
18085 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

33 ソイルトゥザソウル 牡2青鹿54 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 428－ 41：11．1 12．7�
45 キミワテンマ 牡2鹿 54 内田 博幸浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 470± 01：11．31 2．7�
57 ハーモニーライズ 牡2黒鹿54 柴田 善臣日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 478－ 2 〃 アタマ 4．8�
710 ジョブックコメン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 418－ 21：11．51� 5．4�
69 サクライザベル 牝2栗 54 江田 照男坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 438－ 81：11．71� 4．1�
44 ド ゥ ル ガ ー 牝2青鹿54 杉原 誠人	ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 416－ 41：12．12� 84．4

68 スピードウイング 牡2鹿 54 村田 一誠池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 448＋ 21：12．2	 27．9�
11 ショウナンハイル 牝2栗 54 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 434＋ 21：12．3	 206．9�
813 モテモテホマックス 牡2栗 54 西田雄一郎 	スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 452＋ 6 〃 ハナ 260．5
812 ニシノシノブ 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 440± 01：12．4クビ 51．6�
56 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 440－ 41：12．61� 40．9�
711 トーセンスピネル 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 21：13．34 100．3�
22 マプランセス 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 原田牧場 488＋ 21：13．61	 289．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，062，600円 複勝： 32，761，800円 枠連： 11，322，000円
馬連： 52，635，300円 馬単： 27，603，400円 ワイド： 31，222，400円
3連複： 67，706，800円 3連単： 97，628，600円 計： 346，942，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 230円 � 130円 � 160円 枠 連（3－4） 1，450円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 600円 �� 820円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 18，770円

票 数

単勝票数 計 260626 的中 � 17256（5番人気）
複勝票数 計 327618 的中 � 28629（5番人気）� 76938（1番人気）� 54165（3番人気）
枠連票数 計 113220 的中 （3－4） 6013（7番人気）
馬連票数 計 526353 的中 �� 26632（7番人気）
馬単票数 計 276034 的中 �� 4738（18番人気）
ワイド票数 計 312224 的中 �� 12952（8番人気）�� 9195（10番人気）�� 25502（2番人気）
3連複票数 計 677068 的中 ��� 23193（6番人気）
3連単票数 計 976286 的中 ��� 3769（60番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．7―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―35．9―47．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソイルトゥザソウル �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．7．2 福島5着

2015．3．9生 牡2青鹿 母 ローレルディライト 母母 カ リ ネ ッ タ 2戦1勝 賞金 5，700，000円

18086 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8日 第2競走 ��1，800�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
1：48．2
1：45．9

良
良

33 ト ッ カ ー タ 牡2黒鹿54 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 21：51．4 2．0�
811 ファイアプルーフ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486－ 2 〃 アタマ 7．8�

55 スカルダイヤモンド 牡2栗 54 内田 博幸�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 440－ 21：51．82� 3．8�
22 ツインクルテソーロ 牡2鹿 54 石橋 脩了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 474－ 21：52．01� 75．1�
44 ニシノラヴコール 牝2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 434－ 8 〃 クビ 8．0�
11 ビップエピス 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也鈴木 邦英氏 田島 俊明 新冠 芳住 鉄兵 464－ 21：52．21� 26．0	
67 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 468＋ 61：52．3� 11．7

79 シゲルジャンボイモ 牡2芦 54 西田雄一郎森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 492＋ 21：52．4クビ 33．3�
78 ユイノシンドバッド 牡2青鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 492± 0 〃 クビ 56．5�
810 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 460－ 61：54．010 227．0
66 ス タ ー ビ レ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 422＋101：54．42 174．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 24，657，100円 複勝： 28，070，300円 枠連： 10，485，500円
馬連： 45，919，600円 馬単： 25，989，000円 ワイド： 26，735，500円
3連複： 56，757，300円 3連単： 96，303，200円 計： 314，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（3－8） 740円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 290円 �� 150円 �� 420円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 246571 的中 � 99862（1番人気）
複勝票数 計 280703 的中 � 96959（1番人気）� 29635（4番人気）� 52679（2番人気）
枠連票数 計 104855 的中 （3－8） 10935（2番人気）
馬連票数 計 459196 的中 �� 43421（2番人気）
馬単票数 計 259890 的中 �� 13528（5番人気）
ワイド票数 計 267355 的中 �� 20778（3番人気）�� 60372（1番人気）�� 12900（6番人気）
3連複票数 計 567573 的中 ��� 61885（2番人気）
3連単票数 計 963032 的中 ��� 18793（8番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．5―13．5―12．4―11．9―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．4―50．9―1：03．3―1：15．2―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ト ッ カ ー タ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Invasor デビュー 2017．7．9 福島2着

2015．3．31生 牡2黒鹿 母 ペルセクション 母母 Star Mullein 2戦1勝 賞金 7，800，000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８日



18087 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8日 第3競走 ��1，150�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 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
1：06．9
1：06．9

良
良

612 ロックンルージュ 牝3鹿 54 柴田 善臣堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 490＋ 61：10．9 2．1�
59 セブンレジェンド 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 500－12 〃 ハナ 10．6�
816 キャンディハート 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 B430＋ 21：11．32� 115．5�
11 レアリティバイオ 牡3鹿 56 北村 宏司バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 510－ 4 〃 クビ 11．3�
48 バンリノユウシャ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 514＋ 81：11．4クビ 34．5�
23 ハコダテオウカ 牝3鹿 54 吉田 豊河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 472－ 2 〃 クビ 85．9	
24 ケイツーマルク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 厚真 阿部 栄乃進 498＋ 6 〃 アタマ 30．5

35 シセイウタゲ 牝3青鹿 54

51 ▲武藤 雅猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 410＋ 61：11．5� 104．4�
510 ショーショーサ 牡3青鹿56 宮崎 北斗吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B480－ 81：11．6クビ 102．0�
713 プラクティス 牡3黒鹿56 田中 勝春ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 480＋ 21：11．7� 14．6�
12 ミラクルローカス 牝3青鹿54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：12．12� 4．8�
47 ロ ー ジ ア 牝3鹿 54 的場 勇人平田 修氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 512－ 2 〃 クビ 211．1�
36 サクセスイースター 牡3鹿 56 柴田 大知 コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 468－161：12．2クビ 5．9�
611 トーアポリネシア 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 474＋ 21：12．41� 62．2�
714 サーカディアン 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 464＋201：13．25 146．6�
815 ウバトーバン 牝3青鹿54 大野 拓弥石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 448－ 21：13．52 26．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，084，000円 複勝： 36，249，700円 枠連： 15，487，400円
馬連： 57，012，700円 馬単： 30，686，800円 ワイド： 35，800，500円
3連複： 82，184，200円 3連単： 110，515，400円 計： 396，020，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 270円 � 1，500円 枠 連（5－6） 1，120円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 500円 �� 3，560円 �� 12，010円

3 連 複 ��� 27，120円 3 連 単 ��� 83，540円

票 数

単勝票数 計 280840 的中 � 102973（1番人気）
複勝票数 計 362497 的中 � 96164（1番人気）� 30988（5番人気）� 4312（13番人気）
枠連票数 計 154874 的中 （5－6） 10676（5番人気）
馬連票数 計 570127 的中 �� 37263（4番人気）
馬単票数 計 306868 的中 �� 12883（6番人気）
ワイド票数 計 358005 的中 �� 20283（4番人気）�� 2476（33番人気）�� 724（68番人気）
3連複票数 計 821842 的中 ��� 2272（80番人気）
3連単票数 計1105154 的中 ��� 959（246番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．6―12．4―13．0―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―32．3―44．7―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．6
3 ・（2，4，8）9，16（1，5）12（14，15，13）（6，10，11）3－7 4 ・（2，4，8）（1，9）（5，16）12－（10，13）（6，14）（3，11）－（7，15）

勝馬の
紹 介

ロックンルージュ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．7 新潟8着

2014．4．6生 牝3鹿 母 ニッセイグリーン 母母 メイショウヤヨイ 9戦1勝 賞金 8，750，000円
〔制裁〕 サクセスイースター号の調教師高橋祥泰は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

サクセスイースター号の騎手柴田大知は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
※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 ニューミレニアム号

18088 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8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

69 レコンキスタ 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B496＋101：49．2 2．6�
712 ショウナンハドル 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 466＋ 21：49．94 2．9�
11 ロ ジ キ セ キ 牡3黒鹿56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 81：50．0� 7．9�
814� オルファリオン 牡3青鹿56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-
prises, Inc B524－ 31：50．31	 11．9�

711 クリノユウコリン 牝3黒鹿54 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 木下牧場 444＋121：50．4� 51．4�
46 エスペレラヴニール 牝3鹿 54 西田雄一郎藤井 亮輔氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B456＋ 31：50．5� 226．0	
610 ルーセントオーデ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 468＋ 41：51．24 30．9

58 アルーリングデイズ 
3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 21：51．73 21．3�

22 レオネルコード 牡3鹿 56 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B458－ 81：51．91� 6．8
45 ヤマニンイリザブル 牝3鹿 54 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 428± 01：52．53� 41．8�
57 ブルーリゲル 牡3黒鹿56 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494－ 61：52．6クビ 109．1�
33 ピーチダイヤ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹大野 數芳氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 444－ 21：53．13 260．3�
34 ア ン ヌ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B468－ 41：54．710 82．3�
813 ベ ル ビ ュ ー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ローレルレーシング 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 426－ 42：00．5大差 43．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，623，000円 複勝： 32，354，400円 枠連： 13，946，600円
馬連： 56，562，100円 馬単： 31，064，900円 ワイド： 35，654，800円
3連複： 74，053，100円 3連単： 117，063，900円 計： 387，322，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 150円 �� 420円 �� 470円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 266230 的中 � 80847（1番人気）
複勝票数 計 323544 的中 � 75029（1番人気）� 72125（2番人気）� 36884（4番人気）
枠連票数 計 139466 的中 （6－7） 36799（1番人気）
馬連票数 計 565621 的中 �� 138683（1番人気）
馬単票数 計 310649 的中 �� 36481（2番人気）
ワイド票数 計 356548 的中 �� 77115（1番人気）�� 18177（4番人気）�� 16019（5番人気）
3連複票数 計 740531 的中 ��� 57991（2番人気）
3連単票数 計1170639 的中 ��� 28276（3番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．1―13．0―13．1―13．4―12．8―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．6―43．6―56．7―1：10．1―1：22．9―1：36．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

レコンキスタ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2016．11．5 東京6着

2014．2．24生 牡3栗 母 ロイヤルティアラ 母母 ロイヤルコスマー 10戦1勝 賞金 13，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンヌ号・ベルビュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23日まで

平地競走に出走できない。
※出走取消馬 イノレンジャー号（疾病〔蕁麻疹〕のため）
※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 フィオレロ号



18089 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．9
1：59．8

良
良

79 スターリバー 牝2栗 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 442 ―2：04．9 13．9�
811 サ ノ サ ン 牡2黒鹿54 石橋 脩佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 430 ― 〃 ハナ 23．0�
33 ギルトエッジ 牡2鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 532 ―2：05．0� 3．1�
710 ラ カ ー ジ ェ 牡2黒鹿54 丸田 恭介�G1レーシング 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510 ―2：05．1� 4．6�
67 ク イ ン チ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 440 ― 〃 ハナ 6．2	
44 マイネルシクザール 牡2黒鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 有限会社
松田牧場 534 ―2：06．05 68．9


812 ラヴベローナ 牝2鹿 54 北村 宏司菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 466 ―2：06．1� 4．2�
68 モリトディライト 牡2栗 54 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 506 ―2：07．05 49．6�
11 ククリナイフ 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 432 ―2：07．32 86．9
55 サンマルアナザー 牡2鹿 54 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 470 ―2：08．47 16．7�
56 	 カポラヴォーロ 牡2栗 54

51 ▲菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米 Debra Ann

Shehadi 482 ―2：08．61
 29．8�
22 ヒビケカゼン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ベニバナ組合 田島 俊明 浦河 モトスファーム 504 ―2：12．1大差 137．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，504，600円 複勝： 32，574，200円 枠連： 12，943，500円
馬連： 52，825，900円 馬単： 28，293，400円 ワイド： 28，084，100円
3連複： 62，027，000円 3連単： 87，040，000円 計： 333，292，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 320円 � 440円 � 150円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 15，210円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 710円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 10，010円 3 連 単 ��� 90，400円

票 数

単勝票数 計 295046 的中 � 17978（5番人気）
複勝票数 計 325742 的中 � 22751（6番人気）� 15365（7番人気）� 76467（1番人気）
枠連票数 計 129435 的中 （7－8） 16057（2番人気）
馬連票数 計 528259 的中 �� 4806（25番人気）
馬単票数 計 282934 的中 �� 1395（50番人気）
ワイド票数 計 280841 的中 �� 3104（24番人気）�� 10636（8番人気）�� 6563（13番人気）
3連複票数 計 620270 的中 ��� 4647（33番人気）
3連単票数 計 870400 的中 ��� 698（273番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．3―13．0―13．9―13．2―12．3―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．5―36．8―49．8―1：03．7―1：16．9―1：29．2―1：41．1―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
・（2，9）11，4，6（1，7）5－10（8，12）－3・（9，11，3）（2，6，7）（5，10，12）4，8，1

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

勝馬の
紹 介

スターリバー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

2015．5．10生 牝2栗 母 サクラシンフォニー 母母 サクラフロンティア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒビケカゼン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23日まで平地競走

に出走できない。

18090 7月23日 曇 良 （29福島2）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：07．0
1：06．5

良
良

713 ステイウィズアンナ 牝3黒鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 398－ 41：10．4 39．5�
12 ブライトエンジェル 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 434－121：10．61� 11．6�
612 ネコフッピー 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 418± 0 〃 アタマ 5．4�
815 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 480＋ 6 〃 クビ 5．8�
47 エリーヒストリー 牝3鹿 54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 456－ 41：10．7� 29．4�
23 スペランツァ 牝3青 54 内田 博幸伴 仁氏 小笠 倫弘 新ひだか 前谷 武志 484－ 2 〃 ハナ 10．6�
24 ブラディーリッパー 牝3鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ	 古賀 史生 浦河 小島牧場 500＋ 61：10．8クビ 4．1

59 マイネルプラヌール 牡3鹿 56 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 420－ 4 〃 クビ 5．9�
11 エディフィス 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 446－ 81：11．01� 9．7�
510 コッコリーノ 牝3青鹿54 石橋 脩	ラ・メール 池上 昌和 新冠 タニグチ牧場 418－ 41：11．1クビ 21．6
611 コントロヴェント 牝3鹿 54 大野 拓弥	G1レーシング 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412＋ 21：11．31� 57．2�
816 サバイバルチャンス 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 日高 沖田牧場 448－141：11．51� 31．0�
35 ダイドマッセル 牝3青鹿54 武士沢友治�ターフ・スポート根本 康広 浦河 大道牧場 406＋141：11．92� 290．1�
36 クイーンズポケット 牝3鹿 54 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 登別 ユートピア牧場 474＋ 81：12．21� 24．7�
48 クリノナポレオン 牡3栗 56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 伊藤 伸一 青森 町屋 勝幸 436＋ 81：13．05 272．6�
714 キスミーオンアイス 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 	グランデオーナーズ 加藤 和宏 新ひだか 西村 和夫 364－ 61：13．1クビ 320．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，678，500円 複勝： 49，805，700円 枠連： 20，960，600円
馬連： 79，419，600円 馬単： 33，974，600円 ワイド： 47，147，600円
3連複： 111，034，400円 3連単： 124，151，600円 計： 499，172，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，950円 複 勝 � 950円 � 280円 � 250円 枠 連（1－7） 6，650円

馬 連 �� 12，030円 馬 単 �� 29，660円

ワ イ ド �� 3，890円 �� 3，310円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 32，990円 3 連 単 ��� 236，240円

票 数

単勝票数 計 326785 的中 � 6615（12番人気）
複勝票数 計 498057 的中 � 11533（12番人気）� 49611（5番人気）� 59223（3番人気）
枠連票数 計 209606 的中 （1－7） 2440（22番人気）
馬連票数 計 794196 的中 �� 5115（45番人気）
馬単票数 計 339746 的中 �� 859（104番人気）
ワイド票数 計 471476 的中 �� 3066（49番人気）�� 3614（44番人気）�� 12238（9番人気）
3連複票数 計1110344 的中 ��� 2524（120番人気）
3連単票数 計1241516 的中 ��� 381（783番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．0―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステイウィズアンナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Monsun デビュー 2017．1．17 京都14着

2014．2．14生 牝3黒鹿 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ネコフッピー号の騎手武藤雅は，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：7番・9番）
※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 リョウランプリーモ号



18091 7月23日 曇 良 （29福島2）第8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

35 モ ク レ レ 牡3黒鹿56 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－102：01．5 2．9�

47 シングンマイケル 牡3鹿 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458± 02：01．71� 3．2�
714 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 430＋ 82：02．33� 6．6�
816 サンジュリアン 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 434－ 62：02．51� 11．0�
59 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿56 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 480－ 62：02．71 16．5�
510 コスモノーズプレス 牡3栗 56 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B450－ 22：03．01	 18．5

48 リードアゲン 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 476＋ 4 〃 アタマ 133．2�
611 コスモストレンジ 牡3栗 56 柴田 大知 �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 480＋ 2 〃 クビ 28．7�
11 キョウエイビアンコ 牝3青鹿54 嘉藤 貴行田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 426－ 82：03．32 149．7
12 バッケンシェール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 468－ 82：03．51 7．6�
713 アイアイハッピー 牡3鹿 56 西田雄一郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 464± 02：03．6� 310．9�
815 イ セ エ ビ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅芳賀 克也氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 440＋ 22：03．7	 137．6�
612 ヘヴンオンアース 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 398－ 22：04．01	 77．5�

24 ア ル コ 牡3黒鹿56 田中 勝春松本 俊廣氏 勢司 和浩 日高 天羽 禮治 440＋ 82：04．21� 70．3�
36 マスカルポーネ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 富田牧場 464 ―2：05．9大差 42．7�
23 ランドマーク 
3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 平山牧場 454 ―2：06．96 83．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，718，700円 複勝： 38，223，900円 枠連： 17，760，800円
馬連： 70，495，700円 馬単： 32，417，100円 ワイド： 39，268，700円
3連複： 87，141，000円 3連単： 114，848，700円 計： 431，874，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 180円 枠 連（3－4） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 220円 �� 410円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，320円

票 数

単勝票数 計 317187 的中 � 85380（1番人気）
複勝票数 計 382239 的中 � 76880（1番人気）� 70522（2番人気）� 49419（3番人気）
枠連票数 計 177608 的中 （3－4） 30740（1番人気）
馬連票数 計 704957 的中 �� 122652（1番人気）
馬単票数 計 324171 的中 �� 28109（1番人気）
ワイド票数 計 392687 的中 �� 51508（1番人気）�� 22226（3番人気）�� 25922（2番人気）
3連複票数 計 871410 的中 ��� 62065（1番人気）
3連単票数 計1148487 的中 ��� 19240（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．1―12．8―12．3―12．1―12．2―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．4―47．5―1：00．3―1：12．6―1：24．7―1：36．9―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モ ク レ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．2．4 東京6着

2014．2．28生 牡3黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランドマーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23日まで平地競走

に出走できない。

18092 7月23日 曇 良 （29福島2）第8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

815 バンパークロップ 牝3栗 52 村田 一誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 424－101：46．5 9．5�

814 シトロプシス 牝4鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474＋ 61：46．71� 75．6�
610 モリトシラユリ 牝3芦 52 戸崎 圭太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 482－ 41：46．91� 1．6�
22 ク ー リ ュ 牝3鹿 52 柴田 善臣ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 466－ 6 〃 アタマ 5．0�
59 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿 52

49 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 514－ 61：47．0� 24．9	
713 ピサノベルベット 牝3鹿 52 北村 宏司市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 81：47．42� 14．4

46 ペルルクロシュ 牝4黒鹿55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 446± 01：47．61 19．9�
11 レディーゴー 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B486－ 41：47．81� 25．5�
35 プロディジャス 牝3鹿 52 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：48．11� 11．5
58 プティトシャンティ 牝3青鹿 52

49 ▲菊沢 一樹三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B442－101：48．3� 84．0�
34 ジョリガーニャント 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 B470＋ 41：48．4� 47．0�
47 エドノライト 牝3栗 52 武士沢友治遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 510－ 21：48．93 292．6�
611	 デージーホイデン 牝4栗 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：49．11 100．9�
23 ラッキーペニー 牝4鹿 55 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 524＋ 61：49．95 77．7�
712	 パーソナルベスト 牝5鹿 55 菅原 隆一坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 酒井牧場 408－101：51．28 443．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，169，400円 複勝： 89，232，600円 枠連： 21，393，800円
馬連： 85，203，900円 馬単： 51，195，500円 ワイド： 48，239，000円
3連複： 108，531，500円 3連単： 196，750，700円 計： 634，716，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 780円 � 110円 枠 連（8－8） 38，380円

馬 連 �� 35，380円 馬 単 �� 59，900円

ワ イ ド �� 6，210円 �� 400円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 12，130円 3 連 単 ��� 155，890円

票 数

単勝票数 計 341694 的中 � 28552（3番人気）
複勝票数 計 892326 的中 � 44867（3番人気）� 11388（10番人気）� 536446（1番人気）
枠連票数 計 213938 的中 （8－8） 432（32番人気）
馬連票数 計 852039 的中 �� 1866（45番人気）
馬単票数 計 511955 的中 �� 641（79番人気）
ワイド票数 計 482390 的中 �� 1851（43番人気）�� 34438（2番人気）�� 6531（15番人気）
3連複票数 計1085315 的中 ��� 6706（38番人気）
3連単票数 計1967507 的中 ��� 915（328番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―42．6―55．3―1：07．9―1：20．5―1：33．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

バンパークロップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．2 福島1着

2014．3．20生 牝3栗 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー 2戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



18093 7月23日 曇 良 （29福島2）第8日 第9競走 ��
��1，800�

く り こ

栗 子 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

712 ゴールドスミス 牡3黒鹿54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524± 01：47．7 7．2�

46 ヨシノザクラ 牝4芦 55 吉田 豊前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458＋ 4 〃 クビ 5．2�

610 ヒドゥンパラメータ 牡3鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460＋ 61：47．91 6．6�
814 マイネルラプティス 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 456－12 〃 ハナ 8．7�
34 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 57 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 474－ 21：48．0� 12．2�
22 カ リ ン バ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 	シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 414＋ 41：48．1	 4．0

611 マヤノピナクル 牡4鹿 57 柴田 善臣田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B450＋ 21：48．31
 8．2�
23 シュンクルーズ 牡5黒鹿57 武士沢友治村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 61：48．4	 89．8�
815 プレシャスメイト 牝5鹿 55 内田 博幸飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B448＋ 2 〃 アタマ 12．6
11 ウエスタンエスプリ 牡4鹿 57 伴 啓太西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 504－ 81：48．61
 95．7�
47 ビップキャッツアイ 牝3黒鹿52 北村 宏司鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：49．02	 35．3�
59 キャニオンロード �4鹿 57 石橋 脩 	サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466－ 41：49．63	 36．9�
58 シンボリネルソン 牡6黒鹿57 木幡 巧也シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 448＋181：49．7� 282．1�
35 ブラヴォバンビーノ 牡3鹿 54 武藤 雅 	シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 482＋ 81：50．55 23．4�
713 タイセイマルス 牡3黒鹿54 野中悠太郎田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 454＋ 41：50．6	 216．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，117，500円 複勝： 61，490，100円 枠連： 30，987，900円
馬連： 113，894，300円 馬単： 47，071，000円 ワイド： 58，924，000円
3連複： 155，119，500円 3連単： 189，772，100円 計： 698，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 200円 � 230円 枠 連（4－7） 1，990円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，110円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 33，210円

票 数

単勝票数 計 411175 的中 � 45310（4番人気）
複勝票数 計 614901 的中 � 72122（4番人気）� 82565（1番人気）� 67074（5番人気）
枠連票数 計 309879 的中 （4－7） 12010（12番人気）
馬連票数 計1138943 的中 �� 38102（6番人気）
馬単票数 計 470710 的中 �� 7179（17番人気）
ワイド票数 計 589240 的中 �� 15517（13番人気）�� 13405（19番人気）�� 21660（2番人気）
3連複票数 計1551195 的中 ��� 20932（15番人気）
3連単票数 計1897721 的中 ��� 4142（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．7―48．0―59．6―1：11．5―1：23．6―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．12．11 中山1着

2014．5．13生 牡3黒鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 6戦2勝 賞金 21，925，000円

18094 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8日 第10競走
ウインズ横手20周年記念

��
��1，700�

よ こ て

横 手 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

横手市長賞・横手市観光協会賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

34 � エイシンビジョン 牡4鹿 57 石橋 脩�栄進堂 藤原 英昭 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470± 01：45．9 6．1�
713 ク ラ シ コ 牡5鹿 57 内田 博幸林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 510－ 41：46．11	 2．6�
11 ディアコンチェルト 牡5黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 462＋ 41：46．2
 6．9�
22 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B456－ 21：46．62
 12．8�
59 ブレスアロット 牡4栗 57 北村 宏司吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 462－ 21：46．81 20．5�
46 フクノグリュック 牡5鹿 57 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 502－ 8 〃 ハナ 42．2	
611 ノワールギャルソン 牡5黒鹿57 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 442± 01：46．9� 88．3

35 スズカウラノス 牡8鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか グランド牧場 456± 01：47．11	 101．2�
23 ルーレットクイーン 牝4栗 55 江田 照男�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 438－ 2 〃 ハナ 13．6�
815 パレスハングリー 牝3黒鹿52 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 460－ 41：47．41� 9．1
58 ハイヴォルテージ 牡5栗 57 菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460＋ 2 〃 ハナ 236．1�
712 ダイチヴュルデ 牡6鹿 57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452－ 6 〃 ハナ 63．9�
610 コスモラヴモア 牡6鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 486－ 8 〃 アタマ 62．9�
814 コスモボアソルテ 牡5芦 57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 504＋ 61：47．61	 160．7�
47 ケルフロイデ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490＋121：47．81
 5．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，804，300円 複勝： 61，746，900円 枠連： 33，940，600円
馬連： 156，235，000円 馬単： 63，009，400円 ワイド： 69，046，500円
3連複： 189，410，500円 3連単： 282，977，900円 計： 902，171，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 110円 � 160円 枠 連（3－7） 740円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 310円 �� 620円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 458043 的中 � 59801（3番人気）
複勝票数 計 617469 的中 � 66668（3番人気）� 185547（1番人気）� 89823（2番人気）
枠連票数 計 339406 的中 （3－7） 35186（2番人気）
馬連票数 計1562350 的中 �� 154206（1番人気）
馬単票数 計 630094 的中 �� 26346（3番人気）
ワイド票数 計 690465 的中 �� 57483（2番人気）�� 25276（7番人気）�� 70302（1番人気）
3連複票数 計1894105 的中 ��� 105501（1番人気）
3連単票数 計2829779 的中 ��� 32709（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．3―30．4―42．9―55．9―1：08．5―1：20．8―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
15－13－（4，9）6，14（2，7）10（1，3，8）5（11，12）・（15，13，9，14）（4，6）（2，7）（1，3，10）5（11，8，12）

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

勝馬の
紹 介

�エイシンビジョン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．12．27 阪神10着

2013．3．14生 牡4鹿 母 Christine Daae 母母 Descapate 10戦4勝 賞金 47，392，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アナザーバージョン号
（非抽選馬） 1頭 サトノダヴィンチ号

２レース目



18095 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8日 第11競走 ��
��1，800�福島テレビオープン

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

福島テレビ賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

77 マウントロブソン 牡4芦 56 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋181：47．6 3．8�

33 マイネルハニー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 478± 01：47．7	 2．2�

11 ダノンメジャー 牡5栗 57 内田 博幸�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488－ 21：47．8	 3．9�
44 
 ショウナンバッハ 牡6鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B444－ 2 〃 クビ 5．9�
66 マイネルディーン 牡8青 56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 466－101：48．33 20．2�
22 リーサルウェポン 牝6鹿 54 北村 宏司 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 440－ 21：48．72	 24．8	
55 ウインインスパイア 牡6黒鹿56 木幡 巧也�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 450－ 6 〃 クビ 32．6


（7頭）

売 得 金
単勝： 82，840，300円 複勝： 62，773，400円 枠連： 発売なし 馬連： 180，037，200円 馬単： 98，875，000円
ワイド： 61，119，700円 3連複： 183，798，500円 3連単： 584，806，900円 5重勝： 533，234，900円 計： 1，787，485，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 160円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 2，230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����� 548，110円

票 数

単勝票数 計 828403 的中 � 171229（2番人気）
複勝票数 計 627734 的中 � 112291（3番人気）� 208016（1番人気）
馬連票数 計1800372 的中 �� 353498（2番人気）
馬単票数 計 988750 的中 �� 88794（3番人気）
ワイド票数 計 611197 的中 �� 90829（2番人気）�� 44841（4番人気）�� 109001（1番人気）
3連複票数 計1837985 的中 ��� 346534（1番人気）
3連単票数 計5848069 的中 ��� 189658（4番人気）
5重勝票数 差引計5332349（返還計109380） 的中 ����� 681

ハロンタイム 12．9―12．2―11．6―12．5―12．3―11．9―11．5―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―36．7―49．2―1：01．5―1：13．4―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．2
1
3
1，3，2（6，7）（4，5）・（1，3）（2，7）（6，5）4

2
4
1，3（2，7）（6，5）4・（1，3）（2，7）6，4，5

勝馬の
紹 介

マウントロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．10．24 東京2着

2013．1．30生 牡4芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 10戦4勝 賞金 97，953，000円

18096 7月23日 小雨 良 （29福島2）第8日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

12 サレンティーナ 牡3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 61：09．4 4．4�

713 ナリノメジャー 牝3栗 52 丸田 恭介成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 21：09．82� 7．1�

510 タニマサガール 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 418＋ 2 〃 ハナ 20．3�

23 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 530＋ 21：10．11� 3．4�
36 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 B508－ 21：10．31� 4．3�
35 キャラメルフレンチ 牝3栗 52

49 ▲野中悠太郎 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 450＋101：10．4� 34．2


816 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 456＋ 4 〃 クビ 14．2�
48 � クラウンロベルト 牡5青鹿57 村田 一誠矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 436－ 21：10．5クビ 253．7�
11 � スズヨサムソン 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 470－141：10．6� 55．7
24 フリームーヴメント 牡4栗 57 吉田 豊ディアレストクラブ	 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 456＋ 2 〃 クビ 20．0�
47 ホーリーフルーツ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅山田 和正氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 472－18 〃 ハナ 90．9�
612 リボンドグレープス 牝4芦 55 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 422＋ 41：10．81	 86．3�
815� スズカブレーン 牡5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 480－ 6 〃 クビ 18．6�
714� ヤマタケジャイアン 
4芦 57 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B464＋ 4 〃 ハナ 255．0�
611� アリエルバローズ 牡4鹿 57 内田 博幸猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 川島牧場 454－181：11．65 26．9�
59 � グレンデール 牡6鹿 57 田中 勝春日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 484－ 41：11．81� 28．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，879，600円 複勝： 103，187，800円 枠連： 51，843，800円
馬連： 206，549，400円 馬単： 89，151，700円 ワイド： 110，350，400円
3連複： 281，757，900円 3連単： 426，632，100円 計： 1，351，352，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 220円 � 480円 枠 連（1－7） 1，540円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，880円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 36，520円

票 数

単勝票数 計 818796 的中 � 146459（3番人気）
複勝票数 計1031878 的中 � 159079（3番人気）� 128177（4番人気）� 45722（7番人気）
枠連票数 計 518438 的中 （1－7） 25969（7番人気）
馬連票数 計2065494 的中 �� 92204（6番人気）
馬単票数 計 891517 的中 �� 23394（8番人気）
ワイド票数 計1103504 的中 �� 34550（7番人気）�� 14885（22番人気）�� 14426（23番人気）
3連複票数 計2817579 的中 ��� 21537（29番人気）
3連単票数 計4266321 的中 ��� 8468（98番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．0―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．8
3 10－5（13，15）2，14（3，8）16，1，9（7，6）（4，11）12 4 10－5（13，15）2－（3，14，8）（1，16）（7，9，6）4，12－11

勝馬の
紹 介

サレンティーナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2016．9．10 中山4着

2014．1．19生 牡3栗 母 サルヴェジェルマニア 母母 Salve Regina 8戦2勝 賞金 21，856，000円

５レース目



（29福島2）第8日 7月23日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

193，350，000円
3，730，000円
15，680，000円
1，220，000円
19，890，000円
67，110，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
485，139，600円
628，470，800円
241，072，500円
1，156，790，700円
559，331，800円
591，593，200円
1，459，521，700円
2，428，491，100円
533，234，900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 8，083，646，300円

総入場人員 10，866名 （有料入場人員 9，061名）



平成29年度 第2回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，326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

1，631，630，000円
30，300，000円
127，660，000円
10，700，000円
181，760，000円
529，587，000円
38，815，600円
12，729，600円

勝馬投票券売得金
4，093，149，600円
5，706，687，200円
2，314，106，700円
9，937，946，700円
4，669，506，100円
5，255，496，800円
13，320，888，400円
20，674，837，700円
2，058，707，400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 68，031，326，600円

総入場延人員 96，573名 （有料入場延人員 64，901名）
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