
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

18061 7月20日 曇 稍重 （26福島2）第6日 第1競走 ��
��1，800�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
1：48．2
1：45．9

良
良

712 ジャストドゥイング 牡2鹿 54 蛯名 正義前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 516＋ 21：51．2 2．6�

713 マイネルクレイモア 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 61：51．41� 2．4�

47 ギ ン パ リ 牡2青鹿54 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 482＋ 21：51．71� 10．3�
610 ミヤコエンパイア 牝2鹿 54 国分 優作吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 456－ 21：51．91	 141．2�
815 コスモアルドラ 牡2鹿 54 石橋 脩岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 514－ 61：52．0クビ 18．3�
35 ショウナンマドロス 牡2青鹿54 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 新冠 ムラカミファーム 480＋ 2 〃 クビ 98．2	
22 ドラゴンパイロ 牡2青鹿54 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 
川 啓一 514＋ 81：52．31� 70．9

46 アミフジタイカン 牡2鹿 54 田中 勝春内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 466± 0 〃 クビ 23．4�
59 ディアジグムント 牡2栗 54 江田 照男ディアレスト 栗田 徹 むかわ 桑原牧場 440－ 21：52．61� 47．5�
34 ディアドムス 牡2鹿 54 大野 拓弥ディアレスト 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 81：52．7� 36．3
814 アイリーグレイ 牝2芦 54 田辺 裕信前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 438＋ 6 〃 アタマ 6．4�
611 カナラズカナラズ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 434＋ 21：52．8クビ 215．0�
58 エルヴィルダ 牡2栗 54 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 480＋ 21：52．9� 190．6�
23 イ デ ィ ル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 81：54．07 132．1�
11 ビックナダイヤ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真平本 敏夫氏 加藤 和宏 様似 林 時春 446＋ 61：54．53 76．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，565，300円 複勝： 27，338，900円 枠連： 15，114，000円
馬連： 43，469，600円 馬単： 29，977，200円 ワイド： 21，067，100円
3連複： 60，524，700円 3連単： 103，943，200円 計： 322，000，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（7－7） 270円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 140円 �� 390円 �� 430円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，780円

票 数

単勝票数 計 205653 的中 � 62355（2番人気）
複勝票数 計 273389 的中 � 75443（1番人気）� 74207（2番人気）� 26453（4番人気）
枠連票数 計 151140 的中 （7－7） 42518（1番人気）
馬連票数 計 434696 的中 �� 129552（1番人気）
馬単票数 計 299772 的中 �� 40702（2番人気）
ワイド票数 計 210671 的中 �� 50773（1番人気）�� 11331（4番人気）�� 10103（5番人気）
3連複票数 計 605247 的中 ��� 61794（2番人気）
3連単票数 計1039432 的中 ��� 27049（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．8―50．1―1：02．5―1：14．6―1：26．4―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャストドゥイング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．6．28 東京2着

2012．3．23生 牡2鹿 母 ストラテジー 母母 クイーンリザーブ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

18062 7月20日 曇 稍重 （26福島2）第6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

815 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 56 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458＋121：09．9 5．1�
48 サクラヴィオーラ 牝3栗 54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 468－101：10．21� 17．3�
611 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56 江田 照男榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 486＋ 21：10．3� 9．6�
12 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 428± 01：10．51� 3．2�
36 ヤマニンブロケード 牡3芦 56 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 436＋ 2 〃 アタマ 39．1�
510 キョウエイダルク 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 426＋101：10．6� 28．3	
47 トロージャンアート 牝3栗 54 内田 博幸吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 422＋ 21：10．81� 21．9

59 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 的場 勇人井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム B472± 0 〃 ハナ 15．2�
35 ダイメイグリン 牡3鹿 56 杉原 誠人宮本 孝一氏 本間 忍 日高 富川田中牧場 478－ 8 〃 クビ 22．6�
714 ヨザクラオシチ 牝3栗 54 田辺 裕信福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 484－ 21：10．9クビ 3．8
23 ビューティフルラン 牝3黒鹿54 大野 拓弥�須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B430＋ 61：11．22 63．6�
612 カフェココット 牝3青鹿54 戸崎 圭太西川 恭子氏 古賀 慎明 新冠 大栄牧場 426－10 〃 アタマ 26．0�
24 ロジシーカー 牡3栗 56 M．エスポジート 久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 404－ 6 〃 ハナ 25．9�

（伊）

713 ランドグローリー �3栗 56
53 ▲石川裕紀人木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 466＋ 41：11．62� 194．3�

816 ヴィジオネール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 416＋ 4 〃 クビ 115．6�
11 ドリームフェイス 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 B472－ 61：13．7大差 220．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，348，400円 複勝： 36，566，900円 枠連： 14，523，100円
馬連： 55，504，400円 馬単： 31，749，600円 ワイド： 26，163，000円
3連複： 70，166，800円 3連単： 98，614，000円 計： 357，636，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 460円 � 340円 枠 連（4－8） 2，670円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 1，150円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 15，350円 3 連 単 ��� 78，050円

票 数

単勝票数 計 243484 的中 � 37928（3番人気）
複勝票数 計 365669 的中 � 52006（3番人気）� 18489（7番人気）� 26758（4番人気）
枠連票数 計 145231 的中 （4－8） 4213（13番人気）
馬連票数 計 555044 的中 �� 7817（19番人気）
馬単票数 計 317496 的中 �� 2502（33番人気）
ワイド票数 計 261630 的中 �� 3437（22番人気）�� 5973（10番人気）�� 2678（27番人気）
3連複票数 計 701668 的中 ��� 3427（46番人気）
3連単票数 計 986140 的中 ��� 916（238番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―11．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―34．9―46．3―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 ・（8，11）（2，5，10，15）（3，9，16）14（6，13）（7，12）（1，4） 4 ・（8，11，15）（2，5，10）（3，9，16）（6，14，13）7，12，4，1

勝馬の
紹 介

ヤマニンマルキーザ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．12．21 中山6着

2011．4．20生 牡3栗 母 ヤマニンメルベイユ 母母 ヤマニンアリーナ 7戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 ドリームフェイス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームフェイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月20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 アオリンゴ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 福島競馬 第６日



18063 7月20日 曇 重 （26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）

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

34 グランドエンジェル 牝3鹿 54 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438－ 21：46．5 3．9�
814 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 蛯名 正義小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 490＋ 21：47．35 5．3�
58 ハビタブルゾーン 牝3栗 54 内田 博幸 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444± 01：48．04 6．5�
22 ベネフィット 牝3鹿 54 M．エスポジート 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 508 ―1：48．42� 45．8�
（伊）

815 ミスティックアート 牝3黒鹿54 柴田 大知飯田 正剛氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B504＋201：48．5� 117．9�
35 トゥルーモーション 牝3青鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：48．6クビ 7．6	
713 ポルテシャンス 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 486－12 〃 クビ 16．8

46 ラウンドガール 牝3栗 54 岩部 純二加藤 貴子氏 萱野 浩二 新冠 中本 隆志 458－ 61：48．81� 14．0�
610 ハイエストスフィア 牝3鹿 54 戸崎 圭太有限会社シルク黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 490± 01：49．01� 3．9�
11 サイモンジャスミン 牝3鹿 54 横山 和生澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 458± 0 〃 ハナ 114．8
47 イ ト ハ ユ リ 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 21：49．1クビ 74．7�

712 ドライトウショウ 牝3栗 54 江田 照男トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B438± 01：49．42 47．2�
611 スマッシュハート 牝3栗 54 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 464 ―1：50．35 17．2�
23 バ ー ジ ェ ス 牝3鹿 54 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 日高 アイズスタッド株式会社 462 ―1：52．7大差 171．3�
59 ジョウノローズ 牝3鹿 54 田中 勝春小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 434－ 8 〃 ハナ 109．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，233，200円 複勝： 38，655，600円 枠連： 15，820，000円
馬連： 53，429，400円 馬単： 31，497，900円 ワイド： 24，701，500円
3連複： 64，845，400円 3連単： 98，822，300円 計： 351，005，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 180円 � 170円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 410円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 232332 的中 � 46658（2番人気）
複勝票数 計 386556 的中 � 82932（1番人気）� 50670（4番人気）� 55782（3番人気）
枠連票数 計 158200 的中 （3－8） 17531（2番人気）
馬連票数 計 534294 的中 �� 37469（2番人気）
馬単票数 計 314979 的中 �� 11268（4番人気）
ワイド票数 計 247015 的中 �� 15833（3番人気）�� 15853（2番人気）�� 7806（10番人気）
3連複票数 計 648454 的中 ��� 19721（4番人気）
3連単票数 計 988223 的中 ��� 6380（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．1―42．2―54．9―1：07．6―1：20．2―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランドエンジェル �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 High Yield デビュー 2013．10．20 東京6着

2011．4．20生 牝3鹿 母 スズカエンジェル 母母 イルグンスエンジェル 9戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バージェス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月20日まで平地競走に

出走できない。
ジョウノローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月20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 インパルスガール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18064 7月20日 曇 稍重 （26福島2）第6日 第4競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時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

44 � リアリーサムシング 牡6栗 60 林 満明吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 480＋ 23：05．8 5．1�
66 ドクタールキア 牝4鹿 58 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 450－ 63：06．01� 6．5�
79 � ブルースビスティー 牡6鹿 60 金子 光希備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 476＋ 43：06．21 3．5�
33 トーセンエスプリ 牝3栗 56 浜野谷憲尚島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 454± 03：08．1大差 10．8�
810� リネンハウス 牡5栗 60 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 510－ 23：08．2� 13．4�
11 トキノアイチヨ 牝4鹿 58 山本 康志田中 準市氏 奥村 武 新冠 川島牧場 498－ 43：08．3� 7．8	
78 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 58 小野寺祐太
ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 484＋ 83：10．2大差 55．0�
811� グリーティングワン 牡4黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424＋ 83：11．05 85．9�
55 コスモメルハバ 牡5鹿 60 横山 義行 
ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 514＋123：13．8大差 3．7
22 � カンタベリーリュウ 牡4鹿 60 石神 深一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 500－ 23：18．0大差 46．1�
67 ファイアーアゲン 牝5栗 58 鈴木 慶太浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 450－ 6 （競走中止） 83．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，659，000円 複勝： 20，330，800円 枠連： 8，867，600円
馬連： 33，848，800円 馬単： 23，690，200円 ワイド： 15，277，500円
3連複： 46，936，900円 3連単： 82，920，100円 計： 249，530，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 190円 � 120円 枠 連（4－6） 2，440円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 730円 �� 500円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 17，170円

票 数

単勝票数 計 176590 的中 � 27275（3番人気）
複勝票数 計 203308 的中 � 26641（3番人気）� 21725（4番人気）� 58790（1番人気）
枠連票数 計 88676 的中 （4－6） 2809（10番人気）
馬連票数 計 338488 的中 �� 11037（11番人気）
馬単票数 計 236902 的中 �� 3931（19番人気）
ワイド票数 計 152775 的中 �� 4955（13番人気）�� 7725（6番人気）�� 13698（1番人気）
3連複票数 計 469369 的中 ��� 16329（6番人気）
3連単票数 計 829201 的中 ��� 3501（68番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 51．8－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リアリーサムシング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンダーガルチ

2008．3．13生 牡6栗 母 ユメノクラリティー 母母 マ シ ェ ア ー 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ファイアーアゲン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔競走中止〕 ファイアーアゲン号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症したため1周目3コーナーで競走中止。なお，同馬

は予後不良。



18065 7月20日 曇 稍重 （26福島2）第6日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

44 コウソクコーナー 牡2鹿 54 内田 博幸野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 488 ―1：10．4 2．3�
56 ミュゼメルノワール 牡2芦 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 452 ―1：10．82� 3．4�
57 コスモカンプ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 484 ―1：11．43� 11．8�
710 カインドネス 牝2鹿 54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：11．93 5．2�
812 ユ ピ テ ル 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 410 ― 〃 アタマ 40．5�
813 タムザブランシュ 牡2芦 54

51 ▲石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 466 ―1：12．32� 14．7	
11 クリノジュンチャン 牡2栗 54 岩部 純二栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 いとう牧場 454 ―1：12．62 80．6

68 ラブセレナード 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 410 ―1：12．81� 29．2�
711 ジェイケイバゴ 牝2黒鹿54 杉原 誠人小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 藤川フアーム 424 ―1：13．01� 94．6�
33 ハッピーピアス 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 394 ―1：13．85 55．2
45 ヨザクラマスミ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 416 ―1：14．22� 76．4�
22 バ ズ ー カ 牡2鹿 54 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 476 ― 〃 ハナ 15．3�
69 タケノロマンス 牡2栗 54 国分 優作竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 種村 孝典 404 ―1：14．41� 84．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，056，700円 複勝： 24，925，100円 枠連： 12，888，400円
馬連： 45，824，600円 馬単： 31，023，400円 ワイド： 21，022，400円
3連複： 55，148，800円 3連単： 96，878，200円 計： 311，767，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 210円 枠 連（4－5） 350円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 200円 �� 480円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 240567 的中 � 81577（1番人気）
複勝票数 計 249251 的中 � 65093（1番人気）� 50286（2番人気）� 22656（4番人気）
枠連票数 計 128884 的中 （4－5） 27980（1番人気）
馬連票数 計 458246 的中 �� 80726（1番人気）
馬単票数 計 310234 的中 �� 29912（1番人気）
ワイド票数 計 210224 的中 �� 33185（1番人気）�� 9980（4番人気）�� 9504（5番人気）
3連複票数 計 551488 的中 ��� 35846（2番人気）
3連単票数 計 968782 的中 ��� 19772（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．2―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウソクコーナー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2012．3．12生 牡2鹿 母 ストリートパレード 母母 Heart of Joy 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18066 7月20日 曇 重 （26福島2）第6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

816� ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm 476± 01：09．0 4．2�

714 レッドアシェット 牝3栗 54 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466± 01：09．1� 9．7�
11 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 41：09．2	 4．5�
59 ノスタルジック 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 B474－ 61：09．3	 9．6�
12 セイユウパワー 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 長浜牧場 B452－ 61：09．4� 135．0�
815 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 498－ 81：09．5クビ 7．7	
23 アロージェネシス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �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 488＋ 81：09．6	 6．1

24 アルディバイン 牡3鹿 56 田中 勝春髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 480－ 21：10．45 5．3�
713� シェードカーテン 牡3黒鹿54 M．エスポジート 保坂 和孝氏 木村 哲也 豪 Mr R An-

derson 446－ 8 〃 ハナ 35．8�
（伊）

35 デルマレレレノレ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム B478＋ 61：10．61� 170．7
611 ダイアペイソン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 哲哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 444＋ 21：10．7	 255．3�
36 ヤマタケカントウ 牡3芦 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 452＋ 21：10．9	 75．9�
612 コーリンジャヴロー 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 B474＋ 4 〃 ハナ 143．0�
47 センショウフージン 牡3栗 56 大野 拓弥齊藤 宣勝氏 高橋 裕 青森 石田 英機 470＋121：11．0� 75．6�
510 マスキエッタ 牝3栗 54 江田 照男�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 490＋ 61：11．85 37．6�
48 サニーロブロイ 牝3鹿 54 西田雄一郎宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 428＋ 41：12．01� 193．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，782，600円 複勝： 45，178，400円 枠連： 20，853，100円
馬連： 62，172，800円 馬単： 33，471，900円 ワイド： 27，944，700円
3連複： 73，528，000円 3連単： 111，726，900円 計： 401，658，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 270円 � 150円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 780円 �� 320円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計 267826 的中 � 50475（1番人気）
複勝票数 計 451784 的中 � 78339（2番人気）� 34207（7番人気）� 90643（1番人気）
枠連票数 計 208531 的中 （7－8） 16936（4番人気）
馬連票数 計 621728 的中 �� 25505（9番人気）
馬単票数 計 334719 的中 �� 7959（12番人気）
ワイド票数 計 279447 的中 �� 8636（11番人気）�� 24454（1番人気）�� 8811（10番人気）
3連複票数 計 735280 的中 ��� 21912（7番人気）
3連単票数 計1117269 的中 ��� 5504（35番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．1―11．6―12．5―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．6―43．2―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルーミーフラワー �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2013．12．15 中山4着

2011．2．9生 牡3鹿 母 Stormy Blues 母母 Gussie’s Appeal 9戦1勝 賞金 11，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 コーリンジャヴロー号の騎手伴啓太は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シンボリプロスト号・ブラックグランデ号・ベルウッドプモリ号・リネンハピネス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18067 7月20日 曇 稍重 （26福島2）第6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
1：43．9

良
良

35 サトノスティング 牡3青鹿56 内田 博幸里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B446－ 21：49．3 12．6�
815 セルバンテス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：49．4� 4．1�
47 トーセンマルシェ 牝3黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 488－ 21：49．93 8．5�
611 アペルトゥーラ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 490－ 41：50．0� 2．8	
36 エンジェルフォース 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真 M・
Kenichiホールディング� 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440－ 21：50．74 20．4


816 コスモハルカチャン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 相沢 郁 別海 野付ライディ
ングファーム 472＋10 〃 ハナ 15．4�

510 ロ ジ モ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信久米田正明氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 480－ 41：50．91	 15．7�
59 ギンマクノヒロイン 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 414＋ 41：51．0� 127．4
612 コスモナーダム 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 468± 01：51．1� 15．3�
24 シンザンプロスパー 牡3鹿 56 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 細川牧場 518－ 81：51．42 23．1�
11 スイートイレーヌ 牝3鹿 54 的場 勇人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 446± 01：52．67 96．4�
23 トーセンプレジオ 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 496＋101：53．02� 46．4�
714 スキャットソング 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人 �高木競走馬育成牧場 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 418＋ 61：53．31� 249．2�
12 ダッシュスライダー 牡3栗 56 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 462＋121：54．04 8．6�
713 カシマムンムーン 牝3黒鹿54 石橋 脩�カシマ 武藤 善則 むかわ 上水牧場 422＋ 81：54．85 184．0�
48 エースカノープス 牡3鹿 56 大野 拓弥新川 敏弘氏 高木 登 新冠 小泉 学 472－ 81：55．22� 80．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，838，100円 複勝： 29，920，900円 枠連： 16，558，600円
馬連： 58，602，100円 馬単： 30，836，100円 ワイド： 24，272，300円
3連複： 68，624，400円 3連単： 100，030，900円 計： 350，683，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 300円 � 190円 � 230円 枠 連（3－8） 1，360円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，200円 �� 600円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 35，620円

票 数

単勝票数 計 218381 的中 � 13795（5番人気）
複勝票数 計 299209 的中 � 23231（5番人気）� 46827（2番人気）� 34085（3番人気）
枠連票数 計 165586 的中 （3－8） 9369（6番人気）
馬連票数 計 586021 的中 �� 19218（8番人気）
馬単票数 計 308361 的中 �� 4178（19番人気）
ワイド票数 計 242723 的中 �� 8415（7番人気）�� 4991（13番人気）�� 10659（3番人気）
3連複票数 計 686244 的中 ��� 10186（13番人気）
3連単票数 計1000309 的中 ��� 2036（102番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．7―12．4―12．1―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．1―47．8―1：00．2―1：12．3―1：24．6―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノスティング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．7．14 福島3着

2011．4．11生 牡3青鹿 母 ジェットスパークル 母母 ファイナルデスティネーション 8戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 エンジェルフォース号の騎手原田和真は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・13番）
〔その他〕 カシマムンムーン号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 ダッシュスライダー号・エースカノープス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年8月20日まで平地競走に出走できない。

18068 7月20日 曇 稍重 （26福島2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

611 エバーダンシング 牝4栗 55 田辺 裕信宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 21：09．9 77．8�
816 シャルマンウーマン 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 506＋ 8 〃 クビ 18．3�
59 ダイワミストレス 牝5黒鹿55 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 81：10．0� 8．7�
36 レッドルシアン 牝3栗 52 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 420－121：10．1� 6．9�
35 スーパーアース 牝4黒鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 456－ 61：10．2� 8．2�
815 シゲルオオスミ 牝3鹿 52 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 446－ 2 〃 クビ 11．7	
612 スピーディユウマ 牝4青鹿55 石橋 脩竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 61：10．41� 37．5

47 エフティチャーミー 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 446＋ 6 〃 クビ 79．3�
12 マリーズケイ 牝3鹿 52 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 456－12 〃 ハナ 28．5�
510 リ シ ェ ス 牝4芦 55 大野 拓弥原 	子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 444± 01：10．5クビ 205．2
48 シ ェ ー ル 牝4芦 55 杉原 誠人谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B458＋101：10．81� 32．0�
23 リアリティー 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 476－ 21：11．33 78．7�
713 スペルオンミー 牝3黒鹿52 M．エスポジート 吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 536－ 61：11．83 2．0�

（伊）

714
 コウジンコラボ 牝4鹿 55
52 ▲原田 和真加藤 興一氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 462± 0 〃 アタマ 264．3�

11 
 アトムフェニックス 牝5鹿 55 宮崎 北斗永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 428＋161：12．11� 408．2�
24 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 的場 勇人石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458＋ 21：12．2クビ 9．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，989，000円 複勝： 49，630，000円 枠連： 23，622，600円
馬連： 87，112，600円 馬単： 53，018，400円 ワイド： 39，013，200円
3連複： 100，016，600円 3連単： 181，900，400円 計： 573，302，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，780円 複 勝 � 1，750円 � 590円 � 320円 枠 連（6－8） 6，520円

馬 連 �� 72，820円 馬 単 �� 175，940円

ワ イ ド �� 16，350円 �� 8，040円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 194，830円 3 連 単 ��� 1，806，540円

票 数

単勝票数 計 389890 的中 � 4008（11番人気）
複勝票数 計 496300 的中 � 6716（13番人気）� 21719（7番人気）� 45294（5番人気）
枠連票数 計 236226 的中 （6－8） 2805（19番人気）
馬連票数 計 871126 的中 �� 927（78番人気）
馬単票数 計 530184 的中 �� 226（160番人気）
ワイド票数 計 390132 的中 �� 610（80番人気）�� 1246（57番人気）�� 3882（27番人気）
3連複票数 計1000166 的中 ��� 385（254番人気）
3連単票数 計1819004 的中 ��� 73（1726番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．2―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．5―33．7―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エバーダンシング �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．11．24 東京9着

2010．4．23生 牝4栗 母 リトミックダンス 母母 レガシーオブストレングス 10戦2勝 賞金 18，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18069 7月20日 曇 稍重 （26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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

44 ストーミング 牡3栗 54 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 470± 02：01．9 2．1�
68 � ポンデザムール 牡4黒鹿57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 508＋ 42：02．21	 58．3�
79 テイエムブシドー 
4鹿 57 国分 優作竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 454± 0 〃 クビ 80．4�
55 レッドグルック 牡3鹿 54 M．エスポジート �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 486＋122：02．3クビ 7．5�

（伊）

22 � トーセンゴージャス 牡4黒鹿57 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 22：02．51 34．0	

812 スプリングパリオ 牡5鹿 57 戸崎 圭太加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 B486＋10 〃 クビ 7．3

67 ダークサイド 牡3黒鹿54 嶋田 純次星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 458± 0 〃 ハナ 5．3�
811 アンルーリー 牝4鹿 55 江田 照男ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 486± 02：02．92� 62．2�
710 シャドウカラーズ 牝3鹿 52 蛯名 正義飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452－ 42：03．0� 7．6
11 テ ン ミ ラ イ 牡4栗 57 横山 和生天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 476± 02：03．53 16．0�
33 モ モ ト ン ボ 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 458± 02：03．6� 19．2�
56 � ウ ッ チ ャ リ 牡5黒鹿57 木幡 初也中西 功氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 416＋ 2 〃 アタマ 265．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，932，300円 複勝： 53，738，100円 枠連： 19，912，300円
馬連： 98，534，300円 馬単： 55，381，200円 ワイド： 38，909，400円
3連複： 110，400，400円 3連単： 211，455，000円 計： 626，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 680円 � 910円 枠 連（4－6） 480円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 9，360円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，870円 �� 14，330円

3 連 複 ��� 70，460円 3 連 単 ��� 227，790円

票 数

単勝票数 計 379323 的中 � 143427（1番人気）
複勝票数 計 537381 的中 � 165433（1番人気）� 15316（8番人気）� 11045（10番人気）
枠連票数 計 199123 的中 （4－6） 31925（1番人気）
馬連票数 計 985343 的中 �� 11406（22番人気）
馬単票数 計 553812 的中 �� 4436（30番人気）
ワイド票数 計 389094 的中 �� 4800（23番人気）�� 5433（20番人気）�� 685（54番人気）
3連複票数 計1104004 的中 ��� 1175（108番人気）
3連単票数 計2114550 的中 ��� 673（445番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．6―47．5―1：00．1―1：12．7―1：24．5―1：36．5―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストーミング �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．23 東京9着

2011．5．15生 牡3栗 母 オリヴェット 母母 クロシェットノエル 7戦2勝 賞金 24，774，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18070 7月20日 曇 重 （26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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
1：06．9
1：06．9

良
良

35 ラピダメンテ �3栗 54 蛯名 正義 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋101：07．9 6．0�

59 ゴッドツェッペリン 牡5黒鹿57 国分 優作石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 466－101：08．11	 11．6�
713
 トレノソルーテ �8鹿 57 横山 和生戸賀 智子氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 522± 01：08．2	 183．5�
714 テイクエイム 牡7鹿 57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 2 〃 クビ 48．2�
510
 スウェプトアロー 牡5芦 57 杉原 誠人矢野 秀春氏 池上 昌弘 様似 様似堀牧場 B482＋ 41：08．3� 58．6	
24 ディアイレイザー 牡5栗 57 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B478－12 〃 ハナ 30．9

12 メイショウロフウ 牡4黒鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 474± 01：08．4	 5．1�
816 タニセンジャッキー 牡5鹿 57 嘉藤 貴行染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B474－ 8 〃 ハナ 57．2�
11 キンショーユウジャ 牡6栗 57 武士沢友治礒野日出夫氏 根本 康広 新ひだか 藤本牧場 494－ 61：08．5	 125．1
23 トーセンプリモ 牝5鹿 55 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム B512＋ 2 〃 クビ 46．8�
611
 ボンジュールノゾミ 牝4栗 55 江田 照男田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 464＋ 81：08．6クビ 2．7�
36 ヴェイグストーリー 牝5栗 55 田辺 裕信 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 484－ 21：08．81	 8．2�
47 ミヤビリファイン 牡5青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 502＋ 21：09．0� 71．8�
48 サンマディソン 牝3鹿 52 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 458＋ 81：09．21� 23．5�
612 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿52 田中 勝春ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 484＋ 6 〃 ハナ 15．5�
815 ウインプロスパー 牡4鹿 57 戸崎 圭太�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 91：10．47 13．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，206，200円 複勝： 60，337，500円 枠連： 33，492，600円
馬連： 133，473，900円 馬単： 62，556，600円 ワイド： 48，434，900円
3連複： 141，341，900円 3連単： 229，352，300円 計： 751，195，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 290円 � 3，530円 枠 連（3－5） 1，420円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 17，060円 �� 16，650円

3 連 複 ��� 138，200円 3 連 単 ��� 541，630円

票 数

単勝票数 計 422062 的中 � 55764（3番人気）
複勝票数 計 603375 的中 � 77679（2番人気）� 56953（5番人気）� 3594（16番人気）
枠連票数 計 334926 的中 （3－5） 18271（6番人気）
馬連票数 計1334739 的中 �� 35959（11番人気）
馬単票数 計 625566 的中 �� 9236（19番人気）
ワイド票数 計 484349 的中 �� 10642（13番人気）�� 718（94番人気）�� 736（92番人気）
3連複票数 計1413419 的中 ��� 767（270番人気）
3連単票数 計2293523 的中 ��� 307（1210番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―10．7―11．7―12．4―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―30．8―42．5―54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F37．1
3 2，5，10（3，12）（8，16）（1，11）（7，9，14）6－13－（4，15） 4 2（5，10）3（1，12）（8，16）11（7，9，14）6－13－（4，15）

勝馬の
紹 介

ラピダメンテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．13 中山1着

2011．2．9生 �3栗 母 オンシジューム 母母 ウインフィオーレ 3戦3勝 賞金 28，257，000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。
（非抽選馬） 2頭 デリケートアーチ号・ドナリサ号

２レース目



18071 7月20日 曇 稍重 （26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，25．7．13以降26．7．13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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

815� マヤノリュウジン 牡7栗 56 横山 典弘田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 524－ 21：08．8 6．3�
35 バ ー バ ラ 牝5黒鹿53 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 434－ 81：09．01� 8．5�
510 アンバルブライベン 牝5鹿 52 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 448＋12 〃 クビ 17．5�
24 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 54 石橋 脩ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 464－ 21：09．21 4．4�
713 フクノドリーム 牝3栗 50 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474＋ 4 〃 ハナ 9．0�
59 ミヤジエムジェイ 牡6鹿 53 大野 拓弥曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 506－ 4 〃 クビ 61．1	
816 ブルーデジャブ 	7芦 54 国分 優作 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 520± 01：09．3クビ 24．6

36 デュアルスウォード 牡6黒鹿55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B470＋ 21：09．51� 42．6�
23 ニシオドリーム 牡6黒鹿53 武士沢友治西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 508－ 21：09．81
 114．8
47 サウンドリアーナ 牝4黒鹿54 蛯名 正義増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 498＋18 〃 クビ 12．5�
611� コウヨウアレス 牡5青鹿55 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 474－ 21：09．9� 3．3�
48 ビウイッチアス 牝5黒鹿52 M．エスポジート 井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 436－161：10．0� 69．1�

（伊）

11 ケイアイアストン 牡9鹿 53 江田 照男亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 474－ 2 〃 クビ 52．6�
714� ポアゾンブラック 牡5青鹿56 田辺 裕信村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 530＋ 21：10．63� 18．3�
12 � アーリーデイズ 	7鹿 53 柴田 大知加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 472＋121：11．02� 150．4�
612 キョウワマグナム 牡7鹿 54 田中 勝春�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 540± 01：11．1
 51．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，356，700円 複勝： 122，325，800円 枠連： 71，665，100円 馬連： 333，151，900円 馬単： 148，165，200円
ワイド： 112，401，200円 3連複： 408，291，400円 3連単： 688，441，300円 5重勝： 626，115，600円 計： 2，599，914，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 290円 � 480円 枠 連（3－8） 1，560円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，070円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 76，140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����� 950，710円

票 数

単勝票数 計 893567 的中 � 111971（3番人気）
複勝票数 計1223258 的中 � 150252（3番人気）� 111101（4番人気）� 59582（8番人気）
枠連票数 計 716651 的中 （3－8） 35465（9番人気）
馬連票数 計3331519 的中 �� 101297（7番人気）
馬単票数 計1481652 的中 �� 24507（15番人気）
ワイド票数 計1124012 的中 �� 29183（7番人気）�� 13844（25番人気）�� 10545（33番人気）
3連複票数 計4082914 的中 ��� 19317（50番人気）
3連単票数 計6884413 的中 ��� 6555（231番人気）
5重勝票数 計6261156 的中 ����� 461

ハロンタイム 12．0―10．4―10．8―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．2―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マヤノリュウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス

2007．3．22生 牡7栗 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー 17戦5勝 賞金 117，337，000円
初出走 JRA

※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 カハラビスティー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18072 7月20日 曇 重 （26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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

22 ニシノゲンキマル 牡3栗 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 496－ 21：46．1 2．4�
815 アルファアリエス 牡3鹿 54 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 456－ 21：46．2� 19．0�
11 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 江田 照男平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 472－101：46．52 17．4�
34 マドリードカフェ 牡3黒鹿54 大野 拓弥 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 516＋ 2 〃 アタマ 8．1�
611 ストロングバルドル 牡3鹿 54 石橋 脩村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 470± 01：46．81� 31．1�
712 ジュルヴォアソング 牡4鹿 57 田中 勝春廣崎 利洋氏 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 496－ 21：47．12 5．5	
47 インパルション 	5鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 B470＋ 61：47．31
 38．1

23 � ホクレアポパイ 	5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 424＋ 21：47．4� 153．8�
58  ラナウェイビート 牡3鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 米
Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

508－ 41：47．61
 19．5�
610 チ ャ オ 牡3芦 54 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 470＋101：47．8� 40．0
46 トーホウビースト 牡3青鹿54 的場 勇人東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 B442－ 21：48．22� 25．7�
814 ウインヴォイジャー 牡3芦 54 内田 博幸�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 510± 01：48．62� 6．9�
35 ターゲットゾーン 牡4栗 57 嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 506＋ 21：48．7� 277．3�
713 イ オ ラ ニ 牡3黒鹿54 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：49．87 9．4�
59 � フレームエンゼル 牝4鹿 55 西田雄一郎柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム 432± 01：50．22� 382．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，198，400円 複勝： 96，159，800円 枠連： 52，507，900円
馬連： 185，924，100円 馬単： 101，908，900円 ワイド： 81，190，700円
3連複： 227，114，600円 3連単： 440，873，600円 計： 1，262，878，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 440円 � 400円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 980円 �� 700円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 30，220円

票 数

単勝票数 計 771984 的中 � 247058（1番人気）
複勝票数 計 961598 的中 � 236742（1番人気）� 46054（8番人気）� 51933（6番人気）
枠連票数 計 525079 的中 （2－8） 63778（2番人気）
馬連票数 計1859241 的中 �� 63284（8番人気）
馬単票数 計1019089 的中 �� 22458（10番人気）
ワイド票数 計 811907 的中 �� 21460（9番人気）�� 31115（6番人気）�� 5981（38番人気）
3連複票数 計2271146 的中 ��� 21747（26番人気）
3連単票数 計4408736 的中 ��� 10576（84番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．3―30．0―42．2―54．7―1：07．2―1：20．1―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノゲンキマル �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．20 東京4着

2011．2．8生 牡3栗 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト 10戦2勝 賞金 23，020，000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 オアフライダー号

５レース目



（26福島2）第6日 7月20日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 177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

185，980，000円
6，640，000円
1，460，000円
16，480，000円
63，805，000円
5，242，200円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
444，165，900円
605，107，800円
305，825，300円
1，191，048，500円
633，276，600円
480，397，900円
1，426，939，900円
2，444，958，200円
626，115，600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 8，157，835，700円

総入場人員 12，572名 （有料入場人員 10，201名）
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