：53．93 24．6�
35 キンショーウズシオ 牡2芦 54 宮崎 北斗礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 490 ―1：54．11	 26．7�
47 キンメリジャン 牝2鹿 54 西村 太一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 428 ―1：54．31� 68．7�
611 レーヌデュバル 牝2青鹿54 的場 勇人塩川 和則氏 大和田 成 浦河 久保 昇 446 ―1：54．4クビ 158．8�
816 トーアキヨモリ 牡2鹿 54 西田雄一郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 536 ―1：54．93 244．5�
59 キングタケショウ 牡2鹿 54 横山 典弘�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 456 ―1：56．9大差 7．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，253，400円 複勝： 30，768，100円 枠連： 16，188，600円
馬連： 44，160，800円 馬単： 30，501，200円 ワイド： 20，497，900円
3連複： 55，195，400円 3連単： 88，890，400円 計： 307，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 1，580円 � 330円 枠 連（1－7） 3，210円

馬 連 �� 13，830円 馬 単 �� 21，240円

ワ イ ド �� 5，030円 �� 900円 �� 12，060円

3 連 複 ��� 56，900円 3 連 単 ��� 434，450円

票 数

単勝票数 計 212534 的中 � 50839（1番人気）
複勝票数 計 307681 的中 � 67221（1番人気）� 3859（13番人気）� 22616（6番人気）
枠連票数 計 161886 的中 （1－7） 3732（12番人気）
馬連票数 計 441608 的中 �� 2357（39番人気）
馬単票数 計 305012 的中 �� 1060（64番人気）
ワイド票数 計 204979 的中 �� 983（50番人気）�� 5894（11番人気）�� 406（77番人気）
3連複票数 計 551954 的中 ��� 716（138番人気）
3連単票数 計 888904 的中 ��� 151（899番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．7―13．6―12．7―12．3―12．0―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．4―51．0―1：03．7―1：16．0―1：28．0―1：40．1

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ハイアーレート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．2．1生 牡2黒鹿 母 スルーレート 母母 スルーオール 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18090 7月21日 晴 良 （25福島2）第8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）

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
1：06．9
1：06．9

良
良

611 ベルモントホウオウ 牝3青鹿 54
52 △嶋田 純次 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 21：09．5 2．3�
12 ダームブランシュ 牝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 430＋ 2 〃 クビ 14．2�
47 ベルモントラヴ 牝3芦 54 柴田 善臣 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 484＋ 21：09．71� 12．8�
48 グランデミルク 牝3黒鹿54 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 476－ 21：09．91� 3．6�
59 シ ェ ー ル 牝3芦 54 田辺 裕信谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B436＋ 61：10．0� 12．7	
612 フーラビューティー 牝3青鹿54 宮崎 北斗有限会社シルク田中 剛 安平 ノーザンファーム 480－ 61：10．42� 49．0

510 レッドキュラス 牝3鹿 54 松岡 正海手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 448＋ 4 〃 クビ 11．0�
35 セプテンバーローズ 牝3芦 54 田中 勝春�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 426＋ 21：10．5クビ 42．5�
816 プリンシアルーナ 牝3鹿 54 北村 宏司芳川 貴行氏 栗田 徹 平取 坂東牧場 428＋ 61：10．71� 9．6
23 スプリングカフェ 牝3黒鹿54 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 452－141：10．8� 41．7�
714 ブラウンティアラ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 田鎖牧場 424＋181：10．9クビ 178．7�
11 リベラリスト 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 462－101：11．64 35．8�
713 ビ ジ ン ダ ネ 牝3鹿 54 大庭 和弥坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 川上牧場 440＋ 61：11．7� 179．0�
815 ニシノマオジュー 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 464－ 4 〃 ハナ 178．3�
36 マロンシチー 牝3栗 54 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：13．7大差 132．1�
24 インマイハート 牝3栗 54

51 ▲原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 510 ―1：16．3大差 206．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，074，300円 複勝： 35，166，500円 枠連： 17，412，100円
馬連： 51，687，600円 馬単： 35，857，400円 ワイド： 24，391，000円
3連複： 64，457，400円 3連単： 115，187，100円 計： 367，233，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 360円 � 320円 枠 連（1－6） 1，300円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 740円 �� 600円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 19，640円

票 数

単勝票数 計 230743 的中 � 79413（1番人気）
複勝票数 計 351665 的中 � 97112（1番人気）� 20419（7番人気）� 23950（6番人気）
枠連票数 計 174121 的中 （1－6） 9921（5番人気）
馬連票数 計 516876 的中 �� 26163（6番人気）
馬単票数 計 358574 的中 �� 12200（6番人気）
ワイド票数 計 243910 的中 �� 8309（7番人気）�� 10483（5番人気）�� 3195（23番人気）
3連複票数 計 644574 的中 ��� 9149（16番人気）
3連単票数 計1151871 的中 ��� 4330（54番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．1―12．3―12．7―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．3―43．6―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．2
3 ・（1，8，9）11，2（7，16）－14，12（3，10）15，5－13－6＝4 4 ・（1，8，9）（2，7，11）16－（12，14）－10－3，5，15－13＝6＝4

勝馬の
紹 介

ベルモントホウオウ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2012．10．7 東京6着

2010．2．21生 牝3青鹿 母 ベルモントフェリス 母母 マ チ ス 11戦1勝 賞金 10，460，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔その他〕 マロンシチー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インマイハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月21日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 レディーピンク号



18091 7月21日 晴 良 （25福島2）第8日 第7競走 ��1，800�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
1：45．3
1：44．1

良
良

12 ソムニアシチー 牝3鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B426± 01：50．0 4．7�
24 ショウナンダイチ 牡3鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：50．21� 2．6�
815 ワナビーザベスト 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 436± 01：50．41� 4．1�
816 ゼニガタセージ �3栗 56 西村 太一松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 飯岡牧場 410－ 61：50．71� 159．2�
35 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 吉田 豊難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 456± 01：50．91� 6．5�
59 アンサングヒーロー 牡3栗 56 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 林 孝輝 500＋ 2 〃 ハナ 21．2	
48 クリノアルプス 牝3栗 54 伊藤 工真栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 418－ 41：51．43 189．9

713 キョウエイカミング 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 444＋ 4 〃 クビ 60．1�
47 オーゴンプリンス 牡3鹿 56 的場 勇人永田 清男氏 高木 登 浦河 市川フアーム 476± 01：51．61� 18．3�
714 スピリットサムライ 牡3青鹿56 西田雄一郎西村新一郎氏 和田 雄二 むかわ 貞広 賢治 456－121：51．81� 220．7
510 カズチョウサン �3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 450± 01：51．9クビ 27．1�
11 ヤマサダイス 牡3栗 56

53 ▲原田 和真佐藤 雄司氏 大和田 成 新ひだか 山際牧場 472＋ 8 〃 クビ 153．5�
36 ルルドバシリカ 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁日下部勝德氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 446－ 4 〃 ハナ 252．1�
612 リネンナデシコ 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 418± 01：52．32� 338．3�
611 アースミッション 牡3栗 56 松岡 正海前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 432－ 41：52．4クビ 14．5�
23 コンポーザー 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 472＋ 61：52．93 261．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，962，400円 複勝： 35，354，600円 枠連： 15，688，000円
馬連： 55，452，200円 馬単： 37，422，900円 ワイド： 25，555，300円
3連複： 67，497，300円 3連単： 126，120，400円 計： 386，053，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 120円 � 140円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 250円 �� 450円 �� 250円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 229624 的中 � 38537（3番人気）
複勝票数 計 353546 的中 � 52363（3番人気）� 95082（1番人気）� 68674（2番人気）
枠連票数 計 156880 的中 （1－2） 21360（2番人気）
馬連票数 計 554522 的中 �� 62383（2番人気）
馬単票数 計 374229 的中 �� 17948（5番人気）
ワイド票数 計 255553 的中 �� 26690（2番人気）�� 12595（6番人気）�� 27563（1番人気）
3連複票数 計 674973 的中 ��� 57901（2番人気）
3連単票数 計1261204 的中 ��� 17014（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．8―48．5―1：01．0―1：13．5―1：25．5―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
2－（9，11）（7，13，15）（1，4）（12，14）（3，8，16）5，6，10
2－（9，11，15）（7，13）14（1，4）（12，16）（3，5）（6，8）10

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

勝馬の
紹 介

ソムニアシチー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．8．12 新潟14着

2010．4．7生 牝3鹿 母 エレアシチー 母母 タイミングシチー 11戦1勝 賞金 12，950，000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） 1頭 ルタドール号
（非抽選馬） 1頭 ドミンゴ号

18092 7月21日 晴 良 （25福島2）第8日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
2：37．3
2：37．3

良
良

55 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55 田辺 裕信伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 472＋ 62：41．3 8．2�

22 マイネルジェイド 牡3鹿 54 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 82：41．93� 4．7�

810 ミレニアムゴールド 牡4芦 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 462＋ 42：42．43 21．6�
44 カ ウ ウ ェ ラ 牡3青鹿54 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 448＋122：42．93 8．8�
33 マイネルクレイズ 牡3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 464＋ 2 〃 ハナ 7．1	
811� コトブキハレスガタ 牝4鹿 55 武士沢友治尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 478＋ 82：43．11� 12．6

78 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿54 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490－ 8 〃 アタマ 5．0�
67 キタノイットウセイ 牡3鹿 54

52 △嶋田 純次北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 500＋ 62：43．31� 31．6
66 � コパノシーズン 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁�谷岡牧場 高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 474＋ 22：43．4クビ 159．0�
11 ダイワフォスター 牡3鹿 54 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 432－ 82：43．93 19．8�
79 スプリングパリオ 牡4鹿 57 石橋 脩加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 478＋ 22：45．39 4．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，766，200円 複勝： 39，906，100円 枠連： 16，942，200円
馬連： 61，797，400円 馬単： 36，992，800円 ワイド： 26，086，100円
3連複： 73，544，500円 3連単： 134，664，700円 計： 413，700，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 200円 � 580円 枠 連（2－5） 2，080円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，530円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 22，070円 3 連 単 ��� 92，890円

票 数

単勝票数 計 237662 的中 � 22981（5番人気）
複勝票数 計 399061 的中 � 41825（5番人気）� 60866（3番人気）� 15092（8番人気）
枠連票数 計 169422 的中 （2－5） 6035（8番人気）
馬連票数 計 617974 的中 �� 21545（11番人気）
馬単票数 計 369928 的中 �� 6160（23番人気）
ワイド票数 計 260861 的中 �� 9990（8番人気）�� 2470（31番人気）�� 2406（32番人気）
3連複票数 計 735445 的中 ��� 2460（76番人気）
3連単票数 計1346647 的中 ��� 1070（336番人気）

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

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�
13．1―24．6―37．0―49．5―1：02．0―1：14．9―1：27．6―1：40．7―1：53．3―2：05．3―2：17．4―2：29．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ ミ ニ ョ ン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．4．3 阪神15着

2008．3．19生 牝5鹿 母 ト リ ア ノ ン 母母 ア ダ ー ジ オ 26戦2勝 賞金 28，927，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



18093 7月21日 晴 良 （25福島2）第8日 第9競走 ��
��1，200�

た ね い ち

種 市 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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

815 グ レ カ ー レ 牝3鹿 52 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 436＋ 21：09．7 30．3�
36 アブマーシュ 牝4鹿 55 横山 典弘伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 480＋ 4 〃 クビ 6．1�
59 � レディオスソープ 牝5栗 55 嶋田 純次大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：09．8クビ 16．5�
510	 ダークマレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 452－ 4 〃 クビ 7．8�
714 バクシンテイオー 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 アタマ 4．5�
48 ボンジュールココロ 牝3鹿 52 柴田 善臣田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 458＋ 21：09．9クビ 4．0	
612 ユキノアイオロス 
5鹿 57 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 41：10．11� 18．0

12 ジャパンイモン 牝3栗 52 田中 勝春井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 434＋ 2 〃 クビ 28．7�
47 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 452± 01：10．2クビ 6．3�
35 ラブグランデー 牝6鹿 55 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 470－ 21：10．41� 72．0
24 マウントビスティー 牡4栗 57 蛯名 正義備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 472＋ 81：10．5クビ 11．4�
11 � スズカアタック 牡5青 57 難波 剛健永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 454＋101：10．71� 378．5�
23 	 タツショウワ 牡4栗 57 大庭 和弥�大西牧場 根本 康広 米 New Century

Bloodstock, LLC 492± 01：10．8� 112．9�
611 レッドアンジェリカ 牝5鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482＋ 81：10．9クビ 60．1�
713� アラディローザ 牝4鹿 55 伊藤 工真飯田 政子氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 428－211：11．0 168．2�
816 ショウナンバグース 牡3黒鹿54 宮崎 北斗国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 446± 01：11．53 57．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，058，000円 複勝： 63，821，300円 枠連： 28，563，800円
馬連： 117，683，200円 馬単： 58，505，200円 ワイド： 41，425，100円
3連複： 128，474，500円 3連単： 220，310，100円 計： 693，841，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 710円 � 240円 � 460円 枠 連（3－8） 5，690円

馬 連 �� 10，770円 馬 単 �� 27，310円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 4，290円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 40，770円 3 連 単 ��� 384，380円

票 数

単勝票数 計 350580 的中 � 9146（10番人気）
複勝票数 計 638213 的中 � 21065（9番人気）� 81654（3番人気）� 34773（8番人気）
枠連票数 計 285638 的中 （3－8） 3708（21番人気）
馬連票数 計1176832 的中 �� 8065（36番人気）
馬単票数 計 585052 的中 �� 1581（80番人気）
ワイド票数 計 414251 的中 �� 3695（35番人気）�� 2346（45番人気）�� 6707（21番人気）
3連複票数 計1284745 的中 ��� 2326（114番人気）
3連単票数 計2203101 的中 ��� 423（892番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ レ カ ー レ �
�
父 サムライハート �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2012．7．14 新潟3着

2010．5．12生 牝3鹿 母 マルゼンカーニバル 母母 カーニバルⅡ 10戦2勝 賞金 20，821，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 ゲンテン号・サンキストビーチ号・タツフラッシュ号・トルピドトウショウ号・プレミアムカード号・

ミヤコライジング号・リアリティー号・レッドストラーダ号

18094 7月21日 曇 良 （25福島2）第8日 第10競走 ��
��1，700�

よ こ て

横 手 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

横手市長賞・横手市観光協会賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

47 サトノプライマシー 牡4鹿 57 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 534＋ 41：45．6 2．5�
815 セイカフォルトゥナ 牝4栗 55 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 480± 0 〃 ハナ 12．1�
34 ミッキーオーラ 牡5青鹿57 田辺 裕信野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム 514－101：46．34 17．8�
611 キングブレイク 牡4栗 57 吉田 豊宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 B510＋ 21：46．51� 3．3�
35 プロモントーリオ 牡3鹿 54 横山 典弘水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 494－ 21：46．71� 17．1�
814 ケイアイアポロン 牡5鹿 57 横山 義行亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 536＋ 2 〃 アタマ 68．8�
712 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 54 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 480± 01：46．8クビ 9．7	
46 コスモコルデス 牝3黒鹿52 平野 優 
ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 440＋ 21：47．43� 203．3�
610 オメガスカイツリー 牡5黒鹿57 北村 宏司原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 498＋10 〃 アタマ 38．4�
713
 ピンクデージー 牝6黒鹿55 宮崎 北斗野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 498－ 61：47．6� 371．1
59 ケイアイプログレス 牡6栃栗57 嶋田 純次亀田 和弘氏 菊川 正達 新冠 隆栄牧場 510－ 81：48．02� 164．1�
58 パ ク サ 牡5鹿 57 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 576＋221：48．21� 42．2�
11 タイセイワイルド 牡6鹿 57 大庭 和弥田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 478－ 81：48．62� 59．5�
23 ロジスプリング 牡6栗 57 田中 勝春久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480－ 41：49．13 7．7�
22 
 ナムラボルカーン 牡5鹿 57 松岡 正海髙樽さゆり氏 松永 康利 浦河 中島牧場 494＋16 （競走中止） 55．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，535，500円 複勝： 67，393，200円 枠連： 30，643，400円
馬連： 141，489，100円 馬単： 78，090，200円 ワイド： 50，311，400円
3連複： 174，739，400円 3連単： 325，855，400円 計： 914，057，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 290円 � 340円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 570円 �� 820円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 21，060円

票 数

単勝票数 計 455355 的中 � 149044（1番人気）
複勝票数 計 673932 的中 � 192883（1番人気）� 51453（5番人気）� 40820（6番人気）
枠連票数 計 306434 的中 （4－8） 22001（4番人気）
馬連票数 計1414891 的中 �� 84460（4番人気）
馬単票数 計 780902 的中 �� 29625（5番人気）
ワイド票数 計 503114 的中 �� 23212（4番人気）�� 15320（9番人気）�� 5798（25番人気）
3連複票数 計1747394 的中 ��� 19254（21番人気）
3連単票数 計3258554 的中 ��� 11421（61番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．1―12．7―13．1―12．3―12．3―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．1―42．8―55．9―1：08．2―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノプライマシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2011．11．27 東京1着

2009．5．6生 牡4鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット 9戦4勝 賞金 46，369，000円
〔競走中止〕 ナムラボルカーン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非抽選馬） 6頭 コスモイフリート号・コスモイーチタイム号・ジャーグラット号・シルクターンベリー号・スズカヴィグラス号・

マイネルアウストロ号

２レース目



18095 7月21日 曇 良 （25福島2）第8日 第11競走 ��
��1，800�福島テレビオープン

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳51�4歳以上55�，
牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：3歳51�4歳
以上55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�
増（ただし2歳時の成績を除く）

福島テレビ賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

11 シルクアーネスト 牡6栗 56 宮崎 北斗有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 500－ 61：48．3 14．6�
33 サワノパンサー 牡7鹿 56 石橋 脩西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 560－ 21：48．4	 8．6�
34 ス ピ リ タ ス 
8栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 444－ 21：48．6	 12．7�
45 ミキノバンジョー 牡6鹿 57 吉田 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 514－ 8 〃 アタマ 6．7�
610 ゲシュタルト 牡6鹿 57 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 510－101：48．81� 4．9�
813 ドリームバスケット 牡6栗 56 柴田 善臣セゾンレースホース	 池上 昌弘 日高 荒井ファーム 458－ 41：48．9	 8．5

69 モ ン テ エ ン 牡6鹿 56 松岡 正海毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 478± 0 〃 アタマ 7．3�
814 ニシノメイゲツ 牡6青鹿56 田中 勝春西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 450－ 21：49．0� 12．7�
58 オートドラゴン 牡9栗 56 西村 太一大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 508－ 2 〃 クビ 76．8
712 ダイシンプラン 牡8栗 56 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント 530＋121：49．21 150．2�
22 カワキタコマンド 牡6鹿 56 的場 勇人川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 480－ 61：49．3	 122．6�
57 ケイアイドウソジン 牡7鹿 59 武士沢友治亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 496－ 6 〃 ハナ 29．9�
711 キョウエイストーム 牡8芦 57 横山 典弘田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 448＋ 41：49．62 4．5�
46 サニーサンデー 牡7栗 55 西田雄一郎宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 486－101：50．87 36．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 62，590，300円 複勝： 94，415，100円 枠連： 70，804，500円 馬連： 274，763，500円 馬単： 134，350，400円
ワイド： 81，938，100円 3連複： 337，523，100円 3連単： 617，271，700円 5重勝： 684，202，300円 計： 2，357，859，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 440円 � 320円 � 390円 枠 連（1－3） 3，360円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，750円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 17，410円 3 連 単 ��� 113，490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����� 586，460円

票 数

単勝票数 計 625903 的中 � 33843（9番人気）
複勝票数 計 944151 的中 � 54800（8番人気）� 83365（6番人気）� 63460（7番人気）
枠連票数 計 708045 的中 （1－3） 15553（14番人気）
馬連票数 計2747635 的中 �� 33053（32番人気）
馬単票数 計1343504 的中 �� 8295（61番人気）
ワイド票数 計 819381 的中 �� 11503（32番人気）�� 11542（31番人気）�� 14090（24番人気）
3連複票数 計3375231 的中 ��� 14311（74番人気）
3連単票数 計6172717 的中 ��� 4014（446番人気）
5重勝票数 計6842023 的中 ����� 861

ハロンタイム 12．8―11．4―11．8―12．4―11．7―11．8―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．0―48．4―1：00．1―1：11．9―1：24．1―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクアーネスト �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．6．28 阪神9着

2007．3．4生 牡6栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 42戦6勝 賞金 156，732，000円

18096 7月21日 曇 良 （25福島2）第8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

711 トミケンユークアイ 牡4黒鹿57 柴田 善臣冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 492± 01：47．4 4．8�
58 シュガーヒル 牡4芦 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B480＋ 21：47．61� 8．9�
11 コスモシャンハイ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 492± 01：47．91� 15．7�
45 オリオンザジャパン 牡3芦 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 474＋101：48．0� 5．7�
69 アンルーリー 牝3鹿 52 吉田 豊ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 468± 01：48．53 5．9	
610 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 57 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B464＋ 2 〃 クビ 3．6

813 インストアイベント 牡3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 21：48．71� 7．3�
57 トウショウアミラル 牡3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448－ 41：48．91� 109．9�
33 マイネルソウル 牡4鹿 57 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B488－ 41：49．0� 97．7
712 ドラゴンフラッシュ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 500＋ 21：49．1クビ 152．0�
34 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 468＋ 41：49．2� 51．9�
46 アルマベルヴァ 牡3鹿 54 石橋 脩コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 496＋101：49．41� 22．0�
22 	 グランデスバル 牡5栗 57 草野 太郎 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 482－ 81：49．61� 185．7�
814 リアルファッション 牝4芦 55

53 △嶋田 純次有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：49．7� 66．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 62，276，400円 複勝： 102，026，000円 枠連： 46，648，100円
馬連： 165，674，500円 馬単： 95，065，700円 ワイド： 70，946，100円
3連複： 209，342，000円 3連単： 431，972，200円 計： 1，183，951，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 310円 � 410円 枠 連（5－7） 2，060円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，210円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 40，290円

票 数

単勝票数 計 622764 的中 � 102858（2番人気）
複勝票数 計1020260 的中 � 159117（2番人気）� 82851（6番人気）� 58936（7番人気）
枠連票数 計 466481 的中 （5－7） 16716（10番人気）
馬連票数 計1656745 的中 �� 58719（10番人気）
馬単票数 計 950657 的中 �� 16973（17番人気）
ワイド票数 計 709461 的中 �� 22996（9番人気）�� 14365（16番人気）�� 10275（21番人気）
3連複票数 計2093420 的中 ��� 17022（33番人気）
3連単票数 計4319722 的中 ��� 7913（154番人気）

ハロンタイム 7．1―11．9―12．0―12．8―13．2―12．9―12．5―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―19．0―31．0―43．8―57．0―1：09．9―1：22．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンユークアイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．7．31 函館5着

2009．3．9生 牡4黒鹿 母 アマゾナイト 母母 ミセスビクトリア 17戦3勝 賞金 46，515，000円
〔発走状況〕 オリオンザジャパン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オリオンザジャパン号は，平成25年7月22日から平成25年8月11日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出走取消馬 リバティーアゲイン号（疾病〔左肩跛行〕のため）

５レース目



（25福島2）第8日 7月21日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 175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

186，920，000円
8，460，000円
1，520，000円
16，520，000円
62，480，000円
5，080，200円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
370，292，900円
595，565，400円
294，207，900円
1，082，521，700円
624，617，200円
419，933，600円
1，326，558，700円
2，440，721，900円
684，202，300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
5 重 勝
計 7，838，621，600円

総入場人員 13，012名 （有料入場人員 10，569名）



平成25年度 第2回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，390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

1，538，860，000円
4，160，000円
78，870，000円
12，570，000円
136，450，000円
495，413，000円
39，383，200円
13，344，000円

勝馬投票券売得金
3，240，401，400円
5，157，622，600円
2，348，060，700円
8，893，235，400円
5，399，702，900円
3，628，441，800円
11，518，033，700円
21，307，658，100円
2，810，522，300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
5 重 勝
計 64，303，678，900円

総入場延人員 96，381名 （有料入場延人員 62，693名）
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