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18025 7月9日 雨 稍重 （28福島2）第3日 第1競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時10分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム2：57．4良

45 ララオムドゥクー 牡4鹿 60 石神 深一フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B478＋ 43：00．2 3．1�
58 ゴッドフロアー 牝6鹿 58 西谷 誠広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 508＋ 83：00．52 2．7�
69 ガ チ バ ト ル 牡6栗 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 452－ 63：00．92� 8．1�
814 クラウンテイラー 牡4鹿 60 蓑島 靖典�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 448－123：03．5大差 101．5�
11 サードグラッド 牡4黒鹿60 江田 勇亮吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 494± 03：04．35 31．3�
46 アイファーマグオー 牡4栗 60 熊沢 重文中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 492＋ 63：05．36 9．4	
34 ル ー 牡6鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 470＋ 63：05．4� 11．6

57 サンディアタッチ 牝4黒鹿58 金子 光希飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 462＋103：05．5クビ 14．6�
33 � ブライアンキング 牡4鹿 60 植野 貴也林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 480－ 23：07．09 23．1�
712 ホワイトフリート 牡6芦 60 草野 太郎 キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 26．7�
610 ビッグプレゼンター 牡7鹿 60 鈴木 慶太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 488± 03：07．42� 30．5�
711 オ ベ レ ッ ク 牡6鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 474－ 83：08．57 41．9�
22 � フライガイザー 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 474＋ 63：14．2大差 125．6�
813� ワンダフルブルー 牝3青鹿56 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－203：16．7大差 117．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，165，100円 複勝： 16，569，000円 枠連： 10，113，700円
馬連： 31，442，100円 馬単： 18，982，200円 ワイド： 18，212，800円
3連複： 48，957，400円 3連単： 67，239，800円 計： 224，682，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 120円 � 220円 枠 連（4－5） 300円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 210円 �� 550円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 131651 的中 � 33096（2番人気）
複勝票数 計 165690 的中 � 37589（2番人気）� 41541（1番人気）� 13602（5番人気）
枠連票数 計 101137 的中 （4－5） 25811（1番人気）
馬連票数 計 314421 的中 �� 50284（1番人気）
馬単票数 計 189822 的中 �� 14870（2番人気）
ワイド票数 計 182128 的中 �� 25891（1番人気）�� 7615（5番人気）�� 7067（6番人気）
3連複票数 計 489574 的中 ��� 23978（3番人気）
3連単票数 計 672398 的中 ��� 9445（8番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．4－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

ララオムドゥクー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．12．6 阪神9着

2012．5．13生 牡4鹿 母 ア ジ タ ー ト 母母 ファンザブリーズ 障害：6戦1勝 賞金 13，500，000円

18026 7月9日 雨 稍重 （28福島2）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

610 スプリングキャロル 牝3鹿 54
53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 410－ 21：47．1 4．3�

34 イチゴアミーラ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 442－ 61：47．31� 2．6�
815 リュイールスター 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム B442＋ 61：48．04 6．4�
713 キャプテンヴォーグ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 408＋ 2 〃 クビ 49．0�
611 レッドフレンジー 牝3栗 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 432－101：48．74 24．2	
814 スガノランバダ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也菅原 光博氏 田村 康仁 日高 若林 武雄 444－ 21：48．8� 4．3

58 トキメキアイナ 牝3鹿 54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 庄野牧場 B446－10 〃 クビ 193．4�
47 マイエクトミューズ 牝3栗 54 嘉藤 貴行尾上 寿夫氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 482－ 61：49．01� 29．7�
46 カルメンティス 牝3芦 54 大野 拓弥�ラ・メール 田村 康仁 新冠 タニグチ牧場 462－ 21：49．1クビ 12．4
712 シンボリテレサ 牝3芦 54 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 482 ―1：49．63 153．1�
59 トゥルイズム 牝3栗 54 小野寺祐太 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 420－ 61：49．91� 54．5�
22 シャイニーエルフ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 清水牧場 446－ 81：50．21� 112．2�
11 ラヴリーハット 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 木村牧場 468－ 8 〃 クビ 38．3�
23 ブリーズトウショウ 牝3黒鹿54 武士沢友治藤田 衛成氏 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484 ―1：50．83� 97．2�
35 アルコバッサ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 476＋14 〃 クビ 342．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，273，800円 複勝： 35，150，300円 枠連： 15，052，100円
馬連： 49，528，400円 馬単： 27，439，600円 ワイド： 29，742，700円
3連複： 66，114，300円 3連単： 88，766，300円 計： 337，067，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（3－6） 610円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 270円 �� 340円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 252738 的中 � 46616（3番人気）
複勝票数 計 351503 的中 � 71861（2番人気）� 79085（1番人気）� 51331（4番人気）
枠連票数 計 150521 的中 （3－6） 19064（3番人気）
馬連票数 計 495284 的中 �� 57483（1番人気）
馬単票数 計 274396 的中 �� 12106（4番人気）
ワイド票数 計 297427 的中 �� 28652（1番人気）�� 21711（6番人気）�� 23265（3番人気）
3連複票数 計 661143 的中 ��� 47687（2番人気）
3連単票数 計 887663 的中 ��� 11829（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．2―43．3―56．0―1：08．5―1：21．3―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングキャロル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．11．14 福島3着

2013．3．16生 牝3鹿 母 ラークキャロル 母母 タバスコキャロル 8戦1勝 賞金 11，220，000円
〔騎手変更〕 アルコバッサ号の騎手野中悠太郎は，負傷のため木幡初也に変更。
※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 タイセイウインク号

第２回 福島競馬 第３日



18027 7月9日 小雨 稍重 （28福島2）第3日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

712 サングラスポテト 牡3栗 56 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 村下農場 516＋ 21：46．4 2．3�
59 リーガルオフィス 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 456± 01：46．82� 10．8�
23 トキノアイチャン 牡3黒鹿56 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 B434－ 61：47．01� 18．4�
611 ア オ テ ン 牡3鹿 56 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 474－ 6 〃 ハナ 3．3�
11 カフェジューヌ 牡3栗 56 石橋 脩西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B472＋ 2 〃 クビ 335．1�
34 レッドリッジ 牡3黒鹿56 内田 博幸 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 538－121：47．1� 10．6	
713 ネ コ エ ル フ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 460－ 21：47．2クビ 6．4

610 イデアオブダンディ 牡3栗 56 江田 照男益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 458－ 41：47．3� 227．2�
58 ウインバーニング 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 444－ 81：47．72� 30．8�
814 バンダムザブラッド 牡3黒鹿56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466－ 61：48．23 26．7
815 シルバーライン 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也大野 裕氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 512－ 61：48．94 383．0�
35 ウ ラ ワ ザ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 B502＋ 61：49．0� 176．9�
47 ヴァーシカラー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：49．21 101．8�
46 ダイヤモンドソウル 牡3鹿 56 宮崎 北斗吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 498－ 41：49．3� 66．9�
22 ベストサポーター 牡3青鹿 56

54 △伴 啓太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 502－ 4 （競走中止） 58．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，489，700円 複勝： 37，208，900円 枠連： 14，107，100円
馬連： 54，714，500円 馬単： 29，555，500円 ワイド： 32，384，200円
3連複： 71，419，800円 3連単： 104，143，300円 計： 372，023，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 250円 � 310円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 580円 �� 950円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 18，690円

票 数

単勝票数 計 284897 的中 � 97301（1番人気）
複勝票数 計 372089 的中 � 103451（1番人気）� 32047（5番人気）� 24103（6番人気）
枠連票数 計 141071 的中 （5－7） 17111（2番人気）
馬連票数 計 547145 的中 �� 29635（4番人気）
馬単票数 計 295555 的中 �� 10678（6番人気）
ワイド票数 計 323842 的中 �� 14934（4番人気）�� 8699（9番人気）�� 5087（20番人気）
3連複票数 計 714198 的中 ��� 10280（17番人気）
3連単票数 計1041433 的中 ��� 4039（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―42．5―55．2―1：07．6―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サングラスポテト �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．31 東京5着

2013．4．30生 牡3栗 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔騎手変更〕 ベストサポーター号の騎手野中悠太郎は，負傷のため伴啓太に変更。
〔競走中止〕 ベストサポーター号は，4コーナー手前で，外側に斜行した「トキノアイチャン」号の影響を受けた前の馬に触れ，転倒した

ため競走中止。
〔制裁〕 トキノアイチャン号の騎手津村明秀は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・2番）

18028 7月9日 曇 稍重 （28福島2）第3日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時45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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� 基準タイム2：57．4良

22 � ポールシッター �6青鹿60 石神 深一平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 446－ 43：01．1 3．2�
11 アイティテイオー 牡8栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 466－ 63：01．95 4．1�
55 エ ー ス ワ ン 牡5鹿 60 小野寺祐太榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 476－10 〃 クビ 13．8�
88 レッドヴィーヴォ �6黒鹿60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 23：02．0� 2．8�
77 アルテミシア 牝6鹿 58 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 490－ 43：02．21 42．4�
66 トーセンテレマーク 牡4青鹿60 山本 康志島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 63：02．73 48．7

33 ハヤブサフィーバー 牡7栗 60 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 488－ 6 （競走中止） 13．2�
44 キープトライン 牡6鹿 60 江田 勇亮岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B500＋12 （競走中止） 6．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 17，994，600円 複勝： 14，072，300円 枠連： 発売なし
馬連： 36，099，200円 馬単： 21，175，700円 ワイド： 16，312，100円
3連複： 39，021，000円 3連単： 92，296，100円 計： 236，971，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 250円 �� 590円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 7，580円

票 数

単勝票数 計 179946 的中 � 43942（2番人気）
複勝票数 計 140723 的中 � 29957（1番人気）� 28025（3番人気）� 12563（5番人気）
馬連票数 計 360992 的中 �� 46188（3番人気）
馬単票数 計 211757 的中 �� 14548（3番人気）
ワイド票数 計 163121 的中 �� 19729（2番人気）�� 6557（7番人気）�� 4942（11番人気）
3連複票数 計 390210 的中 ��� 13107（8番人気）
3連単票数 計 922961 的中 ��� 8824（25番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．5－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

2
�
5－2，1－（7，3，6）8・（5，1）（2，8）－7，6

勝馬の
紹 介

�ポールシッター 
�
父 マイネルラヴ 

�
母父 フ ジ キ セ キ

2010．4．28生 �6青鹿 母 ヘヴンリービーナス 母母 ダイイチリカー 障害：7戦2勝 賞金 26，100，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 キープトライン号は，4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。
ハヤブサフィーバー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため7号障害〔ハードル〕手前で競走中止。



18029 7月9日 曇 稍重 （28福島2）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

47 タケショウベスト 牝2鹿 54 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 452 ―1：12．1 4．6�
713 シュピールカルテ 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：12．31� 2．8�
35 ウ ー マ ッ ハ 牝2鹿 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 454 ―1：12．51� 8．1�
24 ラ ブ パ ン チ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 浦河 村下農場 420 ― 〃 アタマ 19．5�
510 ユウギリジョウ 牝2黒鹿54 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 432 ―1：12．71� 7．0	
11 レジーナフォルテ 牝2黒鹿54 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 480 ―1：12．8� 9．8

12 オトメノスガタ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 初也江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 418 ―1：13．01� 123．7�
59 シャンパンゴールド 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 436 ―1：13．1クビ 122．4�
714 ナムラアヴィ 牝2栗 54 丸田 恭介奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 440 ―1：13．2� 209．1
23 キ ョ ッ コ ウ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440 ―1：13．3� 11．7�
815 ジ ョ リ ー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 466 ―1：13．51� 28．9�
36 クリノカグヤヒメ 牝2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人栗本 博晴氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 400 ―1：13．71� 29．3�
612 ボヌールポッシュ 牝2鹿 54 石橋 脩山上 和良氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 426 ―1：14．12� 165．3�
611 キチロクエンパイア 牝2黒鹿54 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 460 ―1：14．31 141．9�
48 キャドウェルパーク 牝2鹿 54 内田 博幸峰 哲馬氏 星野 忍 むかわ ヤマイチ牧場 420 ―1：14．61� 68．9�
816 フジトキメキ 牝2鹿 54 田中 勝春荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田 猛 436 ―1：16．4大差 96．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，937，000円 複勝： 29，951，700円 枠連： 13，876，700円
馬連： 49，962，500円 馬単： 27，314，900円 ワイド： 27，154，000円
3連複： 61，572，700円 3連単： 83，572，100円 計： 322，341，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 130円 � 200円 枠 連（4－7） 690円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 280円 �� 580円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 7，180円

票 数

単勝票数 計 289370 的中 � 51973（2番人気）
複勝票数 計 299517 的中 � 60351（2番人気）� 65611（1番人気）� 30888（4番人気）
枠連票数 計 138767 的中 （4－7） 15370（1番人気）
馬連票数 計 499625 的中 �� 58305（1番人気）
馬単票数 計 273149 的中 �� 13802（3番人気）
ワイド票数 計 271540 的中 �� 28000（1番人気）�� 11186（6番人気）�� 12211（5番人気）
3連複票数 計 615727 的中 ��� 28626（2番人気）
3連単票数 計 835721 的中 ��� 8427（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―36．2―48．4―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 3（4，10，15）（2，5）（12，7）1（9，6）（13，16）－（8，11）14 4 ・（3，4）10（2，5，15）（1，12，7）（9，6）13，16（14，8，11）

勝馬の
紹 介

タケショウベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2014．5．10生 牝2鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 クリノカグヤヒメ号の騎手野中悠太郎は，負傷のため石川裕紀人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジトキメキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月9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） 4頭 ジェイケイオジョウ号・セイユウルビー号・ティーデュエル号・ナムラクロエ号

18030 7月9日 曇 稍重 （28福島2）第3日 第6競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 600，000
600，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 カシノアーニング 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 B440－ 61：10．1 55．5�
612 シグナリング 牝3鹿 54 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 444－101：10．2� 23．8�
48 サ ド ル オ ン 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B448－ 2 〃 クビ 22．7�
611 ケイジーファルコン 牡3栗 56 武士沢友治鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 428＋ 41：10．3クビ 24．1�
713 スプリットセコンド 牝3鹿 54 戸崎 圭太�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 450＋ 4 〃 同着 3．2�
816 スリーミュージアム 牡3鹿 56 大野 拓弥永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 408－ 41：10．4� 21．5	
36 クアルティエーレ 牝3黒鹿54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 80．6�
23 キングチャールズ 牡3黒鹿56 石橋 脩鈴木 剛史氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 484－ 21：10．5クビ 14．5�
714 イグナイトマインド 牡3鹿 56 吉田 豊 
社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 4 〃 クビ 46．2
815 メイショウソウシン 牡3芦 56 江田 照男松本 好雄氏 小島 太 新ひだか 藤原牧場 496 ―1：11．35 63．3�
59 	 ボスキャットグレイ 牡3芦 56 蛯名 正義林 正道氏 上原 博之 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten B470＋ 41：11．62 2．4�
24 タカラブネクイーン 牝3芦 54 津村 明秀
東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 448＋ 21：11．91
 325．8�
35 サンロズウェル �3栗 56

53 ▲木幡 巧也加藤 信之氏 蛯名 利弘 新ひだか 原 達也 424－ 81：12．22 253．1�
47 ミツカネプリンセス 牝3鹿 54 内田 博幸小山田 満氏 田島 俊明 浦河 畔高牧場 490＋141：12．51
 26．5�
11 ミ デ ィ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 440＋ 4 〃 ハナ 5．8�
510 テイエムパルクール 牡3栗 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 488 ―1：13．98 155．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，503，300円 複勝： 36，388，300円 枠連： 16，364，800円
馬連： 65，478，300円 馬単： 35，938，200円 ワイド： 36，796，800円
3連複： 82，998，200円 3連単： 110，568，700円 計： 415，036，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，550円 複 勝 � 780円 � 570円 � 440円 枠 連（1－6） 2，990円

馬 連 �� 27，880円 馬 単 �� 41，590円

ワ イ ド �� 7，140円 �� 5，500円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 144，420円 3 連 単 ��� 1，178，850円

票 数

単勝票数 計 305033 的中 � 4389（11番人気）
複勝票数 計 363883 的中 � 11786（10番人気）� 16839（8番人気）� 22819（5番人気）
枠連票数 計 163648 的中 （1－6） 4234（13番人気）
馬連票数 計 654783 的中 �� 1820（51番人気）
馬単票数 計 359382 的中 �� 648（96番人気）
ワイド票数 計 367968 的中 �� 1327（54番人気）�� 1728（47番人気）�� 1933（42番人気）
3連複票数 計 829982 的中 ��� 431（201番人気）
3連単票数 計1105687 的中 ��� 68（1343番人気）

ハロンタイム 9．8―10．9―11．2―12．1―12．6―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．7―31．9―44．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノアーニング �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．7．5 福島10着

2013．4．10生 牡3鹿 母 エリザベススイート 母母 スイートイブン 13戦1勝 賞金 8，100，000円
※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） 1頭 アレグロイモン号
（非抽選馬） 3頭 グラスセイヴァー号・ジーケーワン号・ヤマニンサリュエ号



18031 7月9日 雨 稍重 （28福島2）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時35分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 ラインスラッガー 牡3鹿 56 大野 拓弥大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 458－ 61：10．4 62．5�
12 ハミルトンパーク 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �コロンバスサークル 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 498－ 41：10．5� 6．5�
713 プルメリアブーケ 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 456± 01：10．6� 1．8�
612 チタンクレバー 牝3青鹿54 吉田 豊鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 422－101：10．91� 4．7�
48 ジュエリーストーム 牝3鹿 54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 2 〃 クビ 6．3�
47 フォーシーム 牝3栗 54 田中 勝春吉井 理人氏 勢司 和浩 浦河 林 孝輝 466± 01：11．11� 49．0	
816 シャイニーユース 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也永田さなえ氏 畠山 吉宏 新冠 村上牧場 418＋ 6 〃 クビ 76．0

59 ホープトウショウ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B442－141：11．63 343．6�
36 レーヌユニヴェール 牝3鹿 54 田辺 裕信田中 純一氏 根本 康広 浦河 杵臼牧場 442＋ 4 〃 ハナ 74．7�
23 ネクストステージ �3栗 56 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432－ 21：11．7� 221．7
611 キセキノヒーロー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 440＋ 2 〃 ハナ 75．1�
24 ヤマニンモナムール 牝3栗 54

52 △伴 啓太土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 372＋101：11．8クビ 438．7�
815 ラフォンテロッソ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 392＋ 6 〃 クビ 240．7�
11 ニシノマメユリ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 手塚 貴久 洞	湖 レイクヴィラファーム 404－ 21：11．9クビ 49．5�
510 ロッツオブラブ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 398＋ 21：12．43 17．1�
714 パラレルユニバース 牝3鹿 54 石橋 脩小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 448＋201：13．67 36．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，061，100円 複勝： 43，458，200円 枠連： 15，237，200円
馬連： 62，791，100円 馬単： 37，413，400円 ワイド： 35，447，000円
3連複： 79，315，100円 3連単： 132，814，200円 計： 440，537，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，250円 複 勝 � 710円 � 160円 � 110円 枠 連（1－3） 7，980円

馬 連 �� 14，830円 馬 単 �� 33，920円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 1，670円 �� 260円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 100，720円

票 数

単勝票数 計 340611 的中 � 4355（9番人気）
複勝票数 計 434582 的中 � 7934（9番人気）� 59256（3番人気）� 177107（1番人気）
枠連票数 計 152372 的中 （1－3） 1478（19番人気）
馬連票数 計 627911 的中 �� 3281（28番人気）
馬単票数 計 374134 的中 �� 827（64番人気）
ワイド票数 計 354470 的中 �� 2983（25番人気）�� 4926（15番人気）�� 41968（2番人気）
3連複票数 計 793151 的中 ��� 7907（21番人気）
3連単票数 計1328142 的中 ��� 956（238番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．9―11．6―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインスラッガー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．11．14 東京11着

2013．3．9生 牡3鹿 母 ノットローズハート 母母 パ シ ア ン 6戦1勝 賞金 4，800，000円
〔騎手変更〕 レーヌユニヴェール号の騎手野中悠太郎は，負傷のため田辺裕信に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パラレルユニバース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月9日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ディヴェルシオーネ号・テイエムアムンゼン号

18032 7月9日 雨 稍重 （28福島2）第3日 第8競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

11 ア ト ラ ン タ 牡4鹿 57 戸崎 圭太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 526－ 21：08．5 2．2�
48 ドラゴンゲート 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 476＋ 21：08．92� 4．9�
714 トウカイフィーバー 牝3黒鹿52 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 442－ 41：09．22 10．8�
36 シゲルテングダイ 牡3栗 54

51 ▲木幡 初也森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 488－ 41：09．41� 58．9�
713 トモジャポルックス 牡3芦 54 吉田 豊吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 470＋ 41：09．61� 136．0�
612 クリプトスコード 牝3栗 52

49 ▲木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 61：09．7� 16．6	

510 タマモシルクハット 牡3黒鹿54 横山 典弘タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 450－ 4 〃 ハナ 25．0

59 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57 津村 明秀 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B528＋ 4 〃 ハナ 72．9�
816 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 464－ 41：09．8� 131．0
23 リチュアルローズ 牝3鹿 52 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 37．5�
611 ヒカリトップメモリ 牝3鹿 52 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 474＋ 61：10．0� 5．5�
47 マイティジャック 牡3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �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 450＋ 61：10．74 65．2�

24 ツウローゼズ 牝4黒鹿55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 470＋ 2 〃 クビ 23．2�
815 ラッキーポイント 牡3鹿 54

51 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 奥村 武 日高 モリナガファーム 472＋121：10．8� 26．6�
35 トウショウカウント 牡4栗 57 武士沢友治トウショウ産業� 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 498＋101：11．97 18．7�
12 	 ノンブルドール 牝6黒鹿55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 466－16 〃 クビ 202．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，502，300円 複勝： 53，023，700円 枠連： 22，163，700円
馬連： 87，013，600円 馬単： 43，421，900円 ワイド： 53，174，100円
3連複： 113，298，700円 3連単： 157，802，100円 計： 571，400，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 260円 枠 連（1－4） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 250円 �� 440円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 415023 的中 � 148029（1番人気）
複勝票数 計 530237 的中 � 146605（1番人気）� 80312（3番人気）� 37666（4番人気）
枠連票数 計 221637 的中 （1－4） 30129（2番人気）
馬連票数 計 870136 的中 �� 118818（1番人気）
馬単票数 計 434219 的中 �� 37313（1番人気）
ワイド票数 計 531741 的中 �� 61970（1番人気）�� 29604（3番人気）�� 17556（7番人気）
3連複票数 計1132987 的中 ��� 50681（2番人気）
3連単票数 計1578021 的中 ��� 15843（7番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．1―11．8―12．0―13．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．0
3 ・（1，8）11－（2，3）（6，15，12）（5，7）（9，14）（10，13）（4，16） 4 ・（1，8）－11（2，3）（6，12）（15，14）（10，5，7，9）（4，13）16

勝馬の
紹 介

ア ト ラ ン タ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ムーンバラッド デビュー 2014．8．16 小倉3着

2012．4．30生 牡4鹿 母 ビバサムシング 母母 エ ル フ ィ ン 11戦3勝 賞金 32，251，000円
〔騎手変更〕 ラッキーポイント号の騎手野中悠太郎は，負傷のため藤田菜七子に変更。
※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 カシノトラダマシイ号・デルマオカル号



18033 7月9日 雨 稍重 （28福島2）第3日 第9競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 山 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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

55 シュペルミエール 牡3栗 54 内田 博幸 �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 486－ 62：42．0 1．9�

44 チ ャ パ ラ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 42：42．1� 2．9�

89 タケルラムセス 牡4鹿 57 吉田 豊森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 476± 02：42．2� 8．0�
11 コーラルタワー 牡6黒鹿57 丸田 恭介由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 454＋ 6 〃 ハナ 22．8�
66 アドマイヤガスト 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 514－102：43．26 12．2�
22 	 プラウドウルフ 牡5栃栗57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 464－102：43．3� 77．9	
78 マスタープラマー 牡4栗 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 42：43．51
 44．0

810 コウソクライン 牡3栗 54 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B486－ 42：43．6� 13．3�
33 シャイニーデイズ �6鹿 57 石川裕紀人小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 486＋ 42：44．34 34．3�
77 カシマモンスター 牡4鹿 57 宮崎 北斗カシマ 武藤 善則 むかわ 上水牧場 506＋102：49．7大差 184．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，912，900円 複勝： 64，079，700円 枠連： 18，034，700円
馬連： 78，034，500円 馬単： 49，280，400円 ワイド： 38，672，000円
3連複： 92，125，700円 3連単： 204，280，800円 計： 580，420，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（4－5） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 270円 �� 270円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，110円

票 数

単勝票数 計 359129 的中 � 148601（1番人気）
複勝票数 計 640797 的中 � 346904（1番人気）� 133678（2番人気）� 37332（3番人気）
枠連票数 計 180347 的中 （4－5） 61702（1番人気）
馬連票数 計 780345 的中 �� 270672（1番人気）
馬単票数 計 492804 的中 �� 102558（1番人気）
ワイド票数 計 386720 的中 �� 100910（1番人気）�� 30325（2番人気）�� 29446（3番人気）
3連複票数 計 921257 的中 ��� 158038（1番人気）
3連単票数 計2042808 的中 ��� 132591（1番人気）

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

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�
13．6―25．9―38．9―51．6―1：04．2―1：15．8―1：28．4―1：41．2―1：53．5―2：05．6―2：17．7―2：29．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュペルミエール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．27 中山3着

2013．1．31生 牡3栗 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 6戦2勝 賞金 25，965，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシマモンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月9日まで平地競

走に出走できない。

18034 7月9日 曇 稍重 （28福島2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ し ま

松 島 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

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

33 カウニスクッカ 牝5鹿 55 丸田 恭介大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム B476＋102：00．9 42．2�
810 ストレンジクォーク 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：01．0� 1．3�
11 コスモメリー 牝5鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 432－ 6 〃 アタマ 28．4�
22 	 ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 田中 勝春岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 468＋ 62：01．1
 87．2�
811 スマートルピナス 牝6鹿 55 石川裕紀人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 482＋ 42：01．2� 29．1�
78 シンボリジャズ 牡6鹿 57 木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 492－ 42：01．41� 16．5	
79 ショウナンハルカス 牡4黒鹿57 石橋 脩国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 ハナ 14．4

67 スペランツァデーア 牝5黒鹿55 蛯名 正義吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 450＋ 42：01．71� 20．9�
55 カレンバッドボーイ 牡6鹿 57 内田 博幸鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482－ 22：02．44 38．4�
66 ブラックバゴ 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 510－ 6 〃 クビ 4．8
44 ドリームカイザー 牡5栗 57 大野 拓弥ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 514＋ 42：02．93 77．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，513，000円 複勝： 154，162，700円 枠連： 25，322，600円
馬連： 109，311，500円 馬単： 76，641，300円 ワイド： 53，573，400円
3連複： 135，584，100円 3連単： 322，356，700円 計： 923，465，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 630円 � 110円 � 370円 枠 連（3－8） 2，430円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 7，120円 �� 740円

3 連 複 ��� 13，790円 3 連 単 ��� 123，060円

票 数

単勝票数 計 465130 的中 � 8799（9番人気）
複勝票数 計1541627 的中 � 13387（9番人気）� 1223971（1番人気）� 25554（7番人気）
枠連票数 計 253226 的中 （3－8） 8060（7番人気）
馬連票数 計1093115 的中 �� 26134（9番人気）
馬単票数 計 766413 的中 �� 5596（23番人気）
ワイド票数 計 535734 的中 �� 10792（12番人気）�� 1845（39番人気）�� 19436（7番人気）
3連複票数 計1355841 的中 ��� 7372（34番人気）
3連単票数 計3223567 的中 ��� 1899（232番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．0―12．2―12．6―12．4―12．1―12．0―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―34．4―46．6―59．2―1：11．6―1：23．7―1：35．7―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カウニスクッカ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos デビュー 2013．9．7 阪神6着

2011．3．29生 牝5鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 23戦4勝 賞金 44，082，000円



18035 7月9日 曇 稍重 （28福島2）第3日 第11競走 ��
��1，800�

あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．7．11以降28．7．3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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

33 ウインインスパイア 牡5黒鹿54 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 450－ 61：48．1 16．2�
11 � シャドウパーティー �7鹿 55 石橋 脩飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 492－ 41：48．31 25．9�
812 クラウンレガーロ 牡6栗 55 江田 照男�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 466－161：48．51	 17．0�
44 タブレットピーシー 牡5芦 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480± 01：48．6
 9．6�
56 ゴットフリート 牡6栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 ハナ 13．3	
55 � ダイヤモンドダンス 牡7鹿 54 吉田 豊坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 502－101：48．7クビ 59．3

811 ケイアイチョウサン 牡6黒鹿56 内田 博幸�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 452± 01：48．8	 4．0�
22 フェルメッツァ 牡5鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 41：48．9	 3．0�
79 � サクラアンプルール 牡5栗 55 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 464＋ 21：49．0
 3．7
68 � カンタベリーナイト 牡7鹿 51 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B498－ 81：49．1
 119．8�
67 ノットフォーマル 牝4黒鹿54 杉原 誠人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：49．63 30．4�
710 クリノタカラチャン 牝6黒鹿50 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 418＋ 4 〃 ハナ 152．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，097，300円 複勝： 85，344，200円 枠連： 42，468，300円
馬連： 257，720，200円 馬単： 117，465，100円 ワイド： 105，637，400円
3連複： 343，112，200円 3連単： 611，833，700円 計： 1，638，678，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 400円 � 600円 � 460円 枠 連（1－3） 18，900円

馬 連 �� 17，500円 馬 単 �� 33，910円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 3，500円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 84，090円 3 連 単 ��� 616，080円

票 数

単勝票数 計 750973 的中 � 36879（6番人気）
複勝票数 計 853442 的中 � 58039（6番人気）� 35735（8番人気）� 49492（7番人気）
枠連票数 計 424683 的中 （1－3） 1741（28番人気）
馬連票数 計2577202 的中 �� 11413（35番人気）
馬単票数 計1174651 的中 �� 2598（67番人気）
ワイド票数 計1056374 的中 �� 7329（34番人気）�� 7808（32番人気）�� 5759（36番人気）
3連複票数 計3431122 的中 ��� 3060（109番人気）
3連単票数 計6118337 的中 ��� 720（674番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．8―48．2―1：00．4―1：12．2―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

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

2
4

・（12，2）（7，9）1（4，11）（3，5）6－（8，10）・（12，1）（2，9，6）（3，11）（7，5）4，8－10
勝馬の
紹 介

ウインインスパイア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．5 東京7着

2011．4．5生 牡5黒鹿 母 ハギノオマージュ 母母 ソーシャルスタンス 28戦4勝 賞金 76，629，000円
※カンタベリーナイト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18036 7月9日 曇 稍重 （28福島2）第3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 7，500，000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

814 パイロキシン 牡4栗 57 柴田 善臣加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B488± 01：45．9 15．9�
815 ブレスアロット 牡3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 460＋ 21：46．21� 54．0�
59 スモークフリー 牡4芦 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 520－10 〃 クビ 5．5�
610� クリノダイシャリン 牡4栗 57 蛯名 正義栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 490－ 41：46．41� 29．3�
713 ワイルドダンサー 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 486＋101：46．82	 23．1�
34 ダイチヴュルデ 牡5鹿 57

56 ☆石川裕紀人 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 446－ 61：47．11� 20．7	
47 ポンテファブリチオ 牡3鹿 54 田辺 裕信窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 494＋ 41：47．31� 7．0

22 � アルディバイン 牡5鹿 57 内田 博幸髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B498＋ 4 〃 ハナ 56．9�
611 アポロナイスジャブ 牡3栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 424－121：47．51 14．9�
11 ビレッジゴールド 牡3栗 54 柴田 大知村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B458－ 61：47．6	 29．7
712 ワ ン ボ ー イ 牡4栗 57 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 アタマ 13．5�
58 アビエイター 牡5栗 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 広田牧場 526－ 41：47．81� 121．2�
35 アオイオンリーワン 牡4栗 57 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512＋ 41：48．11� 2．1�
46 トーホウパルサー 牡5栗 57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 530－ 21：53．1大差 271．9�
23 タイセイブラスト 牡3鹿 54

51 ▲木幡 巧也田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 510＋10 （競走中止） 20．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 74，083，100円 複勝： 91，563，800円 枠連： 41，994，500円
馬連： 171，748，500円 馬単： 86，086，600円 ワイド： 100，533，200円
3連複： 224，939，700円 3連単： 351，026，700円 計： 1，141，976，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 410円 � 1，140円 � 240円 枠 連（8－8） 20，780円

馬 連 �� 31，510円 馬 単 �� 57，850円

ワ イ ド �� 6，810円 �� 1，340円 �� 5，590円

3 連 複 ��� 56，100円 3 連 単 ��� 487，530円

票 数

単勝票数 計 740831 的中 � 37148（6番人気）
複勝票数 計 915638 的中 � 58271（5番人気）� 18057（12番人気）� 117773（2番人気）
枠連票数 計 419945 的中 （8－8） 1566（32番人気）
馬連票数 計1717485 的中 �� 4224（66番人気）
馬単票数 計 860866 的中 �� 1116（126番人気）
ワイド票数 計1005332 的中 �� 3747（63番人気）�� 19897（14番人気）�� 4576（57番人気）
3連複票数 計2249397 的中 ��� 3007（143番人気）
3連単票数 計3510267 的中 ��� 522（1105番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．4―41．5―54．1―1：07．2―1：20．3―1：32．9

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

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

勝馬の
紹 介

パイロキシン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．8．10 新潟8着

2012．5．22生 牡4栗 母 イシノスティール 母母 プラチナウェーブ 18戦3勝 賞金 23，500，000円
〔騎手変更〕 ダイチヴュルデ号の騎手野中悠太郎は，負傷のため石川裕紀人に変更。
〔競走中止〕 タイセイブラスト号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 タイセイブラスト号の騎手木幡巧也は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：6番・4

番・1番）
〔その他〕 トーホウパルサー号は，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。
※ワイルドダンサー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（28福島2）第3日 7月9日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

200，520，000円
6，330，000円
5，700，000円
1，060，000円
18，910，000円
63，232，000円
5，544，400円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
451，533，200円
660，972，800円
234，735，400円
1，053，844，400円
570，714，800円
547，639，700円
1，358，458，900円
2，326，700，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，204，599，700円

総入場人員 9，250名 （有料入場人員 7，419名）
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