
18037 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第1競走 ��
��1，150�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・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
1：08．5
1：08．5

良
良

69 コスモジョーカー 牡2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：10．4 1．9�
46 ヴォルフスブルク 牡2芦 54

51 ▲菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 428± 01：10．82� 13．7�
45 ド リ ュ ウ 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 430－ 21：10．9� 16．6�
813 コントラスト 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 448－101：11．75 76．8�
610 パリモンマルトル 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 438－ 8 〃 アタマ 5．9�
11 マ ン ト ラ 牝2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 452－ 21：11．8クビ 21．8	
814 ク レ マ ン 牝2芦 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 470－ 6 〃 クビ 23．4

58 ウインファルコン 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�ウイン 奥平 雅士 青森 スプリングファーム 446± 01：12．11� 5．1�
711 マロンスライム 牡2栗 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 諏訪牧場 418－ 41：12．31� 261．1
33 ノーホームワーク 牡2芦 54 横山 典弘 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 466＋ 21：12．61	 88．0�
22 アリーヤベント 牝2黒鹿54 大野 拓弥馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル B440－ 21：13．45 61．7�
712 ホ ク サ イ 牡2栗 54

51 ▲武藤 雅手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 金石牧場 432－ 61：13．71	 44．2�
34 キャンドルロード 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 81：14．12� 204．0�
57 キャノクリスタレス 牝2芦 54

52 △伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B444－ 4 （競走中止） 110．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，013，900円 複勝： 34，775，600円 枠連： 15，766，400円
馬連： 54，540，100円 馬単： 29，870，600円 ワイド： 31，177，200円
3連複： 74，318，800円 3連単： 107，437，900円 計： 372，900，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 320円 � 240円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 490円 �� 410円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 250139 的中 � 108993（1番人気）
複勝票数 計 347756 的中 � 158130（1番人気）� 16433（5番人気）� 24534（4番人気）
枠連票数 計 157664 的中 （4－6） 25971（3番人気）
馬連票数 計 545401 的中 �� 28744（4番人気）
馬単票数 計 298706 的中 �� 10256（7番人気）
ワイド票数 計 311772 的中 �� 16530（4番人気）�� 20949（3番人気）�� 4528（19番人気）
3連複票数 計 743188 的中 ��� 15641（10番人気）
3連単票数 計1074379 的中 ��� 5846（36番人気）

ハロンタイム 9．6―11．3―11．7―12．2―12．7―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．9―32．6―44．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモジョーカー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2017．6．17 東京2着

2015．3．16生 牡2鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 キャノクリスタレス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 キャノクリスタレス号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ウインファルコン号の騎手藤田菜七子は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

18038 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：08．5
1：07．8

良
良

78 ビ リ ー バ ー 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 440＋ 41：09．5 5．5�
79 リープフラウミルヒ 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 61：09．6� 2．0�
22 ベルウッドキング 牡2鹿 54 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 438－ 81：09．81� 16．8�
66 ミヤビチーター 牡2鹿 54 内田 博幸村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 470＋121：10．43� 8．5�
11 フォレストガーデン 牝2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 454－121：10．61� 6．3	
67 ミスティカル 牡2鹿 54 横山 典弘�Basic 田村 康仁 新ひだか 小倉 光博 454－ 41：11．02� 9．6

810 ミ ス ベ ル 牝2鹿 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 420－ 6 〃 クビ 76．6�
55 スーパーマジック 牡2芦 54 北村 宏司 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 436＋ 41：11．53 25．2�
811 ド ゥ ル ガ ー 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 巧也�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 420－10 〃 ハナ 112．7
44 セイカフェボリット 牡2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 460＋ 41：11．6� 229．0�
33 スプンタマンユ 牡2青鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 472－ 21：12．34 230．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，652，400円 複勝： 36，295，900円 枠連： 14，073，900円
馬連： 52，486，500円 馬単： 29，299，500円 ワイド： 30，011，500円
3連複： 64，754，800円 3連単： 103，102，800円 計： 359，677，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 130円 � 110円 � 220円 枠 連（7－7） 480円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 210円 �� 840円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 9，760円

票 数

単勝票数 計 296524 的中 � 45085（2番人気）
複勝票数 計 362959 的中 � 67879（2番人気）� 115868（1番人気）� 27531（6番人気）
枠連票数 計 140739 的中 （7－7） 22447（3番人気）
馬連票数 計 524865 的中 �� 87187（1番人気）
馬単票数 計 292995 的中 �� 16231（5番人気）
ワイド票数 計 300115 的中 �� 45485（1番人気）�� 7855（12番人気）�� 13402（6番人気）
3連複票数 計 647548 的中 ��� 28863（6番人気）
3連単票数 計1031028 的中 ��� 7654（32番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．3―46．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ リ ー バ ー �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．6．3 東京3着

2015．1．26生 牝2黒鹿 母 デイドリーマー 母母 ドリームスキーム 3戦1勝 賞金 8，100，000円

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

第２回 福島競馬 第４日



18039 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （芝・右）

牝，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
1：45．3
1：43．9

良
良

713 ラグナアズーラ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：50．1 1．6�
36 アズレージョ 牝3鹿 54 杉原 誠人吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 470＋101：50．2� 39．2�
24 ジェイジーノ 牝3鹿 54 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 新冠 川島牧場 428 ―1：50．3クビ 21．6�
510 ラ リ ュ ー ル 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 442＋ 41：50．4� 119．5�
23 デ コ ラ ス 牝3鹿 54 石橋 脩林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 438－ 6 〃 ハナ 4．3�
815 ストラギスト 牝3芦 54 大野 拓弥�下河辺牧場 中川 公成 日高 下河辺牧場 440± 0 〃 クビ 24．7	
35 グラスルーチェ 牝3芦 54 江田 照男半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 454－ 21：50．5� 69．0

611 コロンコロンカフェ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 426－ 21：50．6クビ 343．2�
11 ルックアットミー 牝3鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 458± 01：50．7� 17．7�
612 ウインラヴィベル 牝3栗 54 津村 明秀ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 400＋ 21：50．8� 97．2�
12 デルマフユゲシキ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 クビ 152．6�
714 ゴールドステイト 牝3芦 54

51 ▲武藤 雅田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 406－ 61：51．33 48．2�
59 ミニマルプラン 牝3黒鹿54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 414＋101：51．62 95．5�
48 オールドフレイム 牝3青鹿54 北村 宏司飯田 正剛氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：52．02� 94．8�
47 エ メ ラ イ ン 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也中辻 明氏 武井 亮 浦河 バンブー牧場 458± 01：53．59 141．6�
816 スマイルフラワー 牝3鹿 54 内田 博幸KTレーシング 奥村 武 日高 下河辺牧場 426－ 21：55．6大差 6．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，227，100円 複勝： 95，494，100円 枠連： 19，444，100円
馬連： 66，501，000円 馬単： 41，213，300円 ワイド： 38，123，100円
3連複： 91，375，900円 3連単： 142，184，900円 計： 526，563，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 560円 � 450円 枠 連（3－7） 1，380円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 880円 �� 730円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 9，980円 3 連 単 ��� 29，140円

票 数

単勝票数 計 322271 的中 � 154151（1番人気）
複勝票数 計 954941 的中 � 638469（1番人気）� 15356（7番人気）� 19822（6番人気）
枠連票数 計 194441 的中 （3－7） 10919（5番人気）
馬連票数 計 665010 的中 �� 22629（7番人気）
馬単票数 計 412133 的中 �� 11998（8番人気）
ワイド票数 計 381231 的中 �� 11282（8番人気）�� 13962（7番人気）�� 1857（36番人気）
3連複票数 計 913759 的中 ��� 6861（29番人気）
3連単票数 計1421849 的中 ��� 3537（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．1―50．0―1：02．5―1：14．6―1：26．6―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラグナアズーラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．12．18 中山8着

2014．5．9生 牝3黒鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 5戦1勝 賞金 11，000，000円
〔その他〕 スマイルフラワー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 コスモエアターン号

18040 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 プロムナード 牡3黒鹿56 北村 宏司 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 B504＋ 41：48．0 8．7�

712 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56
53 ▲菊沢 一樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 488－ 4 〃 アタマ 10．8�

59 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 448＋ 41：48．32 4．7�
610 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 508± 01：48．4� 12．1�
713 レオネルコード 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B466－ 61：48．82 5．2�
814 ホウオウステップ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 36．8�
58 グッドフェローズ 牡3栗 56 石川裕紀人石川 眞実氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 490－101：49．33 11．0	
46 ヒロノワカムシャ �3黒鹿 56

54 △伴 啓太小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 460± 01：49．72	 274．3

34 クープデュモンド 牡3芦 56 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B434－ 21：50．12	 11．3�
611 ダノンウィンザー 牡3鹿 56 津村 明秀�ダノックス 高柳 瑞樹 新冠 村上 欽哉 496＋ 21：50．2� 41．7
47 チェリートリトン 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 486＋ 21：51．15 3．4�
35 ジュンマシュウ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太河合 純二氏 斎藤 誠 洞
湖 レイクヴィラファーム 534＋141：51．41� 35．4�
23 テ オ ド ル ス 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B476－ 41：52．78 199．6�
815 カクタスバンガー 牡3青鹿56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 452＋ 21：53．23 112．0�
22 オ フ コ ー ス 牡3栗 56 宮崎 北斗佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 452＋ 41：53．3	 328．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，519，400円 複勝： 56，373，800円 枠連： 19，653，700円
馬連： 74，236，800円 馬単： 31，092，500円 ワイド： 48，821，200円
3連複： 101，875，000円 3連単： 117，413，700円 計： 485，986，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 270円 � 260円 � 160円 枠 連（1－7） 2，170円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 10，410円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 790円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 50，630円

票 数

単勝票数 計 365194 的中 � 33491（4番人気）
複勝票数 計 563738 的中 � 49067（5番人気）� 51866（4番人気）� 112398（1番人気）
枠連票数 計 196537 的中 （1－7） 7008（11番人気）
馬連票数 計 742368 的中 �� 10736（24番人気）
馬単票数 計 310925 的中 �� 2240（50番人気）
ワイド票数 計 488212 的中 �� 6638（25番人気）�� 15987（8番人気）�� 19032（3番人気）
3連複票数 計1018750 的中 ��� 12334（25番人気）
3連単票数 計1174137 的中 ��� 1681（199番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．8―12．6―12．8―12．4―12．8―13．3―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．3―42．9―55．7―1：08．1―1：20．9―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．9
1
3
・（1，8，15）（9，13）（2，4，12）7－（5，10）－（3，6，14）11
1，10（9，8，13，11）12－（15，7）14（4，5）6，3，2

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

勝馬の
紹 介

プロムナード �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2016．12．10 中山5着

2014．4．5生 牡3黒鹿 母 ファンフェア 母母 ファンアンドゲイムス 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 ホウオウステップ号の騎手藤田菜七子は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

プロムナード号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カクタスバンガー号・オフコース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グリフレット号



18041 7月9日 晴 良 （29福島2）第4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

610 グランデウィーク 牡2栗 54 戸崎 圭太 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか フジワラフアーム 498 ―1：51．2 2．4�
611 ト ッ カ ー タ 牡2黒鹿54 秋山真一郎門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 454 ― 〃 クビ 15．0�
814 ピースユニヴァース 牡2鹿 54 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 460 ―1：51．62�＋ハナ 7．7�
58 ハクサンフエロ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 �川 啓一 450 ― （降着） 10．9�
59 フロリアヌス 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 ハナ 6．9�
713 ロードジパング 牡2栗 54 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 440 ―1：51．81	 20．8	
22 ナリノリリー 牝2青鹿54 北村 宏司成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 462 ― 〃 ハナ 51．2

23 マイネルセッカ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：52．12 26．3�
11 ニシノホクサイ 牡2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 466 ― 〃 クビ 164．7�
46 メ ヒ テ ィ ヒ 牝2栗 54 吉田 豊�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 432 ―1：52．31	 57．8
35 グラデュエイト 牡2青鹿54 横山 典弘阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 492 ―1：52．4
 5．6�
712 エンドゾーンダンス 牡2栗 54 大野 拓弥尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 452 ―1：52．5クビ 186．8�
34 トーセンエアリー 牝2青鹿54 石橋 脩島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 488 ―1：52．71	 71．5�
47 トニーシャレード 牡2青鹿54 江田 照男トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 466 ―1：53．12� 63．8�

（14頭）
815 シゲルヤングコーン 牡2鹿 54 的場 勇人森中 蕃氏 的場 均 日高 高柳 隆男 504 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，366，400円 複勝： 36，088，100円 枠連： 16，165，200円
馬連： 60，136，800円 馬単： 29，239，800円 ワイド： 32，606，800円
3連複： 75，089，600円 3連単： 94，216，200円 計： 376，908，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 310円 � 190円 枠 連（6－6） 1，870円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 630円 �� 350円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 差引計 333664（返還計 3605） 的中 � 115487（1番人気）
複勝票数 差引計 360881（返還計 6669） 的中 � 96098（1番人気）� 22418（6番人気）� 45309（4番人気）
枠連票数 差引計 161652（返還計 858） 的中 （6－6） 6676（9番人気）
馬連票数 差引計 601368（返還計 18491） 的中 �� 27645（6番人気）
馬単票数 差引計 292398（返還計 10102） 的中 �� 9657（8番人気）
ワイド票数 差引計 326068（返還計 13353） 的中 �� 12901（5番人気）�� 26156（1番人気）�� 6159（16番人気）
3連複票数 差引計 750896（返還計 40718） 的中 ��� 17564（9番人気）
3連単票数 差引計 942162（返還計 51255） 的中 ��� 5380（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．6―50．3―1：02．7―1：14．5―1：26．1―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランデウィーク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2015．3．14生 牡2栗 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 シゲルヤングコーン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔降着〕 ハクサンフエロ号は，3位〔タイム1分51秒6，着差2�馬身〕に入線したが，4コーナーで外側に斜行して

「ピースユニヴァース」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため4着に降
着。（その他被害馬：10番）

〔制裁〕 ハクサンフエロ号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年7月15日の騎乗を停止。（被害馬：
14番・10番）

〔調教再審査〕 ハクサンフエロ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

18042 7月9日 晴 良 （29福島2）第4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

33 ナムラストロベリー 牝2鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 432 ―1：12．8 5．7�
810 ハーモニーライズ 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 480 ―1：12．9� 3．4�
22 パ ス ポ ー ト 牝2黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 436 ― 〃 アタマ 2．3�
44 シ ガ ー ル 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 466 ―1：13．0� 7．9�
11 ニシノアストライア 牝2栗 54 武士沢友治西山 茂行氏 星野 忍 浦河 高昭牧場 424 ―1：13．53 13．8	
55 ラブチャンス 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 456 ― 〃 クビ 28．9

66 サロルンカムイ 牝2鹿 54 石川裕紀人�谷口牧場 天間 昭一 新ひだか 坂本 智広 436 ―1：13．71� 41．9�
89 ソ ン タ ク 牡2鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 442 ―1：13．91 85．2�
77 マプランセス 牝2鹿 54 杉原 誠人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 原田牧場 486 ―1：14．53� 75．4
78 スロットマシーン 牡2青鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 沼田 照秋 428 ―1：14．82 83．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，798，300円 複勝： 20，111，100円 枠連： 8，874，700円
馬連： 41，146，800円 馬単： 25，135，000円 ワイド： 19，541，400円
3連複： 48，284，900円 3連単： 94，491，500円 計： 282，383，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（3－8） 840円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 270円 �� 240円 �� 160円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 247983 的中 � 36237（3番人気）
複勝票数 計 201111 的中 � 30508（3番人気）� 49020（2番人気）� 55072（1番人気）
枠連票数 計 88747 的中 （3－8） 8183（3番人気）
馬連票数 計 411468 的中 �� 37791（3番人気）
馬単票数 計 251350 的中 �� 10800（7番人気）
ワイド票数 計 195414 的中 �� 16052（3番人気）�� 19256（2番人気）�� 36475（1番人気）
3連複票数 計 482849 的中 ��� 87196（1番人気）
3連単票数 計 944915 的中 ��� 18171（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．2―12．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．4―36．6―49．2―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラストロベリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2015．5．17生 牝2鹿 母 ナムラチアーズ 母母 ニフティニース 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。
〔発走状況〕 ソンタク号は，発進不良〔外側に逃避〕。



18043 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第7競走 ��
��2，000�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 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
1：57．3
1：56．1

良
良

48 シンボリジュネス 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 468＋ 22：00．4 24．8�

36 パルフェクォーツ 牡3栗 56 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 530－ 22：00．61� 1．5�
11 クインズゴールド 牝3鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 クビ 8．5�
714 ヤマニンゼーレ 牡3鹿 56 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 500＋ 42：00．81� 14．9�
23 ピンクスパイダー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 422－ 2 〃 クビ 15．7�
510 コスモストレンジ 牡3栗 56 宮崎 北斗 	ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 42：01．33 108．8

59 ドラゴンランス 牝3栗 54 大野 拓弥子安 裕樹氏 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 474－ 42：01．51� 16．5�
713	 コスモライジン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 米 Brandy-

wine Farm 452－122：01．7
 20．2�
35 マグニフィセント 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 B516＋ 62：02．12� 44．7
24 キープスマイル 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 430± 02：02．42 54．6�

611 ハツラツニッコウ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 416＋ 62：02．61� 112．3�

47 フォーエバースカイ 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 370－ 22：02．7� 134．4�
816 ロ ザ ン ジ ェ 牡3青鹿56 石川裕紀人西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 464＋142：03．01
 21．6�
612 ファントムレディ 牝3鹿 54 丸田 恭介ライオンレースホース	 池上 昌弘 日高 Shall Farm 444＋ 22：03．32 186．6�
12 バトルエニシ 牝3鹿 54 石橋 脩宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B458－ 42：03．51� 10．3�
815 ボニートラボ 牡3芦 56 嘉藤 貴行松岡 雅昭氏 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 B504＋ 42：07．1大差 272．0�
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売 得 金
単勝： 33，085，500円 複勝： 128，716，200円 枠連： 23，029，500円
馬連： 78，263，200円 馬単： 48，920，400円 ワイド： 47，351，200円
3連複： 103，874，900円 3連単： 175，987，700円 計： 639，228，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 350円 � 110円 � 200円 枠 連（3－4） 1，170円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，900円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 37，490円

票 数

単勝票数 計 330855 的中 � 10649（9番人気）
複勝票数 計1287162 的中 � 23741（8番人気）� 962210（1番人気）� 53919（2番人気）
枠連票数 計 230295 的中 （3－4） 15178（6番人気）
馬連票数 計 782632 的中 �� 44564（8番人気）
馬単票数 計 489204 的中 �� 6449（18番人気）
ワイド票数 計 473512 的中 �� 21097（8番人気）�� 5755（19番人気）�� 40474（1番人気）
3連複票数 計1038749 的中 ��� 23268（10番人気）
3連単票数 計1759877 的中 ��� 3403（119番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．2―12．4―12．5―12．3―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．6―46．8―59．2―1：11．7―1：24．0―1：36．2―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．4
1
3
2－4（5，9）16，10（1，11）13（7，15）－6，14，8，12－3・（2，4）9（5，10，8）（1，16，14）（6，13）（11，3）（7，12）15

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

勝馬の
紹 介

シンボリジュネス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．2．4 東京6着

2014．4．18生 牝3栗 母 スイートライラ 母母 ピースフルロッジ 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボニートラボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アドバンスクライ号

18044 7月9日 晴 良 （29福島2）第4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）

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 ポッドクヒオ 牝4栗 55 津村 明秀小川眞査雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 450＋ 41：47．1 2．5�
47 � アンリキャトル �6黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452－ 61：47．73� 25．5�
59 タイセイストーム 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 502＋ 2 〃 アタマ 14．9�
34 ワイルドゲーム 牡4鹿 57 嘉藤 貴行合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B492－ 6 〃 クビ 38．9�
610 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 506－ 61：47．8クビ 3．0�
23 オーシャンビュー 牡4鹿 57 江田 照男冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 442± 01：47．9� 12．2	
713� アルピニスト 牡6鹿 57 村田 一誠吉澤 克己氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 279．1

46 エミノマユアク 牝4黒鹿55 吉田 豊�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 464－ 41：48．0クビ 10．0�
611� ゼットマックイーン 牡4鹿 57 杉原 誠人�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 458－ 8 〃 ハナ 51．5
712� シャイニングカフェ 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 510－101：48．1	 87．6�
815 コアコンピタンス 牡4鹿 57

55 △伴 啓太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B510± 01：49．05 23．6�
35 カジノクイーン 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 466＋ 21：49．1� 211．9�
58 ドルフィンキック 牡3栗 54

51 ▲菊沢 一樹谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 468－ 21：49．95 29．9�
22 サ ノ マ ル 牡4栗 57 石川裕紀人佐野 信幸氏 中舘 英二 新冠 ハクツ牧場 506－ 41：51．17 186．8�
11 エ デ ィ ク ト 牡4鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494＋ 61：51．41	 9．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，565，300円 複勝： 48，685，300円 枠連： 23，915，000円
馬連： 98，504，500円 馬単： 42，153，000円 ワイド： 49，872，600円
3連複： 123，430，200円 3連単： 163，838，100円 計： 583，964，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 430円 � 330円 枠 連（4－8） 740円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 840円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 14，030円 3 連 単 ��� 52，350円

票 数

単勝票数 計 335653 的中 � 103450（1番人気）
複勝票数 計 486853 的中 � 112934（2番人気）� 24058（7番人気）� 33473（5番人気）
枠連票数 計 239150 的中 （4－8） 25020（2番人気）
馬連票数 計 985045 的中 �� 21395（11番人気）
馬単票数 計 421530 的中 �� 6313（18番人気）
ワイド票数 計 498726 的中 �� 12385（11番人気）�� 15702（8番人気）�� 4010（31番人気）
3連複票数 計1234302 的中 ��� 6598（42番人気）
3連単票数 計1638381 的中 ��� 2269（154番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．1―42．7―55．9―1：08．1―1：20．8―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
・（9，6）8，11（1，5，12）10，14，3，15，7－（4，13）＝2・（9，6，12）（11，14）（8，7）（5，15）（1，10，3，4）－13＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポッドクヒオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．12．12 阪神3着

2013．2．20生 牝4栗 母 ヴァインバッハ 母母 ド メ ー ヌ 9戦3勝 賞金 24，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



18045 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第9競走 ��2，000�
お り ひ め

織 姫 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 コパノマリーン 牝4鹿 55 戸崎 圭太小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 458＋161：58．8 3．1�
68 スターファセット 牝5鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 458＋ 41：59．33 4．6�
67 ハギノカエラ 牝4栗 55 石橋 脩安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 416＋121：59．83 21．3�
812 アイスコールド 牝4鹿 55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 2 〃 クビ 3．4�
56 ゴールデンハープ 牝5栗 55 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 42：00．12 48．9�
710 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 508± 0 〃 ハナ 13．2	
79 アイノカケハシ 牝5鹿 55 内田 博幸國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 440＋ 22：00．52� 8．6

22 スマイルミーティア 牝5黒鹿55 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 436－10 〃 ハナ 26．8�
44 ヴァンデミエール 牝6鹿 55 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 2 〃 アタマ 31．5
33 バレエダンサー 牝4鹿 55 石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 452－ 42：00．81� 13．2�
811 イタリアンフェッテ 牝6鹿 55 藤田菜七子芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 424＋ 22：01．33 93．1�
55 	 テンツクテン 牝5鹿 55 武士沢友治合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 368－ 82：02．57 156．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，097，400円 複勝： 52，002，900円 枠連： 23，375，900円
馬連： 108，829，300円 馬単： 46，685，000円 ワイド： 53，079，500円
3連複： 129，033，200円 3連単： 190，527，400円 計： 643，630，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 170円 � 430円 枠 連（1－6） 870円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，340円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 23，980円

票 数

単勝票数 計 400974 的中 � 103446（1番人気）
複勝票数 計 520029 的中 � 88480（2番人気）� 88324（3番人気）� 23996（9番人気）
枠連票数 計 233759 的中 （1－6） 20759（4番人気）
馬連票数 計1088293 的中 �� 89781（3番人気）
馬単票数 計 466850 的中 �� 21477（4番人気）
ワイド票数 計 530795 的中 �� 33040（3番人気）�� 9725（17番人気）�� 9115（20番人気）
3連複票数 計1290332 的中 ��� 14667（24番人気）
3連単票数 計1905274 的中 ��� 5759（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―34．7―46．6―58．5―1：10．5―1：22．6―1：34．6―1：46．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノマリーン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．12．13 中山1着

2013．3．2生 牝4鹿 母 ヴォークリンデ 母母 ホワイトトルネード 11戦3勝 賞金 28，759，000円

18046 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第10競走
福島商工会議所創立100周年記念

��
��1，700�

あま がわ

天 の 川 賞
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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

55 ス ル タ ー ナ 牝5鹿 55 横山 典弘�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 490＋ 81：47．7 2．0�
44 フクノグリュック 牡5鹿 57 内田 博幸福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 510± 01：48．01� 8．5�
810 アンプラグド 	6芦 57 石橋 脩 �いとはんホール

ディングス 大和田 成 千歳 社台ファーム 484－121：48．1� 5．0�
11 アドマイヤピンク 牝5栗 55 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476± 01：48．42 14．5�
78 エ イ ム ハ イ 牡5鹿 57 北村 宏司前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 4 〃 クビ 6．6�
77 モアニケアラ 牝5芦 55 秋山真一郎名古屋友豊	 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 468－ 41：48．82
 10．5

22 タニセンジャッキー 牡8鹿 57 吉田 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 478－ 61：49．01� 38．0�
66 リベルタンゴ 牝5栗 55 菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 526－ 61：49．63
 62．7�
89 マイネルディアベル 牡6青鹿57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム B466± 0 〃 ハナ 39．6
33 � ウォリアーズソウル 	5鹿 57 江田 照男 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC B520＋ 41：50．45 17．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，538，700円 複勝： 35，992，500円 枠連： 23，096，600円
馬連： 107，545，900円 馬単： 52，243，900円 ワイド： 45，687，500円
3連複： 126，715，800円 3連単： 233，151，100円 計： 658，972，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（4－5） 860円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 320円 �� 250円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 345387 的中 � 136989（1番人気）
複勝票数 計 359925 的中 � 106220（1番人気）� 40676（4番人気）� 60508（2番人気）
枠連票数 計 230966 的中 （4－5） 20812（4番人気）
馬連票数 計1075459 的中 �� 110644（3番人気）
馬単票数 計 522439 的中 �� 36377（3番人気）
ワイド票数 計 456875 的中 �� 36511（3番人気）�� 52477（1番人気）�� 17264（7番人気）
3連複票数 計1267158 的中 ��� 75643（3番人気）
3連単票数 計2331511 的中 ��� 43410（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―19．3―32．0―45．0―58．2―1：10．4―1：22．5―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ル タ ー ナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．6．14 函館1着

2012．3．18生 牝5鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 11戦4勝 賞金 42，925，000円

２レース目



18047 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第53回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，28．7．9以降29．7．2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

福島県知事賞・福島商工会議所会頭賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

68 ゼーヴィント 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488－ 41：58．2 3．4�
811 マイネルフロスト 牡6芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B496＋ 81：58．3� 8．6�
812 ソールインパクト 牡5芦 53 大野 拓弥窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：58．51 17．1�
22 スズカデヴィアス 牡6黒鹿56 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 518＋ 21：58．6� 6．8�
33 フェルメッツァ 牡6鹿 55 秋山真一郎 �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 456－ 2 〃 クビ 17．1	
67 タツゴウゲキ 牡5鹿 52 北村 宏司鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 476－ 8 〃 ハナ 13．6

710 ウインインスパイア 牡6黒鹿52 木幡 巧也�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 456－ 2 〃 アタマ 120．3�
11 パドルウィール 牡6芦 54 石橋 脩 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 6 〃 アタマ 29．3�
56 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿55 内田 博幸杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 518＋ 41：58．91	 5．5
55 バーディーイーグル 牡7鹿 53 吉田 豊里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 498＋ 61：59．22 34．6�
79 マルターズアポジー 牡5鹿 57．5 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528＋ 82：00．26 4．1�
44 フェイマスエンド 牡6栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 486－ 22：04．0大差 109．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 226，102，300円 複勝： 311，104，600円 枠連： 118，936，300円 馬連： 751，602，800円 馬単： 313，946，300円
ワイド： 354，737，000円 3連複： 1，279，782，100円 3連単： 2，120，649，400円 5重勝： 461，724，900円 計： 5，938，585，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 240円 � 380円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 570円 �� 980円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 21，540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����� 22，880円

票 数

単勝票数 計2261023 的中 � 528582（1番人気）
複勝票数 計3111046 的中 � 672763（1番人気）� 310389（5番人気）� 169756（8番人気）
枠連票数 計1189363 的中 （6－8） 130562（2番人気）
馬連票数 計7516028 的中 �� 409908（4番人気）
馬単票数 計3139463 的中 �� 102265（6番人気）
ワイド票数 計3547370 的中 �� 168908（4番人気）�� 91655（13番人気）�� 52809（25番人気）
3連複票数 計12797821 的中 ��� 155222（20番人気）
3連単票数 計21206494 的中 ��� 71358（59番人気）
5重勝票数 差引計4617249（返還計1862650） 的中 ����� 14126

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．2―11．9―12．0―11．6―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．5―33．9―46．1―58．0―1：10．0―1：21．6―1：33．4―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼーヴィント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．8 東京7着

2013．5．12生 牡4鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 10戦4勝 賞金 163，840，000円

18048 7月9日 晴 良 （29福島2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

813 ブラックバード �5鹿 57 戸崎 圭太 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 456－101：08．7 8．0�
22 ジュンザワールド 牡4鹿 57 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：08．91	 6．1�
711 バトルグランドリイ 牝4鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：09．0
 48．2�
814� チェルカトーレ 牝5栗 55 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント B430－ 2 〃 アタマ 29．8�
33 プレイヤード 牡4鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B510＋ 6 〃 クビ 3．9�
11 フェルクレール 牝4芦 55 丸田 恭介米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 420＋ 2 〃 ハナ 9．0	
69 フリームーヴメント 牡4栗 57 木幡 巧也ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 454－ 6 〃 ハナ 55．9

58 � ヴァイスジーニー 牡3芦 54 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

504＋ 2 〃 ハナ 7．8�
610 クラウンスカイ 牡4青鹿57 武士沢友治�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 446－ 21：09．1クビ 102．2�
34 ポ ン ポ ン 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 422－ 4 〃 アタマ 4．0�
46 サンクタリリアス 牝5芦 55 岩部 純二ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 474－10 〃 クビ 67．1�
57 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 内田 博幸江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 476－ 21：09．31	 8．5�
45 � ペンタプリズム 牝5青鹿55 野中悠太郎吉川 朋宏氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム 478－ 21：09．61 202．6�
712� ダ ダ ッ コ 牡3鹿 54 西田雄一郎小田切 光氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 488＋141：10．98 225．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 96，709，700円 複勝： 116，132，600円 枠連： 66，680，100円
馬連： 240，253，100円 馬単： 100，820，700円 ワイド： 131，862，000円
3連複： 327，967，400円 3連単： 524，498，700円 計： 1，604，924，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 300円 � 260円 � 900円 枠 連（2－8） 2，310円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 3，600円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 32，080円 3 連 単 ��� 139，030円

票 数

単勝票数 計 967097 的中 � 96545（5番人気）
複勝票数 計1161326 的中 � 104623（7番人気）� 132577（3番人気）� 28932（9番人気）
枠連票数 計 666801 的中 （2－8） 22361（9番人気）
馬連票数 計2402531 的中 �� 56233（16番人気）
馬単票数 計1008207 的中 �� 12250（31番人気）
ワイド票数 計1318620 的中 �� 28379（18番人気）�� 9314（36番人気）�� 8177（42番人気）
3連複票数 計3279674 的中 ��� 7667（96番人気）
3連単票数 計5244987 的中 ��� 2735（398番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．3―44．7―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックバード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．6 中京7着

2012．6．7生 �5鹿 母 ハ レ ク ラ ニ 母母 エリモエクセル 22戦2勝 賞金 33，201，000円

５レース目



（29福島2）第4日 7月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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
厩務員出走奨励金

234，600，000円
2，530，000円
20，380，000円
1，800，000円
28，000，000円
63，659，000円
4，312，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
645，676，400円
971，772，700円
373，011，400円
1，734，046，800円
790，620，000円
882，871，000円
2，546，502，600円
4，067，499，400円
461，724，900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 12，473，725，200円

総入場人員 16，896名 （有料入場人員 14，255名）
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