
18037 7月8日 曇 重 （30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

815 ニシノコトダマ 牡2栗 54 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー
クスタツド 496＋ 41：09．0 2．1�

12 ア ン ビ ル 牡2黒鹿54 戸崎 圭太�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 460＋ 8 〃 ハナ 3．5�
47 グレートデー 牡2黒鹿54 津村 明秀 �スピードファーム田中 博康 新冠 スピードフアーム 486＋ 41：09．1� 9．0�
23 エリーバラード 牝2黒鹿54 横山 典弘谷川 正純氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 494＋ 61：09．52� 7．9�
48 ウィローグラウス 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 420± 0 〃 アタマ 16．7	
612 ヴァトナヨークトル 牝2黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 470－ 41：10．35 37．0

59 インターロード 牡2黒鹿54 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 462－ 41：10．62 54．1�
510 ゲンパチファインド 牡2栗 54 西田雄一郎平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 下屋敷牧場 476＋ 21：11．02� 48．6�
36 シゲルアマゾナイト 牡2青鹿54 岩崎 翼森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 村上 進治 446－ 61：11．1� 115．1
35 シゲルキャッツアイ 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 442－ 2 〃 クビ 97．9�
713 ノーブルペガサス 牝2鹿 54 武士沢友治吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 三石川上牧場 468－ 21：11．31� 74．5�
24 マグマミキサー 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士山口 裕介氏 松永 康利 青森 マルシチ牧場 448＋ 61：11．4	 238．7�
714 ウインプレイヤー 牡2鹿 54 宮崎 北斗�ウイン 宗像 義忠 平取 二風谷ファーム 478＋ 81：11．82� 116．7�
11 シゲルキラキラ 牝2栗 54 菅原 隆一森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか レースホース牧場 428－ 6 〃 クビ 239．3�
611 トーセンゴーランド 牡2栗 54

51 ▲木幡 育也島川 �哉氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 456－ 61：12．43� 256．3�
816 ニシノサトル 牡2芦 54

52 △藤田菜七子西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 456＋ 61：12．82� 66．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，459，900円 複勝： 39，376，300円 枠連： 15，953，900円
馬連： 53，571，400円 馬単： 30，155，300円 ワイド： 39，722，900円
3連複： 79，862，600円 3連単： 105，029，900円 計： 395，132，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（1－8） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 314599 的中 � 124287（1番人気）
複勝票数 計 393763 的中 � 125724（1番人気）� 86557（2番人気）� 37527（4番人気）
枠連票数 計 159539 的中 （1－8） 32203（1番人気）
馬連票数 計 535714 的中 �� 111755（1番人気）
馬単票数 計 301553 的中 �� 33382（1番人気）
ワイド票数 計 397229 的中 �� 72127（1番人気）�� 23827（3番人気）�� 16004（6番人気）
3連複票数 計 798626 的中 ��� 55078（2番人気）
3連単票数 計1050299 的中 ��� 22884（4番人気）

ハロンタイム 9．6―11．1―11．0―11．9―12．4―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．7―31．7―43．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノコトダマ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．16 東京2着

2016．3．28生 牡2栗 母 ニシノミラクル 母母 アラビックソング 2戦1勝 賞金 7，800，000円

18038 7月8日 曇 稍重 （30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

69 エンパイアシュアー 牡2鹿 54 丸田 恭介�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 454＋ 41：10．7 25．2�
710 マーマレードガール 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 460＋ 6 〃 クビ 10．2�
44 ウインレフィナード 牡2黒鹿54 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 436＋ 61：10．8� 9．2�
22 トーアマーブル 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 408＋ 21：11．01� 123．2�
56 	 ヴォイスオブジョイ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 454＋ 81：11．21� 6．5	

45 トーセンリスト 牝2栗 54 石橋 脩島川 
哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 432＋ 81：11．3クビ 4．6�
57 ナーゲルリング 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 446＋ 81：11．51� 2．0�
11 クロムウェル 牡2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 414＋ 61：11．71� 40．4
33 スカイイーグル 牡2鹿 54 田中 勝春小島 俊治氏 的場 均 浦河 辻 牧場 456＋ 61：12．44 204．0�
813 ネ ロ ー ネ 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 420＋ 81：12．5
 70．9�
68 テンモントム 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 424－ 81：12．6クビ 55．4�
711 シゲルアゲット 牝2芦 54 岩崎 翼森中 蕃氏 石栗 龍彦 浦河 王蔵牧場 384－ 41：12．92 366．0�
812 ロシアンブルー 牝2黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新冠 飛渡牧場 420＋ 41：13．32
 86．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，058，500円 複勝： 44，390，500円 枠連： 15，108，500円
馬連： 52，015，200円 馬単： 28，727，200円 ワイド： 35，072，700円
3連複： 70，625，400円 3連単： 106，792，300円 計： 382，790，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 570円 � 310円 � 260円 枠 連（6－7） 4，800円

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，580円 �� 960円

3 連 複 ��� 13，060円 3 連 単 ��� 97，380円

票 数

単勝票数 計 300585 的中 � 10075（6番人気）
複勝票数 計 443905 的中 � 18377（6番人気）� 38361（5番人気）� 48680（4番人気）
枠連票数 計 151085 的中 （6－7） 2436（12番人気）
馬連票数 計 520152 的中 �� 6491（15番人気）
馬単票数 計 287272 的中 �� 1801（34番人気）
ワイド票数 計 350727 的中 �� 4589（18番人気）�� 5660（14番人気）�� 9579（10番人気）
3連複票数 計 706254 的中 ��� 4053（38番人気）
3連単票数 計1067923 的中 ��� 795（218番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．3―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．3
3 ・（1，10）（2，7）（5，6，11）（4，9）8，3（12，13） 4 ・（1，10）（2，7）（5，6）（4，9）（3，11）－8，13，12

勝馬の
紹 介

エンパイアシュアー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．6．17 東京7着

2016．4．25生 牡2鹿 母 チェリーシェル 母母 キュートネスⅡ 2戦1勝 賞金 5，000，000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8日 曇 重 （30福島2）第4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

713 シ ェ ー ナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 61：08．6 7．0�

23 ベ イ ス ン 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 482＋ 61：09．23� 7．5�
12 ラッシュウィン �3鹿 56 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B454－ 2 〃 ハナ 4．8�
510 ミヤビフィオーラ 牝3黒鹿54 北村 宏司村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 418－ 8 〃 クビ 32．6�
24 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 横山 典弘山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 454± 01：09．51	 4．5�
59 トモジャスティス 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 490－ 21：09．81	 14．7	
47 グラスレガシー 牝3黒鹿54 的場 勇人半沢
 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 508＋ 81：10．22� 79．0�
714 ガ ブ リ エ ル 牡3栗 56 石橋 脩原 
子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 4．3�
48 ファシナンテ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 広田牧場 476＋101：10．3	 25．3
35 サクライザベル 牝3栗 54 江田 照男坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 442－ 6 〃 アタマ 12．4�
11 エルコンフェアリー 牝3鹿 54 伊藤 工真古川 淳氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 438＋ 41：10．4クビ 83．2�
36 プリンセスティナ 牝3栗 54

52 △藤田菜七子
日東牧場 中舘 英二 浦河 日東牧場 440± 0 〃 クビ 30．2�
611 エ ラ ス タ ル 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士湯澤 久徳氏 大江原 哲 日高 鹿戸 正幸 490 ― 〃 同着 322．2�
（イギーザフール）

815 ア キ ヒ メ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 390－141：10．82� 268．9�
816 ブラックマティーニ 牡3鹿 56 武士沢友治黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：11．11	 40．3�
612 ブルベアダイズ �3鹿 56 西田雄一郎 �ブルアンドベア 浅野洋一郎 浦河 高岸 順一 480 ―1：11．42 82．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，097，900円 複勝： 47，544，500円 枠連： 20，617，300円
馬連： 60，748，100円 馬単： 27，290，400円 ワイド： 42，670，200円
3連複： 86，268，400円 3連単： 100，606，400円 計： 416，843，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 230円 � 190円 枠 連（2－7） 390円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 850円 �� 880円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 28，950円

票 数

単勝票数 計 310979 的中 � 35405（4番人気）
複勝票数 計 475445 的中 � 59301（4番人気）� 50222（5番人気）� 69263（3番人気）
枠連票数 計 206173 的中 （2－7） 40896（1番人気）
馬連票数 計 607481 的中 �� 17361（11番人気）
馬単票数 計 272904 的中 �� 4140（22番人気）
ワイド票数 計 426702 的中 �� 12904（10番人気）�� 12407（11番人気）�� 14123（8番人気）
3連複票数 計 862684 的中 ��� 14212（13番人気）
3連単票数 計1006064 的中 ��� 2519（85番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．4―11．9―12．6―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．7―43．6―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ー ナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．6．24 東京5着

2015．3．25生 牝3鹿 母 ヴィクトリアピーク 母母 Desert Heat 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ドナプリモ号の騎手横山典弘は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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 ヴェルヴェット号・パーキー号・ランドキングスター号

18040 7月8日 曇 稍重 （30福島2）第4日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11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
1：57．3
1：56．1

良
良

24 ブリリアントリリー 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B460± 02：02．2 3．8�

36 ベ リ ー タ 牝3栗 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 2 〃 クビ 93．4�

23 ペイシェンス 牝3栗 54 嶋田 純次北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 444－ 62：02．41� 36．2�
714 サツキワルツ 牝3鹿 54 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 442＋ 22：02．5クビ 8．5�
612 バララットゴールド 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 4．7�
12 ウインスペリウス 牡3栗 56 岩崎 翼�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 22：03．13� 52．7	
510 グローリーシャイン 牡3鹿 56 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 442± 02：03．2	 3．1

11 パワフルドンキ 牡3鹿 56 宮崎 北斗廣崎 利洋氏 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 480 ― 〃 ハナ 8．2�
611 ショウナンワダツミ 牡3栗 56 内田 博幸国本 哲秀氏 和田 勇介 新ひだか 静内フアーム 444＋102：03．3� 12．1�
713 ボ ア ソ ル チ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 中田 英樹 448＋142：03．83 66．6
35 マヤノガルネリ 
3鹿 56 柴田 善臣田所 英子氏 牧 光二 平取 協栄組合 442＋ 22：04．22� 43．4�
47 クリアロマンス 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 444－ 42：04．94 122．3�
59 マイネルセッカ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452＋102：05．0	 160．5�
815 マ ノ ン 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 82：05．42� 134．9�
816 コスモダリア 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子田中 由子氏 小島 茂之 新冠 大栄牧場 412＋ 22：05．5� 58．2�
48 ク ラ ン ダ ル 牝3鹿 54 的場 勇人ディアレストクラブ� 本間 忍 浦河 ディアレスト

クラブ 444＋ 82：06．35 104．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，944，900円 複勝： 40，650，200円 枠連： 15，428，900円
馬連： 59，253，400円 馬単： 27，137，700円 ワイド： 39，739，600円
3連複： 80，401，200円 3連単： 97，164，100円 計： 389，720，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 1，930円 � 850円 枠 連（2－3） 3，930円

馬 連 �� 15，690円 馬 単 �� 23，050円

ワ イ ド �� 4，780円 �� 1，740円 �� 19，020円

3 連 複 ��� 91，920円 3 連 単 ��� 437，540円

票 数

単勝票数 計 299449 的中 � 62715（2番人気）
複勝票数 計 406502 的中 � 82022（2番人気）� 4438（13番人気）� 10661（7番人気）
枠連票数 計 154289 的中 （2－3） 3041（12番人気）
馬連票数 計 592534 的中 �� 2925（30番人気）
馬単票数 計 271377 的中 �� 883（53番人気）
ワイド票数 計 397396 的中 �� 2132（34番人気）�� 6029（15番人気）�� 530（78番人気）
3連複票数 計 804012 的中 ��� 656（160番人気）
3連単票数 計 971641 的中 ��� 161（808番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．1―13．0―12．8―12．6―12．2―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―35．3―48．3―1：01．1―1：13．7―1：25．9―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリリアントリリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2018．1．21 中山14着

2015．5．17生 牝3鹿 母 トーセンリリー 母母 ミデオンレディー 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 ウインスペリウス号の騎手岩崎翼は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11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。
（非当選馬） 1頭 ツクバマカナ号



18041 7月8日 曇 良 （30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
1：45．6

良
良

78 クリスタルバローズ 牡2鹿 54 北村 宏司猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 シンユウフアーム 460 ―1：53．2 5．1�
44 グロリアーナ 牝2鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508 ―1：53．51� 2．0�
77 チェサピークベイ 牡2芦 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468 ―1：53．6� 4．1�
33 ワイルドオーキッド 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 404 ―1：55．08 18．9�
66 ダイチヴィーゼ 牡2青鹿54 津村 明秀 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 462 ―1：55．32 119．2	
55 ストーミーナイト 牡2鹿 54 横山 典弘前田 幸治氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：55．61� 16．8

11 シ ン リ ン 牡2栗 54 江田 照男重松 國建氏 大江原 哲 浦河 フクオカファーム 450 ―1：55．7� 59．6�
22 シゲルクロシンジュ 牡2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 蛯名 利弘 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 470 ―1：56．97 120．5�
89 モリトイナセ 牡2栗 54 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 458 ―1：58．28 54．8
810 ダズリングビーチ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 452 ―2：00．5大差 9．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，251，200円 複勝： 31，963，900円 枠連： 12，863，200円
馬連： 50，921，600円 馬単： 31，050，500円 ワイド： 29，849，300円
3連複： 59，089，200円 3連単： 108，755，400円 計： 367，744，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（4－7） 210円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 180円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 432512 的中 � 70806（3番人気）
複勝票数 計 319639 的中 � 55358（3番人気）� 95193（1番人気）� 62378（2番人気）
枠連票数 計 128632 的中 （4－7） 45583（1番人気）
馬連票数 計 509216 的中 �� 79259（2番人気）
馬単票数 計 310505 的中 �� 17817（5番人気）
ワイド票数 計 298493 的中 �� 36447（2番人気）�� 25697（3番人気）�� 46890（1番人気）
3連複票数 計 590892 的中 ��� 90644（1番人気）
3連単票数 計1087554 的中 ��� 22673（6番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―13．6―13．6―13．2―12．4―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．6―52．2―1：05．4―1：17．8―1：29．7―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリスタルバローズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2016．3．29生 牡2鹿 母 クロスバラード 母母 エンドレスメロディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダズリングビーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月8日まで平地

競走に出走できない。

18042 7月8日 曇 良 （30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）

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

611 スティルネス 牝2鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 420 ―1：11．0 4．3�
712 ミヤコローズ 牝2鹿 54 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 432 ―1：11．42� 3．7�
11 ルーナセレナータ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 414 ―1：11．61� 9．6�
46 クラーナハズヌード 牝2黒鹿54 内田 博幸髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 新ひだか 三石橋本牧場 452 ―1：11．7� 3．4�
47 ナムラオルガ 牝2青鹿54 北村 宏司奈村 睦弘氏 谷原 義明 様似 林 時春 436 ― 〃 アタマ 49．6�
59 マドンナブルー 牝2鹿 54 伴 啓太	日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 434 ―1：11．8� 10．0

34 グ ッ ト ラ ン 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 442 ―1：12．12 97．9�
22 カツコノユメ 牝2芦 54 柴田 善臣大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 406 ―1：12．52� 57．6�
814 グレイトレナウン 牝2芦 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 426 ― 〃 クビ 24．0
23 ダンスナンバー 牝2栗 54 丸田 恭介 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 436 ―1：13．03 21．3�
35 マシンガントーク 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也 	スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 392 ― 〃 ハナ 126．1�
713 オ ル オ ル 牝2栗 54

52 △藤田菜七子 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン
テンファーム 400 ―1：13．74 47．9�

610 ミルキーブルー 牝2青 54 岩部 純二	ミルファーム 石栗 龍彦 浦河 村中牧場 436 ―1：14．01� 129．5�
58 トミケンヴァール 牝2黒鹿54 杉原 誠人冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 松田牧場 420 ―1：14．21� 130．1�
815 ヒョットシテ 牝2鹿 54 岩崎 翼 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 442 ―1：16．7大差 69．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，622，900円 複勝： 38，156，500円 枠連： 16，058，300円
馬連： 59，285，000円 馬単： 28，569，800円 ワイド： 38，381，300円
3連複： 74，335，100円 3連単： 94，968，200円 計： 387，377，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 140円 � 220円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 340円 �� 670円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 376229 的中 � 73274（3番人気）
複勝票数 計 381565 的中 � 66987（3番人気）� 79125（1番人気）� 36139（5番人気）
枠連票数 計 160583 的中 （6－7） 16132（3番人気）
馬連票数 計 592850 的中 �� 56305（2番人気）
馬単票数 計 285698 的中 �� 11863（5番人気）
ワイド票数 計 383813 的中 �� 31326（3番人気）�� 13923（8番人気）�� 17103（5番人気）
3連複票数 計 743351 的中 ��� 28699（4番人気）
3連単票数 計 949682 的中 ��� 7274（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―46．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スティルネス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 チーフベアハート 初出走

2016．3．31生 牝2鹿 母 マツリダワルツ 母母 ユキノワルツ 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒョットシテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月8日まで平地競走に

出走できない。



18043 7月8日 曇 重 （30福島2）第4日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走13時30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
1：40．9

良
重

814 グ ロ グ ラ ン 牝3栗 54 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 476－ 21：48．1 22．3�
815 ドミネーター 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 沼田 照秋 494－ 21：48．2� 2．8�
35 ブルベアエゴマ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ブルアンドベア 蛯名 利弘 新冠 アサヒ牧場 430＋ 21：48．52 82．4�
11 コールドターキー 牡3栗 56 嶋田 純次薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 448＋ 21：48．81� 8．0�
611 マイネルトワイス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 村上 雅規 486－101：48．9クビ 6．5�
34 トップフィリア 牡3黒鹿56 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 446－ 41：49．0� 5．6	
58 ネイチャーモルサム 牡3黒鹿56 原田 和真井上 修一氏 根本 康広 浦河 浦河土肥牧場 450－121：49．21 9．2

22 ブラックバローズ 牡3黒鹿56 蛯名 正義猪熊 広次氏 尾形 和幸 新ひだか タイヘイ牧場 508＋101：49．94 8．4�
46 ニ コ ラ オ ス 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 488－111：50．0� 76．8�
47 ウェディングフォト 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 61：50．53 17．5
712 ホウオウカーニバル 牡3鹿 56 江田 照男小笹 芳央氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B462－ 21：51．24 180．4�
23 ヒロノゴールド 牡3栗 56

54 △藤田菜七子中丸 裕嗣氏 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド 506＋ 61：51．73 59．1�
610 ベルウッドスワロー 牡3鹿 56 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 土田農場 B478＋ 21：52．12� 89．7�
713 モントルイユ 牡3栗 56 伊藤 工真 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 466－ 21：52．63 136．8�
59 レッドチェイサー �3栗 56 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B464－281：53．77 17．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，479，900円 複勝： 49，232，700円 枠連： 19，690，100円
馬連： 76，929，500円 馬単： 33，047，100円 ワイド： 47，178，600円
3連複： 94，349，500円 3連単： 110，983，300円 計： 463，890，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 450円 � 150円 � 1，420円 枠 連（8－8） 3，190円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 12，090円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 62，730円 3 連 単 ��� 360，820円

票 数

単勝票数 計 324799 的中 � 11625（9番人気）
複勝票数 計 492327 的中 � 24357（7番人気）� 122189（1番人気）� 6746（11番人気）
枠連票数 計 196901 的中 （8－8） 4779（18番人気）
馬連票数 計 769295 的中 �� 20943（11番人気）
馬単票数 計 330471 的中 �� 3019（36番人気）
ワイド票数 計 471786 的中 �� 12240（11番人気）�� 980（67番人気）�� 2765（39番人気）
3連複票数 計 943495 的中 ��� 1128（142番人気）
3連単票数 計1109833 的中 ��� 223（786番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―31．0―44．0―56．8―1：09．5―1：22．2―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グ ロ グ ラ ン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Slam デビュー 2017．12．2 阪神9着

2015．2．8生 牝3栗 母 シンプリーディヴァイン 母母 Fashion Editor 7戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドチェイサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月8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） 1頭 ムーンケリー号
（非抽選馬） 3頭 スガノゴールド号・トキメキジュピター号・ハロービギン号

18044 7月8日 曇 良 （30福島2）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：45．3
1：43．9

良
良

35 トーホウアイレス 牝4青鹿55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472－ 21：48．9 8．7�
510 ス ズ カ ゼ 牝4鹿 55 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 482＋ 41：49．0� 15．9�
714 ロフティフレーズ 牝3黒鹿52 内田 博幸水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444＋101：49．42� 4．4�
24 � ラッキーアドバンス 牡4芦 57 武士沢友治柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 480＋121：49．5� 70．7�
11 ノーブルバルカン 牡3鹿 54 西田雄一郎吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 B440－ 81：49．71 33．1�
36 サクステッド 牡3栗 54 戸崎 圭太 	キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482＋12 〃 ハナ 2．8

23 キューンハイト 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 21：49．8� 8．8�
48 レッドアメリア 牝4鹿 55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 464＋10 〃 アタマ 163．5�
816 ミ ネ ッ ト 牝5鹿 55 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 450－ 41：49．9� 10．1
815 ロードリベラル 	4黒鹿57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 420＋ 6 〃 ハナ 6．2�
612 マルターズゲイル 牡5青鹿57 田中 勝春藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 480－ 21：50．0� 71．4�
611 ファイアプルーフ 牡3黒鹿 54

52 △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 488＋ 21：50．63� 40．4�

59 スイートメモリーズ 牝5黒鹿55 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 514－ 2 〃 ハナ 169．2�
713� タイセイヴィクター 	5鹿 57

54 ▲木幡 育也田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム B502－ 21：50．7� 64．8�
12 フラワープレミア 牡4鹿 57 江田 照男花村 誠氏 池上 昌和 平取 船越 伸也 482＋ 61：50．8� 184．2�
47 アスコットチャンプ 	5栗 57 津村 明秀星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468－ 21：51．01
 100．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，855，100円 複勝： 56，297，700円 枠連： 26，480，300円
馬連： 90，731，400円 馬単： 38，327，300円 ワイド： 55，635，500円
3連複： 118，833，700円 3連単： 147，619，300円 計： 571，780，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 410円 � 190円 枠 連（3－5） 1，300円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 10，610円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 760円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 64，310円

票 数

単勝票数 計 378551 的中 � 34462（4番人気）
複勝票数 計 562977 的中 � 55069（5番人気）� 30546（7番人気）� 92736（2番人気）
枠連票数 計 264803 的中 （3－5） 15779（6番人気）
馬連票数 計 907314 的中 �� 13335（20番人気）
馬単票数 計 383273 的中 �� 2709（40番人気）
ワイド票数 計 556355 的中 �� 8419（20番人気）�� 19496（7番人気）�� 10780（17番人気）
3連複票数 計1188337 的中 ��� 10759（27番人気）
3連単票数 計1476193 的中 ��� 1664（198番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．9―12．3―12．0―11．9―12．2―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．6―47．9―59．9―1：11．8―1：24．0―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウアイレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2016．8．21 新潟1着

2014．3．24生 牝4青鹿 母 トーホウドルチェ 母母 トーホウウインド 15戦3勝 賞金 33，830，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ラッキーアドバンス号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

サクステッド号の騎手戸崎圭太は，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：16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 アピールバイオ号



18045 7月8日 曇 良 （30福島2）第4日 第9競走 ��
��1，200�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
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 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

47 ツ ヅ ク 牝4鹿 55 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 456＋181：09．5 12．0�
35 ヴェルスパー 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 ハナ 4．8�
712 カワキタピリカ 牡5鹿 57 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B500－ 81：09．81� 160．9�
713 アイアムヒメ 牝3栗 52 田中 勝春玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 458＋ 4 〃 クビ 36．7�
58 コンピレーション 牡4黒鹿57 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：09．9クビ 13．2�
815 アシャカデッシュ 牡3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 498－ 2 〃 クビ 22．5	
59 タケショウベスト 牝4鹿 55 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 462－ 41：10．0クビ 2．9

610	 タキオンレイ 牝4栗 55 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 482＋ 61：10．1� 254．7�
814 フリームーヴメント 牡5栗 57 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 458± 0 〃 クビ 127．5
22 ナリノメジャー 牝4栗 55 田辺 裕信成塚 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 462－ 41：10．31 5．1�
611 アイムウィッシング 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 6 〃 クビ 186．3�
34 セイウンリリシイ 牝3鹿 52 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462＋ 41：10．4
 11．8�
11 � ブランメジェール 牝4芦 55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 480± 01：10．5� 7．5�

23 ココロストライク 牝3栗 52 柴田 善臣�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 468＋ 61：10．81� 27．2�
46 レ ト リ ッ ク 牡3芦 54 岩崎 翼 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 442± 01：11．01� 251．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，767，200円 複勝： 70，987，800円 枠連： 28，209，500円
馬連： 124，210，300円 馬単： 51，054，600円 ワイド： 73，490，700円
3連複： 159，548，700円 3連単： 208，524，200円 計： 763，793，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 430円 � 210円 � 2，650円 枠 連（3－4） 2，370円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 13，800円 �� 12，120円

3 連 複 ��� 156，420円 3 連 単 ��� 541，860円

票 数

単勝票数 計 477672 的中 � 31820（6番人気）
複勝票数 計 709878 的中 � 42256（7番人気）� 106384（2番人気）� 5752（13番人気）
枠連票数 計 282095 的中 （3－4） 9204（9番人気）
馬連票数 計1242103 的中 �� 22901（16番人気）
馬単票数 計 510546 的中 �� 4321（33番人気）
ワイド票数 計 734907 的中 �� 14297（16番人気）�� 1351（61番人気）�� 1539（58番人気）
3連複票数 計1595487 的中 ��� 765（198番人気）
3連単票数 計2085242 的中 ��� 279（895番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．1―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 ・（1，3）9（7，6）（4，15）5，13，2（11，8，10，12）14 4 1，3（7，9）（6，15）（5，4）（13，12）（11，2）（8，10）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツ ヅ ク �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2016．10．2 中山1着

2014．4．11生 牝4鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 12戦2勝 賞金 20，929，000円

18046 7月8日 曇 重 （30福島2）第4日 第10競走 ��
��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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

11 ワイルドカード 牡4鹿 57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 548＋ 41：44．0 1．8�

712 テルペリオン 牡4栗 57 石川裕紀人�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 514－ 61：45．49 3．7�
23 ゴールドブラッド 牡4栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 496＋ 41：45．5� 12．1�
34 ボールドアテンプト 牝5黒鹿55 田辺 裕信�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 61：45．6	 138．8�
22 ベバスカーン 牡5鹿 57 横山 典弘千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 540－ 21：45．7	 47．2�
815 ディグニファイド 
6栗 57 丸田 恭介 	シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B522－ 21：45．8	 78．3

47 コスモバーダン 牡6鹿 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 522＋ 6 〃 アタマ 61．3�
35 � ベ ラ ポ ー サ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 494－101：45．9クビ 26．5�
46 ドリームリヴァール 
8黒鹿57 原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌和 安平 追分ファーム 458＋ 21：46．75 243．6
610 フジゴウカイ 牡6黒鹿57 武士沢友治荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 502－ 61：46．8	 206．1�
713 ディアドナテロ 牡6黒鹿57 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 B500＋ 2 〃 アタマ 27．6�
58 ロ ス カ ボ ス 牡5黒鹿57 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 500－ 21：47．01� 12．2�
59 ルーレットクイーン 牝5栗 55 嘉藤 貴行�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 436＋ 21：47．21 106．2�
814 シ ベ リ ウ ス 牡5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 B460－ 21：47．3	 176．6�
611 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 内田 博幸國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B506－ 21：47．93	 8．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，439，000円 複勝： 97，406，200円 枠連： 32，806，200円
馬連： 149，455，200円 馬単： 79，462，200円 ワイド： 84，222，600円
3連複： 196，073，900円 3連単： 312，846，900円 計： 1，011，712，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（1－7） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，280円

票 数

単勝票数 計 594390 的中 � 259709（1番人気）
複勝票数 計 974062 的中 � 497075（1番人気）� 129597（2番人気）� 60058（4番人気）
枠連票数 計 328062 的中 （1－7） 85402（1番人気）
馬連票数 計1494552 的中 �� 349235（1番人気）
馬単票数 計 794622 的中 �� 108720（1番人気）
ワイド票数 計 842226 的中 �� 142702（1番人気）�� 63226（2番人気）�� 35044（6番人気）
3連複票数 計1960739 的中 ��� 174709（1番人気）
3連単票数 計3128469 的中 ��� 99212（1番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．4―12．1―12．1―11．9―12．1―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―31．1―43．2―55．3―1：07．2―1：19．3―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドカード �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．1．28 東京1着

2014．2．25生 牡4鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 6戦4勝 賞金 54，949，000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 ハシカミ号・ワカミヤオウジ号

２レース目



18047 7月8日 曇 良 （30福島2）第4日 第11競走
福島競馬場開設100周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第54回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，29．7．8以降30．7．1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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

44 メドウラーク 牡7鹿 54 丸田 恭介吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506－ 22：00．8 100．8�
55 マイネルサージュ 牡6鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 506± 0 〃 クビ 7．8�
68 パワーポケット 牡6黒鹿50 江田 照男柳原 達也氏 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 534－ 62：01．22 138．1�
56 サーブルオール 牡5鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486－ 22：01．3� 2．8�
67 ワンブレスアウェイ 牝5黒鹿53 石橋 脩 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋122：01．51	 9．4	
710
 レイホーロマンス 牝5鹿 51 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420± 02：01．6� 6．7

22 キンショーユキヒメ 牝5芦 54 北村 宏司礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 504－10 〃 ハナ 8．6�
33 マイネルフロスト 牡7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± 02：02．66 8．9�
811 マイネルミラノ 牡8栗 57 田辺 裕信 �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 B488－ 42：02．81	 11．1
79 バーディーイーグル 牡8鹿 53 柴田 善臣里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B498＋ 42：06．3大差 41．7�
812 シルクドリーマー 牡9鹿 53 石川裕紀人 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 492＋ 22：17．5大差 85．3�
11 プラチナムバレット 牡4芦 57 岩崎 翼 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 468－16 （競走中止） 6．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 206，130，700円 複勝： 229，469，400円 枠連： 117，086，800円 馬連： 686，762，100円 馬単： 270，209，500円
ワイド： 313，399，200円 3連複： 1，055，909，400円 3連単： 1，686，499，900円 5重勝： 513，090，300円 計： 5，078，557，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，080円 複 勝 � 1，290円 � 260円 � 2，660円 枠 連（4－5） 5，820円

馬 連 �� 23，250円 馬 単 �� 68，760円

ワ イ ド �� 4，200円 �� 23，240円 �� 12，390円

3 連 複 ��� 293，520円 3 連 単 ��� 2，563，330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����� 1，496，510円

票 数

単勝票数 計2061307 的中 � 16353（11番人気）
複勝票数 計2294694 的中 � 42888（10番人気）� 278278（2番人気）� 20134（12番人気）
枠連票数 計1170868 的中 （4－5） 15588（24番人気）
馬連票数 計6867621 的中 �� 22884（39番人気）
馬単票数 計2702095 的中 �� 2947（93番人気）
ワイド票数 計3133992 的中 �� 19448（36番人気）�� 3462（66番人気）�� 6509（57番人気）
3連複票数 計10559094 的中 ��� 2698（204番人気）
3連単票数 計16864999 的中 ��� 477（1238番人気）
5重勝票数 差引計5130903（返還計873250） 的中 ����� 240

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―12．0―11．8―11．9―12．1―12．6―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―34．4―46．4―58．2―1：10．1―1：22．2―1：34．8―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡7鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 34戦6勝 賞金 145，917，000円
〔競走中止〕 プラチナムバレット号は，4コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 プラチナムバレット号の騎手岩崎翼は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

プラチナムバレット号の騎手岩崎翼は，4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：9番）

18048 7月8日 曇 稍重 （30福島2）第4日 第12競走 ��1，700�
お り ひ め

織 姫 賞
発走16時30分 （ダート・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 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
1：40．9

良
重

33 フクサンローズ 牝4鹿 55 田辺 裕信小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454－ 41：44．7 3．0�
79 パイルーチェ 牝4栗 55 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B464－ 81：44．91� 4．3�
11 マリームーン 牝3栃栗52 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 462＋ 41：45．0� 3．3�
22 ドヒョウギワ 牝3栗 52 内田 博幸芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 498－ 41：46．06 13．9�
810 クリノヴィクトリア 牝4栗 55 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440± 01：46．21� 8．7�
66 アルセナーレ 牝5鹿 55 石橋 脩 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 520－121：46．83� 7．5	
67 スズカプリティー 牝7鹿 55 武士沢友治永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 460－141：47．54 100．1

44 ディアベリンダ 牝3鹿 52 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 様似 小田 誠一 446＋ 2 〃 クビ 43．1�
55 ウインメディウム 牝3栗 52 宮崎 北斗�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 484＋141：47．92� 54．6�
78 	 リュウシンローズ 牝4黒鹿55 菅原 隆一浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460± 0 〃 アタマ 173．0�
811 ロマンスマジック 牝4栗 55 杉原 誠人ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 460＋121：49．7大差 78．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 105，674，400円 複勝： 95，375，800円 枠連： 37，445，100円
馬連： 194，598，900円 馬単： 99，190，100円 ワイド： 110，590，400円
3連複： 252，654，000円 3連単： 523，632，800円 計： 1，419，161，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（3－7） 580円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 200円 �� 190円 �� 270円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 2，060円

票 数

単勝票数 計1056744 的中 � 278906（1番人気）
複勝票数 計 953758 的中 � 240830（1番人気）� 177091（3番人気）� 191992（2番人気）
枠連票数 計 374451 的中 （3－7） 49756（2番人気）
馬連票数 計1945989 的中 �� 299402（2番人気）
馬単票数 計 991901 的中 �� 86108（3番人気）
ワイド票数 計1105904 的中 �� 140229（2番人気）�� 159639（1番人気）�� 94550（3番人気）
3連複票数 計2526540 的中 ��� 474577（1番人気）
3連単票数 計5236328 的中 ��� 183520（3番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．5―11．6―12．1―12．5―12．9―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―29．9―41．5―53．6―1：06．1―1：19．0―1：31．7

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

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

勝馬の
紹 介

フクサンローズ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．26 中京2着

2014．3．22生 牝4鹿 母 エレガントフラッグ 母母 ジュビロレディ 8戦3勝 賞金 30，338，000円

５レース目



（30福島2）第4日 7月8日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

234，600，000円
21，350，000円
1，920，000円
27，580，000円
70，930，500円
4，624，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
692，781，600円
840，851，500円
357，748，100円
1，658，482，100円
744，221，700円
909，953，000円
2，327，951，100円
3，603，422，700円
513，090，300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 11，648，502，100円

総入場人員 18，423名 （有料入場人員 15，780名）
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