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18013 7月5日 曇 良 （27福島2）第2日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10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

46 カナラズカナラズ 牝3鹿 54 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 450－ 41：47．9 3．6�
59 エクストラペトル 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 41：48．21� 3．8�
610 クインズアベンチャ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 松田牧場 454－ 6 〃 クビ 16．3�
814 モアニレフア 牝3青鹿54 柴田 大知北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 424＋ 2 〃 ハナ 37．1�
22 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 柴田 善臣内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 464－ 21：48．51� 13．5	
35 アモーレエテルノ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 21：48．6� 3．1

815 プロセルピナ 牝3栗 54 江田 照男清水 敏氏 奥平 雅士 様似 澤井 義一 444＋ 41：49．13 35．5�
23 キャンドルアート 牝3栗 54 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 61：49．63 6．6�
713 ビレッジアスリート 牝3青 54 大野 拓弥村山 浩伸氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 B444＋ 81：49．92 111．1
11 ルスナイエリザベス 牝3鹿 54 柴田 未崎�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 452－101：50．0クビ 256．7�
34 ティアップフェイム 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 444＋ 21：51．610 334．6�
58 トーホウアスティ 牝3栗 54 内田 博幸東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 446－ 81：51．91� 45．1�
611 ベストワルツ 牝3鹿 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 478 ―1：52．21� 69．5�
47 ジャイアントリアン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 424＋ 61：53．37 287．6�
712 パープルカクタス 牝3鹿 54 L．オールプレス 備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 472± 0 （競走中止） 96．3�

（新）

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，842，400円 複勝： 31，515，200円 枠連： 12，864，700円
馬連： 56，622，000円 馬単： 31，614，700円 ワイド： 28，944，000円
3連複： 72，564，200円 3連単： 105，026，100円 計： 362，993，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 150円 � 270円 枠 連（4－5） 870円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 410円 �� 860円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 15，080円

票 数

単勝票数 計 238424 的中 � 51633（2番人気）
複勝票数 計 315152 的中 � 53268（3番人気）� 64047（2番人気）� 23538（5番人気）
枠連票数 計 128647 的中 （4－5） 11342（5番人気）
馬連票数 計 566220 的中 �� 52583（2番人気）
馬単票数 計 316147 的中 �� 12924（8番人気）
ワイド票数 計 289440 的中 �� 19561（5番人気）�� 8340（11番人気）�� 8852（8番人気）
3連複票数 計 725642 的中 ��� 17870（9番人気）
3連単票数 計1050261 的中 ��� 5049（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．7―43．4―56．3―1：09．0―1：21．5―1：34．4

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

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

勝馬の
紹 介

カナラズカナラズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．6．22 東京16着

2012．4．7生 牝3鹿 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ 13戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 パープルカクタス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャイアントリアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月5日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 パープルカクタス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年8月5日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スズヨサムソン号・タイドミュージック号・ドリーマーズハイ号
※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。

18014 7月5日 曇 良 （27福島2）第2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

714 アースエンジェル 牝3青鹿54 C．ルメール �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 432－ 81：08．8 2．5�

713 フクノグローリア 牝3黒鹿54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 442＋ 2 〃 ハナ 5．0�
35 シュンクルーズ 牡3黒鹿56 酒井 学村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 442－121：09．33 80．6�
611 グラントウショウ 牝3鹿 54 内田 博幸トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 4 〃 クビ 26．1�
48 ケイジースワロー 牡3黒鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 438＋ 41：09．4� 60．7�
12 	 ギャルソンヌ 牝3鹿 54 L．オールプレス 窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 英

Brendan Boyle
& Yeo Barton
Bloodstock

470＋ 2 〃 アタマ 12．5	
（新）

47 ヒットザフロアー 牝3栗 54 横山 典弘�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424－ 41：09．61 4．6

815 ロードアルタイル 牡3鹿 56 田中 勝春 �ロードホースクラブ 新開 幸一 平取 協栄組合 444＋ 8 〃 アタマ 15．6�
612 シベリアンマッシブ 牡3黒鹿56 吉田 豊藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 B474＋ 61：09．7� 23．2�
24 サンデンバロン 牡3栗 56 松岡 正海山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 452＋ 2 〃 クビ 18．7
36 シグラップジュエル 牝3芦 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 404－ 21：09．91 246．1�
510 ヴァンドデセール 牝3鹿 54 柴田 大知�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 418－ 21：10．0
 19．7�
11 ローズオブウィル 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也岡田 隆寛氏 武井 亮 むかわ 真壁 信一 450± 0 〃 クビ 15．3�
816 ヨイチフレーム 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 456＋ 81：10．1クビ 246．1�
59 アルメニアンダンス 牝3鹿 54 武士沢友治�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 B458－ 21：10．73� 141．3�
23 バレリーフォンテン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 424＋ 41：11．23 323．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，289，700円 複勝： 32，970，100円 枠連： 17，828，500円
馬連： 60，491，900円 馬単： 32，613，100円 ワイド： 31，088，700円
3連複： 77，891，800円 3連単： 101，261，200円 計： 379，435，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 160円 � 1，300円 枠 連（7－7） 650円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 290円 �� 4，530円 �� 6，470円

3 連 複 ��� 24，900円 3 連 単 ��� 69，250円

票 数

単勝票数 計 252897 的中 � 80171（1番人気）
複勝票数 計 329701 的中 � 76850（1番人気）� 62036（2番人気）� 4068（11番人気）
枠連票数 計 178285 的中 （7－7） 21142（3番人気）
馬連票数 計 604919 的中 �� 66484（2番人気）
馬単票数 計 326131 的中 �� 25577（1番人気）
ワイド票数 計 310887 的中 �� 32945（1番人気）�� 1594（46番人気）�� 1112（53番人気）
3連複票数 計 778918 的中 ��� 2346（86番人気）
3連単票数 計1012612 的中 ��� 1060（201番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．4―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 ・（10，14）15，8（4，11）（2，16）13（1，7，12）（5，6，9）－3 4 ・（10，14）（8，15）（4，11）（2，13）（1，7）16（5，6，12）－9－3

勝馬の
紹 介

アースエンジェル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 High Yield デビュー 2015．5．16 新潟2着

2012．5．5生 牝3青鹿 母 スズカエンジェル 母母 イルグンスエンジェル 2戦1勝 賞金 6，600，000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 ケイツーノート号・スリーキーノート号
※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２日



18015 7月5日 曇 良 （27福島2）第2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 トミケンシェルフ 牡3栗 56 蛯名 正義冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 478＋ 41：48．1 10．9�
58 パイロキネシスト 牡3黒鹿56 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466－ 41：48．31� 4．4�
815 ル ミ ナ ス �3鹿 56 石橋 脩 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 B504－ 41：48．94 40．0�
610 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B494－ 41：49．22 9．1�
47 アクティブボス 牡3青 56

53 ▲野中悠太郎髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 496＋ 61：49．4� 5．2�
712 ロマンホープ 牡3黒鹿56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 430－ 41：49．5� 8．2	
34 ハッスルカフェ 牡3黒鹿56 吉田 豊西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 472± 01：49．71 73．7

713 ベ ニ イ モ ン 牝3鹿 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 424－141：50．23 136．5�
59 プラチナムスタング 牝3芦 54 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 462＋ 21：50．3クビ 36．6�
35 ウェブスリンガー 牡3黒鹿56 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466－ 21：50．83 3．4
611 ムーンセイル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 アタマ 13．6�
46 サンコールドウェル 牡3鹿 56 的場 勇人加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 492± 0 〃 クビ 188．0�
22 ヤマニンフライハイ 牡3栗 56 津村 明秀土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 484± 0 〃 ハナ 23．3�
11 ギ ル バ ー ト 牡3鹿 56 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 514＋ 21：51．33 296．4�
814 タイガーアイアン 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 504＋101：51．4� 36．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，348，400円 複勝： 37，268，400円 枠連： 15，666，000円
馬連： 58，589，200円 馬単： 31，033，000円 ワイド： 30，284，900円
3連複： 74，552，400円 3連単： 94，056，700円 計： 365，799，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 270円 � 200円 � 950円 枠 連（2－5） 1，390円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 990円 �� 6，270円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 34，920円 3 連 単 ��� 246，170円

票 数

単勝票数 計 243484 的中 � 17810（6番人気）
複勝票数 計 372684 的中 � 36677（5番人気）� 59040（2番人気）� 8158（11番人気）
枠連票数 計 156660 的中 （2－5） 8723（6番人気）
馬連票数 計 585892 的中 �� 17409（9番人気）
馬単票数 計 310330 的中 �� 4234（22番人気）
ワイド票数 計 302849 的中 �� 8165（11番人気）�� 1215（53番人気）�� 2121（41番人気）
3連複票数 計 745524 的中 ��� 1601（105番人気）
3連単票数 計 940567 的中 ��� 277（675番人気）

ハロンタイム 7．3―11．7―12．4―13．2―13．0―12．6―12．5―13．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―19．0―31．4―44．6―57．6―1：10．2―1：22．7―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンシェルフ �
�
父 サイレントディール �

�
母父 ウイングアロー デビュー 2014．7．6 福島11着

2012．2．27生 牡3栗 母 アグリフェスタ 母母 カオリスマイル 5戦1勝 賞金 5，350，000円
〔制裁〕 ギルバート号の騎手平野優は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2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。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤドラゴン号・ウェイトゥゴー号・クドース号・レイズユアハンズ号

18016 7月5日 曇 良 （27福島2）第2日 第4競走 ��2，750�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� 基準タイム2：57．4良

45 マイネルゼーラフ 牡4青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 488－ 43：00．4 8．8�

68 ウメジマダイオー 牡6鹿 60 草野 太郎村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 504－123：00．82� 5．9�
711� マスソングウインド 牡4黒鹿60 蓑島 靖典上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 494＋ 23：01．01� 40．9�
57 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 原田 和真福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 492＋ 83：01．32 12．9�
813 テイエムリキオー 牡4黒鹿60 高野 和馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 474－ 43：01．51� 28．1�
710 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 494± 03：02．56 3．0

56 ジェイケイホーム 牡5栃栗60 五十嵐雄祐小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 池田牧場 470－ 23：02．81	 53．7�
11 トキノアイチヨ 牝5鹿 58 江田 勇亮田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 504－ 63：02．9クビ 13．8�
33 タカラキャメロン 牝4黒鹿58 小野寺祐太村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 462＋ 63：06．1大差 168．0
22 サンマルスピリット 牡5鹿 60 金子 光希相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 480－103：07．16 6．7�
69 ボストンエンペラー 牡7黒鹿60 林 満明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478－ 23：07．95 4．7�
44 クインズエキシート 牡3芦 58 石神 深一 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 タニグチ牧場 474－ 23：09．6大差 26．1�
812� ラナキラリオ 牡5黒鹿60 上野 翔横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 468－ 63：14．4大差 92．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，455，200円 複勝： 25，907，100円 枠連： 15，408，900円
馬連： 44，922，200円 馬単： 25，309，300円 ワイド： 22，764，600円
3連複： 60，799，100円 3連単： 87，243，200円 計： 302，809，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 270円 � 210円 � 980円 枠 連（4－6） 1，060円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 5，510円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 49，290円 3 連 単 ��� 226，700円

票 数

単勝票数 計 204552 的中 � 18595（5番人気）
複勝票数 計 259071 的中 � 25837（5番人気）� 38608（2番人気）� 5587（10番人気）
枠連票数 計 154089 的中 （4－6） 11208（3番人気）
馬連票数 計 449222 的中 �� 11853（13番人気）
馬単票数 計 253093 的中 �� 3434（22番人気）
ワイド票数 計 227646 的中 �� 5244（14番人気）�� 1045（50番人気）�� 1229（43番人気）
3連複票数 計 607991 的中 ��� 925（127番人気）
3連単票数 計 872432 的中 ��� 279（608番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．2－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルゼーラフ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2013．9．1 新潟4着

2011．3．10生 牡4青鹿 母 エンジェルインザモーニング 母母 Dolphins Dream 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円



18017 7月5日 曇 良 （27福島2）第2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
1：48．2
1：45．9

良
良

510 シャクンタラー 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 528 ―1：50．6 2．9�
713 ラ ブ レ オ 牡2鹿 54 田中 勝春 M・

Kenichiホールディング� 新開 幸一 新ひだか 山際牧場 492 ― 〃 クビ 15．1�
816 ファータグリーン 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 416 ―1：50．81� 54．8�
47 マ ッ ク ー ル 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 490 ―1：51．01� 28．6�
714 プライムセラー 牡2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 470 ―1：51．1� 47．4	
612 スモモチャン 牝2栗 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 420 ―1：51．2クビ 15．4

48 ガオガイリュイ 牡2栗 54 C．ルメール スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 478 ― 〃 ハナ 6．1�
23 メラニオーン 牡2栗 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 棚川 光男 456 ―1：51．3� 91．3�
611 マイネルトゥラン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 472 ―1：51．4� 22．8
11 ベルウッドユウキ 牡2鹿 54 津村 明秀鈴木 照雄氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 462 ―1：51．82� 109．8�
59 ミュゼリバイアサン 牡2鹿 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 496 ― 〃 アタマ 2．7�
35 トウショウシールド 牡2青鹿54 酒井 学藤田 衛成氏 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484 ―1：52．54 87．0�
815 ファインキャプテン 牡2栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：53．13� 68．3�
12 シゲルマンタ 牡2鹿 54 L．オールプレス 森中 蕃氏 和田 雄二 新冠 長浜 秀昭 462 ―1：53．52� 51．6�

（新）

24 イエスアイゲット 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 444 ―1：54．77 168．3�

36 ウインフラクタル 牡2栗 54 池添 謙一�ウイン 奥村 武 浦河 小倉牧場 456 ―1：55．02 63．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，777，700円 複勝： 38，797，800円 枠連： 21，525，400円
馬連： 59，062，600円 馬単： 34，206，200円 ワイド： 31，643，500円
3連複： 71，773，400円 3連単： 112，393，300円 計： 404，179，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 280円 � 980円 枠 連（5－7） 710円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，230円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 19，830円 3 連 単 ��� 60，270円

票 数

単勝票数 計 347777 的中 � 97316（2番人気）
複勝票数 計 387978 的中 � 132669（1番人気）� 28401（4番人気）� 6503（12番人気）
枠連票数 計 215254 的中 （5－7） 23211（4番人気）
馬連票数 計 590626 的中 �� 24347（5番人気）
馬単票数 計 342062 的中 �� 10120（7番人気）
ワイド票数 計 316435 的中 �� 10638（4番人気）�� 3595（17番人気）�� 1310（50番人気）
3連複票数 計 717734 的中 ��� 2714（55番人気）
3連単票数 計1123933 的中 ��� 1352（157番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．3―12．4―12．4―12．3―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．5―48．9―1：01．3―1：13．6―1：25．9―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャクンタラー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2013．1．27生 牝2栗 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 トウショウシールド号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・10番・16番）

マックール号の騎手宮崎北斗は，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30，000円。（被害馬：14番・8番）
〔その他〕 トウショウシールド号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ココロノキャンバス号・ダイメイキング号・タケデンガーベラ号・ローズクランス号・ロードディロング号
※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。

18018 7月5日 曇 良 （27福島2）第2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
1：08．5
1：07．8

良
良

611 フルオブスターズ 牝2黒鹿54 田辺 裕信�村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 420 ―1：10．8 3．1�
11 オーディンローズ 牡2栗 54 内田 博幸古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 454 ― 〃 アタマ 8．8�
815 ク ナ ウ 牝2鹿 54 大野 拓弥�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 460 ―1：11．22� 6．3�
35 モンマルトル 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 438 ―1：11．3� 26．6�
24 クラウンネロ 牡2鹿 54 蛯名 正義�クラウン 蛯名 利弘 新冠 赤石 久夫 448 ― 〃 クビ 15．5	
47 スリーミュージアム 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 408 ―1：11．4クビ 159．6

12 ジェネレーション 牡2黒鹿54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 400 ―1：11．5� 22．1�
48 キセキノヒーロー 牡2鹿 54 戸崎 圭太�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 414 ― 〃 アタマ 11．6�
510 ダッシュビーム 牡2鹿 54 吉田 豊矢野 秀春氏 金成 貴史 新ひだか 真歌田中牧場 486 ―1：11．6� 65．9
23 カシノアーニング 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 442 ― 〃 アタマ 152．5�
59 タヒテンシス 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 390 ―1：11．7クビ 99．7�
816 リアルスキャット 牡2鹿 54 田中 勝春村上 稔氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 432 ―1：11．8� 9．4�
713 オ リ ン ダ 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ―1：11．9� 4．9�
612 カンタベリームシャ 牡2芦 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 416 ― 〃 クビ 146．6�
714 シゲルナガイワシ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 448 ―1：13．17 179．3�
36 マートレット 牡2青鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 小倉 光博 460 ― 〃 クビ 70．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，035，100円 複勝： 37，080，400円 枠連： 21，717，500円
馬連： 62，747，200円 馬単： 32，779，200円 ワイド： 31，202，300円
3連複： 72，647，000円 3連単： 102，121，400円 計： 393，330，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 230円 � 160円 枠 連（1－6） 1，030円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 610円 �� 360円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 10，430円

票 数

単勝票数 計 330351 的中 � 86661（1番人気）
複勝票数 計 370804 的中 � 76759（1番人気）� 35163（4番人気）� 59362（2番人気）
枠連票数 計 217175 的中 （1－6） 16215（4番人気）
馬連票数 計 627472 的中 �� 36441（3番人気）
馬単票数 計 327792 的中 �� 11217（5番人気）
ワイド票数 計 312023 的中 �� 12963（3番人気）�� 23807（1番人気）�� 7850（11番人気）
3連複票数 計 726470 的中 ��� 22624（3番人気）
3連単票数 計1021214 的中 ��� 7097（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―11．8―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．3―47．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルオブスターズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．4．14生 牝2黒鹿 母 ポエティクシーズン 母母 クラシッククラウン 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。



18019 7月5日 曇 良 （27福島2）第2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

36 コスモアルドラ 牡3鹿 56 松岡 正海岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 512± 01：48．4 15．2�
11 スターチェイサー 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 474－ 6 〃 クビ 7．4�
510 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 456－ 41：48．61� 121．3�
24 コンチャフラメンカ 牝3黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム B446＋121：48．7� 4．3�

816 コスモピンパーネル 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 472± 01：49．12	 13．2	
23 フォアニーム 牝3栗 54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 81：49．2	 22．9

815 ポップスキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 434± 01：49．3	 34．6�
59 ロートリンゲン 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 472－ 21：49．62 1．7�
47 
 ナカヤマローマン 牡3鹿 56 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 愛 Mr R.

Jeffcock 490－ 21：50．02	 23．0
12 キョウワクラウド 牡3黒鹿56 大野 拓弥�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 B442－10 〃 クビ 126．2�
48 ダイワハッスル 牡3栃栗56 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：50．1� 89．9�
611 メトロノミック 牝3鹿 54 宮崎 北斗吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B436－ 61：50．2� 271．6�
612 ハ ナ ミ ズ キ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也荒井 元明氏 和田 正道 日高 サンシャイン
牧場 446－ 41：50．83	 142．0�

714 マ リ ネ ー ラ 牝3栗 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 454± 01：51．33 225．9�
713 カシマモンスター 牡3鹿 56 津村 明秀�カシマ 武藤 善則 むかわ 上水牧場 496 ―1：51．51	 258．4�
35 ミヤコエンパイア 牝3鹿 54 酒井 学吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 464＋ 21：53．09 154．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，631，700円 複勝： 88，806，700円 枠連： 22，391，200円
馬連： 75，956，200円 馬単： 51，133，100円 ワイド： 39，450，100円
3連複： 89，885，200円 3連単： 168，139，900円 計： 570，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 550円 � 440円 � 4，250円 枠 連（1－3） 4，540円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 11，750円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 9，470円 �� 6，800円

3 連 複 ��� 92，220円 3 連 単 ��� 501，650円

票 数

単勝票数 計 346317 的中 � 18156（5番人気）
複勝票数 計 888067 的中 � 43813（5番人気）� 57878（3番人気）� 4992（10番人気）
枠連票数 計 223912 的中 （1－3） 3821（14番人気）
馬連票数 計 759562 的中 �� 12453（13番人気）
馬単票数 計 511331 的中 �� 3263（31番人気）
ワイド票数 計 394501 的中 �� 8238（12番人気）�� 1055（46番人気）�� 1474（39番人気）
3連複票数 計 898852 的中 ��� 731（127番人気）
3連単票数 計1681399 的中 ��� 243（658番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．9―48．5―1：00．8―1：12．7―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモアルドラ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2014．7．6 福島8着

2012．3．15生 牡3鹿 母 ア ル ザ ナ ー 母母 Albertville 7戦1勝 賞金 5，560，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤコエンパイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月5日まで平地競

走に出走できない。

18020 7月5日 小雨 良 （27福島2）第2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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

711 グリサージュ 牝4芦 55 江田 照男吉田 千津氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 478＋ 41：46．9 8．5�
57 オトメチャン 牝3鹿 52 戸崎 圭太島田 久氏 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 502＋ 4 〃 クビ 2．3�
812 ジャズダンサー 牝5栃栗55 内田 博幸�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440－ 41：47．0� 27．2�
44 エンドレストライ 牝4黒鹿55 田辺 裕信飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 456－ 61：47．2� 12．1�
11 ヒ ム カ 牝4栗 55 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 510＋ 21：47．3� 14．4	
56 モアアピール 牝3芦 52 吉田 豊根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460± 01：47．4クビ 8．0

69 クロフネビームス 牝3芦 52

49 ▲石川裕紀人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 452－ 21：47．71� 6．2�
45 プレシャスムーン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 440－ 61：48．12� 198．4�
22 アイヅラブリー 牝4鹿 55 柴田 大知真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 460± 0 〃 クビ 150．1
68 イデアオブクィーン 牝4芦 55 蛯名 正義益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 410－ 61：48．52� 6．3�
710 グラスティファニー 牝4栗 55 石橋 脩半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 462－ 21：48．81� 65．4�
813 ディスティンダリア 牝3鹿 52 L．オールプレス �ノルマンディーサラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：49．01� 92．1�

（新）

33 � クィーンオブシバ 牝4鹿 55 田中 勝春小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 504－ 61：49．42� 27．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，446，300円 複勝： 47，749，500円 枠連： 26，117，700円
馬連： 93，274，100円 馬単： 45，008，400円 ワイド： 44，669，900円
3連複： 107，421，600円 3連単： 161，943，500円 計： 562，631，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 150円 � 530円 枠 連（5－7） 880円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，090円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 29，240円

票 数

単勝票数 計 364463 的中 � 33970（5番人気）
複勝票数 計 477495 的中 � 44668（5番人気）� 108123（1番人気）� 18049（9番人気）
枠連票数 計 261177 的中 （5－7） 22902（2番人気）
馬連票数 計 932741 的中 �� 67403（3番人気）
馬単票数 計 450084 的中 �� 12965（8番人気）
ワイド票数 計 446699 的中 �� 25251（3番人気）�� 5206（25番人気）�� 9749（17番人気）
3連複票数 計1074216 的中 ��� 13804（19番人気）
3連単票数 計1619435 的中 ��� 4014（89番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．1―12．6―12．6―12．5―12．5―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．5―43．1―55．7―1：08．2―1：20．7―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリサージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．9．22 中山1着

2011．5．15生 牝4芦 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 11戦3勝 賞金 22，000，000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。



18021 7月5日 小雨 良 （27福島2）第2日 第9競走 ��2，000�
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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

33 バルビエール 牡3鹿 54 蛯名 正義吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 502＋ 22：00．0 4．6�
55 ウェルブレッド 牡3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 02：00．53 1．9�
44 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 474－ 2 〃 クビ 9．4�
78 アートフェスタ 牡4黒鹿57 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 504＋ 42：00．81� 8．8�
11 ローリングストーン 牡6鹿 57 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム B492－ 82：01．01� 50．0	
66 ジャストフォーユー 牡3鹿 54 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 62：01．21� 6．4

22 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 内田 博幸猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B458＋ 22：01．3� 18．5�
67 パイロキシン 牡3栗 54 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 478－ 82：01．4� 45．1�
79 オールデフィート 牡4鹿 57 酒井 学�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 468－ 22：01．61 28．6
810 クリノカンパニー 牡4鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 和田 雄二 日高 三輪牧場 480－ 42：03．210 67．7�
811 エリーアイズ 牝3黒鹿52 伊藤 工真谷川 正純氏 浅野洋一郎 むかわ 市川牧場 432± 02：03．62� 194．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，580，000円 複勝： 41，847，300円 枠連： 18，127，100円
馬連： 94，753，500円 馬単： 53，650，800円 ワイド： 39，350，900円
3連複： 100，987，600円 3連単： 208，095，000円 計： 595，392，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 220円 �� 480円 �� 280円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 385800 的中 � 66656（2番人気）
複勝票数 計 418473 的中 � 66561（2番人気）� 139281（1番人気）� 49950（3番人気）
枠連票数 計 181271 的中 （3－5） 35584（1番人気）
馬連票数 計 947535 的中 �� 160838（1番人気）
馬単票数 計 536508 的中 �� 32051（5番人気）
ワイド票数 計 393509 的中 �� 50076（1番人気）�� 18196（6番人気）�� 36199（2番人気）
3連複票数 計1009876 的中 ��� 82753（1番人気）
3連単票数 計2080950 的中 ��� 30101（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．7―12．1―12．2―12．4―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．4―48．1―1：00．2―1：12．4―1：24．8―1：36．6―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バルビエール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．9．28 新潟3着

2012．1．31生 牡3鹿 母 グランドアメリフローラ 母母 Lady Ameriflora 5戦2勝 賞金 18，314，000円

18022 7月5日 曇 良 （27福島2）第2日 第10競走 ��
��1，200�さくらんぼ特別

発走15時10分 （芝・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

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

33 ダイトウキョウ 牡3鹿 54 C．ルメール 市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454＋ 21：08．4 3．5�
610 ゴールドペガサス 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 454± 0 〃 クビ 3．5�
45 デンコウヒノマル 牡4栗 57 福永 祐一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 500－ 41：08．5� 8．4�
69 ファンデルワールス 	6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 492± 01：08．6
 20．3�
34 エトルアンフルール 牝5栗 55 松岡 正海村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 492＋121：08．7クビ 98．1�
46 ラブローレル 牝3青鹿52 池添 謙一増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 410＋ 2 〃 ハナ 41．2	
11 カシノワルツ 牝5黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B446－ 41：09．01� 64．8

813 アルマエルナト 牡4栗 57 横山 典弘コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 480－ 2 〃 アタマ 3．6�
22 モーニングコール 牝5鹿 55 石橋 脩飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 434＋ 21：09．1� 11．2�
711� ワイルドジョイ 牡8鹿 57 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 460－ 2 〃 アタマ 24．0
814 スーパーアース 牝5黒鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 B466＋ 4 〃 ハナ 36．1�
712� キングクリチャン 牡6栗 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B500＋ 41：09．2
 72．5�
58 � レッドガルシア 牡6栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 中舘 英二 日高 下河辺牧場 B500＋ 21：09．62
 87．7�
57 タイキガラハッド 牡7栗 57 田中 勝春�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 540＋161：11．4大差 145．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，185，600円 複勝： 48，155，500円 枠連： 29，998，300円
馬連： 147，567，100円 馬単： 66，351，400円 ワイド： 53，759，700円
3連複： 165，674，200円 3連単： 270，792，800円 計： 822，484，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 150円 � 240円 枠 連（3－6） 610円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 310円 �� 530円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 401856 的中 � 91506（2番人気）
複勝票数 計 481555 的中 � 91131（2番人気）� 89259（3番人気）� 42792（5番人気）
枠連票数 計 299983 的中 （3－6） 37553（3番人気）
馬連票数 計1475671 的中 �� 171778（2番人気）
馬単票数 計 663514 的中 �� 40227（3番人気）
ワイド票数 計 537597 的中 �� 49310（1番人気）�� 25327（4番人気）�� 18396（6番人気）
3連複票数 計1656742 的中 ��� 68069（2番人気）
3連単票数 計2707928 的中 ��� 26824（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．8―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．5―44．8―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．9
3 2（5，6）（4，10，13）（9，11，12，14）1－3，8－7 4 2（5，6）4（10，13）9（11，12）（1，14）3－8－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイトウキョウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos デビュー 2014．9．6 札幌1着

2012．4．6生 牡3鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 8戦3勝 賞金 39，139，000円

２レース目



18023 7月5日 曇 良 （27福島2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第64回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，26．7．5以降27．6．28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

ラジオNIKKEI賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

23 アンビシャス 牡3黒鹿56．5 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 460＋ 21：46．4 2．8�
612 ミュゼゴースト 牡3黒鹿55 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 496± 01：47．03� 9．8�
36 マルターズアポジー 牡3鹿 53 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 520－ 81：47．1� 40．8�
816 ロジチャリス 牡3栗 54 大野 拓弥久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 544－10 〃 クビ 7．5�
714 ブランドベルグ 牡3青鹿53 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 472－ 21：47．2クビ 26．7�
24 ナ ヴ ィ オ ン 牡3鹿 56 蛯名 正義橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 460＋ 8 〃 アタマ 27．3	
48 ストレンジクォーク 牡3鹿 54 吉田 豊 
キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 ハナ 23．6�
12 ホワイトウインド 牝3芦 51 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 440－141：47．3� 62．7�
510 グリュイエール 牡3芦 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 クビ 13．0
47 アッシュゴールド 牡3栗 56 池添 謙一 
社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 41：47．4クビ 16．2�
713 ストリートキャップ 牡3芦 53 田辺 裕信 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 464－ 21：47．61	 63．3�
611 グランアルマダ 牡3芦 54 酒井 学 
サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 530－ 41：47．81� 22．4�
59 マイネルシュバリエ 牡3鹿 54 柴田 大知 �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 472－ 8 〃 アタマ 54．1�
11 アクセラレート 牡3鹿 51 江田 照男 
キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 41：48．22 94．5�
815
 キャンベルジュニア 牡3鹿 53 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

508－ 6 〃 クビ 12．0�
35 レ ア リ ス タ 牡3栗 54 福永 祐一 
キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－ 61：48．73 5．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 211，550，700円 複勝： 280，040，700円 枠連： 158，788，300円 馬連： 709，009，800円 馬単： 318，065，800円
ワイド： 296，783，900円 3連複： 1，107，389，900円 3連単： 1，719，433，400円 5重勝： 608，042，000円 計： 5，409，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 230円 � 680円 枠 連（2－6） 950円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，320円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 19，940円 3 連 単 ��� 75，100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����� 40，290円

票 数

単勝票数 計2115507 的中 � 591969（1番人気）
複勝票数 計2800407 的中 � 650494（1番人気）� 298703（3番人気）� 78015（12番人気）
枠連票数 計1587883 的中 （2－6） 129134（3番人気）
馬連票数 計7090098 的中 �� 386358（3番人気）
馬単票数 計3180658 的中 �� 108560（4番人気）
ワイド票数 計2967839 的中 �� 146743（3番人気）�� 31849（24番人気）�� 17878（52番人気）
3連複票数 計11073899 的中 ��� 41632（63番人気）
3連単票数 計17194334 的中 ��� 16599（219番人気）
5重勝票数 計6080420 的中 ����� 10564

ハロンタイム 12．4―10．4―12．2―12．3―12．2―11．8―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．8―35．0―47．3―59．5―1：11．3―1：23．1―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．16 京都1着

2012．2．17生 牡3黒鹿 母 カーニバルソング 母母 カ ル ニ オ ラ 6戦4勝 賞金 92，933，000円
〔制裁〕 マルターズアポジー号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：

4番）

18024 7月5日 曇 良 （27福島2）第2日 第12競走 ��
��1，150�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

23 ヒカリブランデー 牡4鹿 57 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482＋ 21：09．0 6．7�
59 リンガスヴィグラス 牝3鹿 52 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 460± 0 〃 クビ 3．3�
816 オーゴンマリア 牝3栗 52 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 446＋ 41：09．1� 17．7�
714	 パトロクロス 牡5栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 472＋141：09．52 32．2�
612 ランバイワイルド 牡3鹿 54 大庭 和弥佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 442＋ 2 〃 アタマ 46．5�
12 カシノスティーヴ 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 500＋ 41：09．6� 4．4	
47 ダイメイリシャール 牡4栗 57 柴田 大知宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 488－101：09．81
 21．2

713 コートリーラッシュ 牝4黒鹿55 L．オールプレス 広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 450＋ 11：10．0� 100．5�

（新）

815 キープレイヤー 牝4青鹿55 松岡 正海下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 524＋20 〃 ハナ 7．5�

35 ハリケーンリリー �4鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 490－ 6 〃 クビ 53．4
36 ヨイチナデシコ 牝3鹿 52 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 490＋ 41：10．42� 25．2�
11 	 ウールーシュヴァル 牡4鹿 57 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 谷川牧場 444－121：10．5� 61．0�
24 セイウンオセアン 牡3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 450± 0 〃 ハナ 9．2�
510 マリーズミイ 牝5鹿 55 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 448± 01：11．35 185．7�
611 ドラゴンスズラン 牝4鹿 55 伊藤 工真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム B482＋ 81：11．61� 53．8�
48 ラヴァーサクラ 牝4鹿 55 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 508± 01：12．55 14．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，927，500円 複勝： 105，362，000円 枠連： 62，539，000円
馬連： 218，334，100円 馬単： 97，636，500円 ワイド： 110，808，300円
3連複： 284，180，800円 3連単： 449，524，000円 計： 1，406，312，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 150円 � 350円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，500円 �� 990円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 33，930円

票 数

単勝票数 計 779275 的中 � 91845（3番人気）
複勝票数 計1053620 的中 � 127690（3番人気）� 222735（1番人気）� 61808（6番人気）
枠連票数 計 625390 的中 （2－5） 78126（1番人気）
馬連票数 計2183341 的中 �� 160696（2番人気）
馬単票数 計 976365 的中 �� 28362（6番人気）
ワイド票数 計1108083 的中 �� 65028（2番人気）�� 10666（30番人気）�� 28375（9番人気）
3連複票数 計2841808 的中 ��� 30304（19番人気）
3連単票数 計4495240 的中 ��� 9603（90番人気）

ハロンタイム 9．3―11．0―11．3―12．2―12．5―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．3―31．6―43．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリブランデー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ヒカリバオー デビュー 2013．12．21 中山5着

2011．3．7生 牡4鹿 母 ヒカリブラッシア 母母 ノブリースーパー 14戦3勝 賞金 29，500，000円
〔制裁〕 ダイメイリシャール号の騎手柴田大知は，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：5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オルティラアスール号・ケモノタイプ号・ミカルベウス号
（非抽選馬） 2頭 シャラク号・タカミル号
※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。

５レース目



（27福島2）第2日 7月5日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

222，850，000円
1，060，000円
11，000，000円
1，660，000円
19，890，000円
66，731，500円
5，630，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
601，070，300円
815，500，700円
422，972，600円
1，681，329，900円
819，401，500円
760，750，800円
2，285，767，200円
3，580，030，500円
608，042，000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 11，574，865，500円

総入場人員 17，981名 （有料入場人員 ）
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