
18049 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時15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
1：45．6

良
良

24 セイウンオフロード 牡2鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 458＋ 61：49．7 3．9�
11 エ ト ワ ー ル 牝2栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：49．8� 5．4�
12 セイカヤマノ 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 474＋ 2 〃 ハナ 78．3�
47 アセンダント 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 426＋ 41：50．11� 4．2�
23 プッシーウィロー 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム 410＋ 6 〃 アタマ 6．9�
714 ミ カ エ ラ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 400＋ 21：50．2� 127．9	
816 シックガニアン 牡2鹿 54 内田 博幸 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 440＋ 41：50．3� 8．9

713 メガディスカバリー 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 41：51．04 11．6�
611 ヌ チ グ ス イ 牡2芦 54

51 ▲山田 敬士小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 434± 01：51．95 68．8�
35 トーラスジェミニ 牡2鹿 54 森 泰斗柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462＋ 21：52．21� 131．3

（船橋）

815 マイネルオリエンス 牡2栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 464－ 8 〃 アタマ 71．8�

36 ホットスタンプ 牝2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 448± 01：52．62� 24．8�
612 ナンヨーシンゲツ 牡2黒鹿54 北村 宏司中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 450－ 61：52．7� 66．8�
48 マイネルオニキス 牡2黒鹿54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新ひだか 本桐牧場 452＋ 41：53．01� 25．5�
510 ライオンロック 牡2青鹿54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 480± 01：54．59 118．4�
59 ホワイトヘブン 牝2芦 54 岩部 純二�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 446＋ 4 （競走中止） 76．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，933，900円 複勝： 39，231，300円 枠連： 14，028，300円
馬連： 52，335，800円 馬単： 25，264，900円 ワイド： 35，984，100円
3連複： 77，017，900円 3連単： 88，029，000円 計： 355，825，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 190円 � 1，380円 枠 連（1－2） 650円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 470円 �� 4，130円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 21，300円 3 連 単 ��� 70，210円

票 数

単勝票数 計 239339 的中 � 51342（1番人気）
複勝票数 計 392313 的中 � 82048（1番人気）� 55875（3番人気）� 5078（10番人気）
枠連票数 計 140283 的中 （1－2） 16481（2番人気）
馬連票数 計 523358 的中 �� 39719（2番人気）
馬単票数 計 252649 的中 �� 10910（3番人気）
ワイド票数 計 359841 的中 �� 21919（2番人気）�� 2126（33番人気）�� 1673（41番人気）
3連複票数 計 770179 的中 ��� 2711（49番人気）
3連単票数 計 880290 的中 ��� 909（183番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．4―48．1―1：00．7―1：12．4―1：24．7―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイウンオフロード �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．6．24 東京5着

2016．3．21生 牡2鹿 母 ヤマカツカトリーヌ 母母 ハウリングサクセス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走中止〕 ホワイトヘブン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 メガディスカバリ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：1番・4

番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライオンロック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

18050 7月14日 晴 稍重 （30福島2）第5日 第2競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走10時45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

510 セレナライティア 牝3栗 54
51 ▲木幡 育也島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋101：08．7 11．7�
713 クレバージェット 牡3栗 56 石橋 脩田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 512－ 61：09．12� 1．8�
47 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B468－ 21：09．63 5．2�
815 テンポディヴァルス 牡3鹿 56 西村 太一�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 440＋ 41：09．92 15．7�
35 パズルリンクス 牡3黒鹿 56

54 △藤田菜七子水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 428－ 41：10．1� 7．3�
59 コハルチャン 牝3栗 54 柴田 大知二口 雅一氏 土田 稔 新冠 村上牧場 436＋ 81：10．31� 93．2	
11 ペイシャキャサリン 牝3鹿 54 三浦 皇成北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 428－ 31：10．4クビ 114．5

36 ムテキノオジョウ 牝3芦 54 石川裕紀人國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 446± 0 〃 クビ 34．6�
48 ベ ー 牡3栗 56 小野寺祐太北山 敏�氏 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B488＋ 21：10．61� 22．4
714 キットドリームス 牝3黒鹿54 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 452＋ 81：10．8� 20．2�
612 ジョーダンピース 牡3黒鹿56 伴 啓太廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 日高 Shall Farm 444－ 41：11．01� 314．9�
12 ドリームセオリー 牡3青鹿56 内田 博幸ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 01：11．32 13．2�
816 フ チ コ マ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 小島牧場 498－ 41：11．83 123．7�
23 アミュレットカフェ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行西川 恭子氏 田中 清隆 様似 猿倉牧場 452－14 〃 ハナ 363．2�
611 アースワンハート 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 390 ―1：12．33 215．4�
24 ツクバアネラ 牝3黒鹿54 武士沢友治細谷 武史氏 天間 昭一 新冠 富本 茂喜 454－101：12．83 183．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，609，600円 複勝： 51，120，700円 枠連： 13，173，500円
馬連： 48，415，200円 馬単： 27，500，200円 ワイド： 35，587，900円
3連複： 67，165，600円 3連単： 91，156，100円 計： 360，728，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 210円 � 110円 � 140円 枠 連（5－7） 970円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 410円 �� 580円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 266096 的中 � 18149（4番人気）
複勝票数 計 511207 的中 � 35995（4番人気）� 218032（1番人気）� 74906（2番人気）
枠連票数 計 131735 的中 （5－7） 10435（4番人気）
馬連票数 計 484152 的中 �� 33044（4番人気）
馬単票数 計 275002 的中 �� 6152（10番人気）
ワイド票数 計 355879 的中 �� 20219（4番人気）�� 13340（7番人気）�� 58471（1番人気）
3連複票数 計 671656 的中 ��� 33286（3番人気）
3連単票数 計 911561 的中 ��� 4402（40番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．5―12．0―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．8―43．8―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレナライティア �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Officer デビュー 2018．1．13 中山7着

2015．2．7生 牝3栗 母 チーフオフィサーⅡ 母母 Guilty Pleasure 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 ツクバアネラ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ツクバアネラ号は，平成30年7月15日から平成30年8月5日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバアネラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14日まで平地競走

に出走できない。

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５日



18051 7月14日 晴 稍重 （30福島2）第5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 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

11 オーケストラ 牡3鹿 56 戸崎 圭太原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478－121：48．0 3．0�
814 ソ ン タ ク 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 430－ 41：48．85 83．4�
22 セイカメテオライト 牡3鹿 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 444－ 4 〃 クビ 13．9�
815 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 森 泰斗太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 468－121：49．01 42．2�

（船橋）

35 オーバーハング 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 490－ 21：49．32 6．2	
610 スズヨブラック 牡3鹿 56 内田 博幸鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 484＋ 41：49．72� 21．4

46 エスケイファースト 牡3栗 56 江田 照男�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 508－ 61：49．8	 22．1�
59 ジュンモユル 牡3鹿 56 西田雄一郎河合 純二氏 尾関 知人 新冠 マリオステー

ブル 490－ 21：50．11	 85．2�
712 アロングショット 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B450＋ 4 〃 クビ 4．8
713 トーセンアリエス 牡3栗 56 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 508＋ 81：50．2クビ 4．0�
23 ミセスユウコチャン 牝3栗 54 津村 明秀長谷川 彰氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 452－ 21：50．62� 167．2�
611 ア カ ツ キ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 450－ 41：50．81� 12．4�
34 サンマルスター 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 476＋ 21：51．54 272．4�
58 ゲンパチカガヤキ 牡3栗 56 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 前川 正美 456－ 4 〃 アタマ 281．1�
47 フクノヴァランス 牡3鹿 56 武士沢友治福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 470＋ 61：51．6	 108．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，680，600円 複勝： 39，662，000円 枠連： 16，440，600円
馬連： 53，953，700円 馬単： 27，675，400円 ワイド： 37，469，000円
3連複： 73，123，900円 3連単： 92，185，400円 計： 369，190，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 190円 � 1，940円 � 380円 枠 連（1－8） 5，350円

馬 連 �� 19，630円 馬 単 �� 28，510円

ワ イ ド �� 6，140円 �� 890円 �� 15，780円

3 連 複 ��� 58，710円 3 連 単 ��� 263，120円

票 数

単勝票数 計 286806 的中 � 74390（1番人気）
複勝票数 計 396620 的中 � 69466（3番人気）� 4237（11番人気）� 26356（6番人気）
枠連票数 計 164406 的中 （1－8） 2379（15番人気）
馬連票数 計 539537 的中 �� 2130（37番人気）
馬単票数 計 276754 的中 �� 728（65番人気）
ワイド票数 計 374690 的中 �� 1537（44番人気）�� 11429（10番人気）�� 594（64番人気）
3連複票数 計 731239 的中 ��� 934（119番人気）
3連単票数 計 921854 的中 ��� 254（551番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．3―13．4―13．3―12．1―12．7―13．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―31．0―44．4―57．7―1：09．8―1：22．5―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーケストラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2017．12．16 中山4着

2015．4．9生 牡3鹿 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔制裁〕 エスケイファースト号の騎手江田照男は，最後の直線コースで内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。
（非当選馬） 3頭 アルファルミナス号・シゲルヤングコーン号・モルドレッド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

18052 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時45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
1：57．3
1：56．1

良
良

59 パルクデラモール 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 22：01．2 3．5�

612 ラ テ ィ カ 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 488＋ 22：01．41� 9．8�
510 スタートアップ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 492± 02：01．5� 20．3�
12 ロイヤルオペラ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 62：01．71� 9．0�
714 シ ン デ レ ラ 牝3鹿 54 田辺 裕信エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 村下農場 442＋ 62：01．8� 4．8	
24 ブ ラ ー ノ 牝3鹿 54 津村 明秀 �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 450－ 22：01．9� 73．4

611 オースオブゴールド 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 432－ 42：02．0クビ 9．2�
47 パルティーレ 牝3栗 54 西田雄一郎吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 68．2�
35 オーヴォドーロ 牝3黒鹿54 森 泰斗諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋122：02．1クビ 7．3

（船橋）

36 ココリモアナ 牝3鹿 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 446＋ 62：02．63 76．9�
23 メ イ ロ ビ ン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 462＋ 4 〃 クビ 96．7�
816 ホウオウサマンサ 牝3栗 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B456＋102：03．02� 128．8�
48 ニシノミストレス 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 438＋ 82：03．63� 28．3�
713 サニージューク 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 462＋102：04．13 260．0�
815 メープルリキュール 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 428－122：04．52� 7．1�
11 セブンスウェル 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子 AIレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 402 ―2：07．2大差 68．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，432，700円 複勝： 52，213，300円 枠連： 15，517，000円
馬連： 62，568，300円 馬単： 26，619，500円 ワイド： 43，668，700円
3連複： 86，000，300円 3連単： 97，599，000円 計： 415，618，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 270円 � 450円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，010円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 40，060円

票 数

単勝票数 計 314327 的中 � 71642（1番人気）
複勝票数 計 522133 的中 � 121398（1番人気）� 46239（6番人気）� 23518（8番人気）
枠連票数 計 155170 的中 （5－6） 19575（1番人気）
馬連票数 計 625683 的中 �� 27244（7番人気）
馬単票数 計 266195 的中 �� 6498（8番人気）
ワイド票数 計 436687 的中 �� 13996（9番人気）�� 11167（13番人気）�� 4482（27番人気）
3連複票数 計 860003 的中 ��� 6652（33番人気）
3連単票数 計 975990 的中 ��� 1766（146番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―11．8―12．4―13．5―12．4―11．8―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．5―35．3―47．7―1：01．2―1：13．6―1：25．4―1：37．1―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パルクデラモール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Privately Held デビュー 2018．1．13 中山2着

2015．2．2生 牝3鹿 母 レディシャツィ 母母 Shatzi 8戦1勝 賞金 11，725，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セブンスウェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14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 アイリーデイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



18053 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時35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

36 � ヨークテソーロ 牝2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-

stock Limited 428 ―1：11．5 2．9�
47 マ メ シ ボ リ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 400 ―1：11．6� 140．5�
510 シ ャ ウ エ ン 牝2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 460 ―1：11．7	 5．2�
59 ミリオンゲーム 牝2栗 54

52 △藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 414 ―1：11．91
 6．5�
48 プランタンヴェール 牝2鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 508 ―1：12．22 4．9	
35 サイゴウパワー 牡2栗 54 宮崎 北斗西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 428 ―1：12．51� 27．7

611 リネンビスケット 牝2黒鹿54 石川裕紀人戸山 光男氏 加藤 和宏 浦河 中神牧場 438 ―1：12．71
 35．2�
816� リトルモンスター 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 武井 亮 米

Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

468 ―1：12．8クビ 7．5�
714 ムスティッカ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 410 ―1：13．11� 153．0
815 タマモキャペリン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 440 ―1：13．2� 67．0�
12 ベアラッキー 牝2栗 54 森 泰斗熊木 浩氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 434 ―1：13．62	 66．1�

（船橋）

23 マイネルシウン 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 448 ―1：13．7� 40．2�

11 クリスタルボール 牝2黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 森永牧場 442 ―1：13．91	 55．3�
24 タイトロープウィン 牝2栗 54 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 416 ―1：14．21� 62．1�
612 パーティーアニマル 牡2鹿 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 424 ―1：14．3クビ 134．8�
713 サ ノ ノ ド ン 牡2栗 54 田中 勝春佐野 信幸氏 中野 栄治 新ひだか 大典牧場 460 ―1：15．79 259．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，109，800円 複勝： 34，837，400円 枠連： 15，331，700円
馬連： 49，160，100円 馬単： 24，454，100円 ワイド： 32，474，100円
3連複： 62，108，500円 3連単： 75，733，000円 計： 329，208，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 1，950円 � 170円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 12，810円 馬 単 �� 16，950円

ワ イ ド �� 4，210円 �� 440円 �� 6，130円

3 連 複 ��� 19，400円 3 連 単 ��� 109，370円

票 数

単勝票数 計 351098 的中 � 97318（1番人気）
複勝票数 計 348374 的中 � 75826（1番人気）� 3004（15番人気）� 58500（2番人気）
枠連票数 計 153317 的中 （3－4） 17179（2番人気）
馬連票数 計 491601 的中 �� 2972（30番人気）
馬単票数 計 244541 的中 �� 1082（44番人気）
ワイド票数 計 324741 的中 �� 1878（37番人気）�� 21102（4番人気）�� 1282（53番人気）
3連複票数 計 621085 的中 ��� 2400（58番人気）
3連単票数 計 757330 的中 ��� 502（278番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．5―47．2―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 6，10，11，9，8（5，7）－（14，16）（2，3）－15－（1，4，12）13 4 6（10，11）（5，9，8）7，16，14，2，3－15，1，4－（12，13）

勝馬の
紹 介

�ヨークテソーロ �
�
父 Kingman �

�
母父 Dansili 初出走

2016．3．23生 牝2鹿 母 Masaya 母母 Anbella 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノノドン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

18054 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系2歳
発走13時05分 （ダート・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
1：08．5

良
良

47 ジ ョ ウ ラ ン 牡2栗 54 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 須崎牧場 470 ―1：09．7 4．4�
713 アンジェリーブル 牝2栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434 ―1：09．91� 15．1�
816 マイネルバトゥータ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 456 ―1：10．43 9．5�
23 イベリスリーフ 牝2栗 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 436 ―1：10．5� 5．3�
11 バンブトンハート 牝2青鹿54 伴 啓太樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 490 ―1：11．56 37．4	
714 ナンヨーオボロヅキ 牝2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 新ひだか へいはた牧場 460 ―1：11．6クビ 25．2

35 マイネルアルケミー 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 村下 清志 462 ―1：12．02� 3．1�
612 カシノラウト 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 474 ―1：12．21� 14．4�
59 ストラトフォード 牝2鹿 54 森 泰斗下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B454 ―1：12．62� 52．5
（船橋）

12 セ ド ナ 牡2黒鹿54 武士沢友治桐谷 茂氏 石栗 龍彦 新冠 高瀬牧場 460 ― 〃 ハナ 56．3�
48 バームクーヘン 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 土田 稔 浦河 ミルファーム 470 ―1：13．02� 29．0�
24 ク リ ム ト ゥ 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 500 ―1：13．31� 95．7�
510 オールドロマン 牝2芦 54 西田雄一郎�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 460 ―1：14．25 110．6�
611 ヴァンキッシュアイ 牡2鹿 54 大野 拓弥会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466 ―1：14．3� 27．4�
36 シゲルホタルイシ 牡2栗 54

53 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 470 ―1：15．78 49．1�
815 ド ナ リ エ ラ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 福岡 駿弥 472 ― 〃 クビ 184．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，826，100円 複勝： 38，176，800円 枠連： 14，997，300円
馬連： 52，792，300円 馬単： 24，515，100円 ワイド： 34，654，700円
3連複： 66，022，100円 3連単： 75，852，700円 計： 339，837，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 350円 � 320円 枠 連（4－7） 1，700円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，080円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 45，670円

票 数

単勝票数 計 328261 的中 � 61503（2番人気）
複勝票数 計 381768 的中 � 61120（3番人気）� 25609（5番人気）� 29411（4番人気）
枠連票数 計 149973 的中 （4－7） 6832（8番人気）
馬連票数 計 527923 的中 �� 11126（14番人気）
馬単票数 計 245151 的中 �� 3073（23番人気）
ワイド票数 計 346547 的中 �� 8077（11番人気）�� 8339（10番人気）�� 4514（19番人気）
3連複票数 計 660221 的中 ��� 4811（28番人気）
3連単票数 計 758527 的中 ��� 1204（125番人気）

ハロンタイム 9．7―11．2―11．1―12．3―12．9―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．9―32．0―44．3―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ ウ ラ ン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Storm Cat 初出走

2016．5．22生 牡2栗 母 ドーニングストーム 母母 Triumph At Dawn 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルホタルイシ号・ドナリエラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月

14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キンノオノ号・ジュラブスカイト号・ストレルカ号・ヒマワリオジョウ号・モーンストルム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



18055 7月14日 晴 良 （30福島2）第5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 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

611 ダウンタウンキラリ 牝3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 432－ 41：08．9 4．9�
612 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 444－101：09．21� 7．6�
36 グッドジュエリー 牝3芦 54 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 450± 01：09．41� 90．2�
816 ドリームジャンボ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 468＋101：09．5	 10．7�
714 マイネルカルム 牡3青 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 61：09．6	 30．7	
35 ニシノラプランセス 牝3青鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 456＋ 2 〃 アタマ 6．5

59 マヤノフロスティ 牡3芦 56 石橋 脩田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 498－ 41：09．81� 7．4�
24 ウインソリティア 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 41：10．01� 99．7�
48 デルマミモザ 牝3鹿 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 422－121：10．1クビ 262．1
11 
 ユナリオンス 牝3鹿 54 田中 勝春�ノースヒルズ 萩原 清 愛 Noel O’Cal-

laghan 450± 01：10．2	 7．2�
47 ショウナンアイシス 牝3青鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 静内フアーム 444＋ 21：10．52 4．9�
12 エクスポジション 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472 ―1：10．6クビ 11．4�
23 パワフルテソーロ 牡3黒鹿56 森 泰斗了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 496＋ 21：10．81	 79．7�
（船橋）

510 モーニングヒカル 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 418＋12 〃 ハナ 338．4�

815 シンボリピカソ 牡3芦 56 内田 博幸シンボリ牧場 堀 宣行 日高 シンボリ牧場 B484± 0 〃 ハナ 31．5�
713 ホウオウユーミン 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子小笹 芳央氏 栗田 徹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 418＋ 41：10．9� 113．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，461，800円 複勝： 52，377，100円 枠連： 20，484，100円
馬連： 70，807，800円 馬単： 28，987，000円 ワイド： 46，255，300円
3連複： 91，162，800円 3連単： 107，978，500円 計： 451，514，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 280円 � 1，520円 枠 連（6－6） 2，390円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 810円 �� 7，360円 �� 8，580円

3 連 複 ��� 59，290円 3 連 単 ��� 224，950円

票 数

単勝票数 計 334618 的中 � 53701（2番人気）
複勝票数 計 523771 的中 � 91500（2番人気）� 49212（5番人気）� 6956（11番人気）
枠連票数 計 204841 的中 （6－6） 6627（12番人気）
馬連票数 計 708078 的中 �� 23832（8番人気）
馬単票数 計 289870 的中 �� 5405（10番人気）
ワイド票数 計 462553 的中 �� 15613（4番人気）�� 1573（49番人気）�� 1348（58番人気）
3連複票数 計 911628 的中 ��� 1153（135番人気）
3連単票数 計1079785 的中 ��� 348（623番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―11．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．5―44．9―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダウンタウンキラリ �
�
父 Point of Entry �

�
母父 City Zip デビュー 2017．6．24 函館3着

2015．3．15生 牝3栗 母 ダウンタウンガール 母母 Beautiful Moment 8戦1勝 賞金 10，150，000円
※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 ヤマニンディアリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

18056 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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
1：40．9

良
重

712 サウンドマジック 牝4栗 55
53 △藤田菜七子増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 442＋ 81：46．9 4．8�

45 ビ ジ ョ ッ テ 牝4鹿 55 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 502＋ 41：47．21� 5．9�
610 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 480＋ 21：47．51� 6．9�
57 ペイシャリサ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 472－ 21：47．71� 84．6�
711 プロディジャス 牝4鹿 55 杉原 誠人�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476－ 8 〃 ハナ 17．2�
814 ガトーブリランテ 牝3栗 52 津村 明秀 	サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 8．0

34 レ ユ シ ッ ト 牝3黒鹿52 戸崎 圭太落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 B454＋ 6 〃 アタマ 3．4�
33 アミスターミノル 牝3栗 52 三浦 皇成吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466＋101：48．12� 10．1�
22 	 ファストソレル 牝4栗 55 武士沢友治島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 474± 01：48．31 141．8�
813 オウケンブライト 牝4芦 55 森 泰斗福井 明氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 478＋ 31：48．4� 56．3�

（船橋）

11 シ ー ホ ー ス 牝3栗 52
51 ☆武藤 雅草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 436＋101：48．5� 11．6�

46 	 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± 01：49．13� 339．3�
69 ラ ソ 牝4黒鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 426－101：49．2� 33．3�
58 	 ハコダテオウカ 牝4鹿 55 宮崎 北斗河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 464－ 21：49．51� 285．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，678，900円 複勝： 49，154，500円 枠連： 18，459，500円
馬連： 78，329，200円 馬単： 31，563，600円 ワイド： 46，158，300円
3連複： 93，413，900円 3連単： 116，406，600円 計： 467，164，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 190円 � 190円 枠 連（4－7） 1，580円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 680円 �� 660円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 15，880円

票 数

単勝票数 計 336789 的中 � 55464（2番人気）
複勝票数 計 491545 的中 � 72834（2番人気）� 65547（4番人気）� 67049（3番人気）
枠連票数 計 184595 的中 （4－7） 9024（7番人気）
馬連票数 計 783292 的中 �� 31921（7番人気）
馬単票数 計 315636 的中 �� 7355（9番人気）
ワイド票数 計 461583 的中 �� 17343（8番人気）�� 17959（7番人気）�� 18343（6番人気）
3連複票数 計 934139 的中 ��� 21064（8番人気）
3連単票数 計1164066 的中 ��� 5313（30番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．2―12．6―12．9―12．5―12．7―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．7―43．3―56．2―1：08．7―1：21．4―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドマジック �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．5．13 東京11着

2014．3．10生 牝4栗 母 ヘイローマジック 母母 ハイランドファンタジー 10戦2勝 賞金 20，650，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



18057 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第9競走 ��
��1，800�

お ぐ に ぬ ま

雄 国 沼 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

46 ハギノカエラ 牝5栗 55 田辺 裕信安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 420＋121：47．5 6．6�
610 レッドシルヴィ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 ハナ 6．1�
69 ガウディウム 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 4．9�
58 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 446－ 21：47．82 14．5�
34 シュバルツリッター 牡3青鹿54 武藤 雅ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 464－ 21：48．11	 5．7	
45 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �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 428＋ 41：48．2	 3．2

11 マ ス ラ オ 
4栗 57 伊藤 工真 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 440－10 〃 ハナ 99．7�
814 レ ア バ ー ド 牡3鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 510± 0 〃 ハナ 62．1�
712 ローズクランス 牡5鹿 57 津村 明秀グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 クビ 14．6
813 アピールバイオ 牝4鹿 55 北村 宏司バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 B442± 01：48．41 15．2�
33 タイドオーバー 牝3黒鹿52 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 420－121：49．25 65．5�
711� アンヴェルス 牡4黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 452± 01：50．26 300．1�
57 スターリバー 牝3栗 52 菅原 隆一田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 430＋ 41：50．3	 247．4�
22 ジョリルミエール 牝3鹿 52 山田 敬士後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 410－ 21：51．25 254．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，041，600円 複勝： 52，458，500円 枠連： 24，772，000円
馬連： 91，016，600円 馬単： 36，904，900円 ワイド： 49，048，600円
3連複： 109，318，000円 3連単： 141，943，100円 計： 540，503，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 190円 � 180円 枠 連（4－6） 320円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 630円 �� 490円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 17，620円

票 数

単勝票数 計 350416 的中 � 41948（5番人気）
複勝票数 計 524585 的中 � 70615（3番人気）� 70084（4番人気）� 78499（2番人気）
枠連票数 計 247720 的中 （4－6） 58515（1番人気）
馬連票数 計 910166 的中 �� 33868（9番人気）
馬単票数 計 369049 的中 �� 7044（17番人気）
ワイド票数 計 490486 的中 �� 19320（7番人気）�� 26056（5番人気）�� 27383（3番人気）
3連複票数 計1093180 的中 ��� 32473（6番人気）
3連単票数 計1419431 的中 ��� 5839（50番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．6―11．9―11．8―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．2―47．8―59．7―1：11．5―1：23．3―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0
1
3
11，5（3，13）（2，7，10）（4，8）－14，6－9，1，12・（11，5）13（3，10）2（7，8）（4，6）14，9（1，12）

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

勝馬の
紹 介

ハギノカエラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．28 阪神5着

2013．5．6生 牝5栗 母 ハギノプリンセス 母母 サベージレディ 23戦1勝 賞金 29，700，000円

18058 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．7．15以降30．7．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

78 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 506± 02：39．1 23．3�

22 アロマドゥルセ 牝4青鹿53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 426－ 42：39．42 3．7�
11 � イ チ ダ イ 牡5鹿 56 北村 宏司合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 518－ 62：39．5� 6．5�
79 コスモジャーベ 牡5黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 480± 02：39．6クビ 10．4�
44 シャリオヴァルト 	5鹿 54 丸田 恭介前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 62：40．13 20．5	
67 ホウオウパフューム 牝4栗 55 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 482－ 62：40．31 3．8

810 シャインブライト 牡5芦 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 478－ 22：40．51 16．1�
55 ミルトプレスト 牡4鹿 56 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 508＋122：40．92� 3．9�
66 リングオブハピネス 牝5栗 51 武藤 雅五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 458－ 62：41．22 81．5
811 マイネルクラフト 牡5黒鹿54 石川裕紀人 �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 B480－ 82：41．41 27．8�
33 � ハヤブサライデン 牡6鹿 53 藤田菜七子�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 B486± 02：42．67 63．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，735，200円 複勝： 67，895，700円 枠連： 22，413，800円
馬連： 122，638，000円 馬単： 47，726，300円 ワイド： 67，639，700円
3連複： 153，401，400円 3連単： 210，858，400円 計： 739，308，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 510円 � 160円 � 180円 枠 連（2－7） 1，330円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 12，060円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，650円 �� 480円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 66，550円

票 数

単勝票数 計 467352 的中 � 15992（8番人気）
複勝票数 計 678957 的中 � 25471（9番人気）� 131068（1番人気）� 107856（3番人気）
枠連票数 計 224138 的中 （2－7） 13038（6番人気）
馬連票数 計1226380 的中 �� 18790（19番人気）
馬単票数 計 477263 的中 �� 2966（45番人気）
ワイド票数 計 676397 的中 �� 10655（20番人気）�� 10081（23番人気）�� 38724（6番人気）
3連複票数 計1534014 的中 ��� 14979（30番人気）
3連単票数 計2108584 的中 ��� 2297（234番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．1―12．6―12．6―11．8―11．9―12．8―12．4―11．6―11．5―12．1―12．5

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�
13．2―25．2―37．3―49．9―1：02．5―1：14．3―1：26．2―1：39．0―1：51．4―2：03．0―2：14．5―2：26．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルカレッツァ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Old Trieste デビュー 2014．8．16 札幌3着

2012．5．22生 牡6黒鹿 母 ポップコーンプリンセス 母母 Zipangu Alydar 28戦4勝 賞金 72，528，000円



18059 7月14日 晴 良 （30福島2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ だ た ら

安達太良ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

814 ノーブルサターン 牡4黒鹿57 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 506－ 21：45．9 7．4�
815 レッドオルバース 牡6栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 クビ 6．8�
610 スウィフトレイド 牡5栗 57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 506－ 41：46．1	 6．3�
47 サトノアッシュ 牡6鹿 57 田中 勝春 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 488－ 21：46．31
 59．2�
11 ビッグスモーキー 牡3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 526＋ 3 〃 ハナ 4．3	
35 フィールザプリティ 牝6黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 478＋ 21：46．62 24．3

46 ミッシングリンク 牝4栗 55 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 524＋121：46．91	 3．7�
22 エバーキュート 牝6栗 55 森 泰斗宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 41：47．0	 23．4�

（船橋）

712� パルトネルラーフ 牡5鹿 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 502± 0 〃 ハナ 112．4
23 コアレスキング 牡8鹿 57 村田 一誠小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 コアレススタッド 536＋ 61：47．1クビ 209．2�
713 メイショウバッハ 牡5栗 57 柴田 大知松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 496＋101：47．2� 97．1�
34 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム B454＋ 21：47．41
 9．4�
59 デジタルフラッシュ 牡7栗 57 木幡 育也 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 470－ 41：47．5クビ 132．7�
58 クロフネビームス 牝6芦 55 武藤 雅古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 476－ 61：47．71
 61．0�
611 フ ァ ド ー グ 7黒鹿57 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：48．12� 15．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 85，189，500円 複勝： 119，709，500円 枠連： 68，031，600円
馬連： 291，827，900円 馬単： 112，763，100円 ワイド： 147，644，400円
3連複： 412，803，400円 3連単： 564，355，000円 計： 1，802，324，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 240円 � 240円 枠 連（8－8） 2，370円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 850円 �� 940円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 28，130円

票 数

単勝票数 計 851895 的中 � 91139（5番人気）
複勝票数 計1197095 的中 � 132784（4番人気）� 132890（3番人気）� 131701（5番人気）
枠連票数 計 680316 的中 （8－8） 22178（11番人気）
馬連票数 計2918279 的中 �� 97000（11番人気）
馬単票数 計1127631 的中 �� 19466（18番人気）
ワイド票数 計1476444 的中 �� 44434（11番人気）�� 39967（12番人気）�� 55235（5番人気）
3連複票数 計4128034 的中 ��� 63512（15番人気）
3連単票数 計5643550 的中 ��� 14542（84番人気）

ハロンタイム 6．8―11．5―12．4―13．0―12．7―12．1―12．3―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．7―43．7―56．4―1：08．5―1：20．8―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルサターン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神12着

2014．5．8生 牡4黒鹿 母 クロスマイハート 母母 ビューティフルゴールド 15戦4勝 賞金 60，992，000円
［他本会外：2戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アースコネクター号・イーストオブザサン号・ウイングチップ号・オウケンブラック号・ビスカリア号・

マイネルトゥラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

18060 7月14日 晴 良 （30福島2）第5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

815 ディアサルファー 牝3栗 52 三浦 皇成ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 466－ 81：08．7 2．0�

713 グットクルサマー 牡3栗 54
53 ☆武藤 雅 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 61：09．23 3．9�

712 カトルラポール 牝5鹿 55 内田 博幸石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 468－ 61：09．3� 5．5�
58 ホウオウスクラム 牡3栗 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 482－141：09．51 13．7�
59 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 52 江田 照男�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 468＋ 81：09．6� 64．6	
611 ハッピーランラン 牝4鹿 55 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋14 〃 クビ 21．3

814 ネオビッグバン 牡5鹿 57 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 462－121：09．7� 94．9�
35 	 ペ キ ノ ワ 牝3鹿 52 森 泰斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 佐藤 裕太 新ひだか 岡田スタツド B440－ 81：10．23 74．8�
（船橋） （船橋）

46 
 シベリアンマッシブ 牡6黒鹿57 宮崎 北斗藤田 在子氏 天間 昭一 新ひだか 木田牧場 484－ 4 〃 ハナ 172．7
610 ベイビーキャズ 牡3鹿 54 津村 明秀大塚Ry’sCLUB 矢野 英一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462＋10 〃 ハナ 28．9�
47 アップファーレン 牝3栗 52

50 △藤田菜七子�KTレーシング 上原 博之 新冠 パカパカ
ファーム 490＋ 41：10．52 9．6�

34 
 フ リ ッ カ 牝4栗 55 丸田 恭介門野 文典氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム 430－ 4 〃 アタマ 113．3�
22 ジオパークボス 牡3栗 54

51 ▲山田 敬士小関 勝紀氏 青木 孝文 様似 中村 俊紀 B446± 01：10．6クビ 175．2�
11 
 タニセンジュピター 牡4鹿 57 菅原 隆一染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 454－ 61：11．02� 268．5�
23 	 ピ ー ベ リ ー 牝3青鹿52 菅原 俊吏松田 正一氏 伊藤 和 新ひだか 桑嶋 峰雄 430－ 21：11．74 87．3�

（岩手） （岩手）

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，384，200円 複勝： 80，471，100円 枠連： 40，257，100円
馬連： 140，692，400円 馬単： 72，734，100円 ワイド： 85，019，000円
3連複： 194，162，300円 3連単： 328，084，400円 計： 1，006，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，690円

票 数

単勝票数 計 653842 的中 � 253342（1番人気）
複勝票数 計 804711 的中 � 289411（1番人気）� 117784（2番人気）� 115795（3番人気）
枠連票数 計 402571 的中 （7－8） 127226（1番人気）
馬連票数 計1406924 的中 �� 252806（1番人気）
馬単票数 計 727341 的中 �� 81511（2番人気）
ワイド票数 計 850190 的中 �� 99129（2番人気）�� 117547（1番人気）�� 57281（3番人気）
3連複票数 計1941623 的中 ��� 264210（1番人気）
3連単票数 計3280844 的中 ��� 140665（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．6―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアサルファー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．30 新潟2着

2015．2．12生 牝3栗 母 リ バ ラ ン 母母 セトフローリアンⅡ 9戦2勝 賞金 24，906，000円
※出走取消馬 ニシノオウカン号（疾病〔疝痛〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ケルベロス号・サンタナブルー号・シキシマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（30福島2）第5日 7月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 180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

186，220，000円
9，080，000円
18，120，000円
1，400，000円
20，530，000円
73，602，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
478，083，900円
677，307，900円
283，906，500円
1，114，537，300円
486，708，200円
661，603，800円
1，485，700，100円
1，990，181，200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 7，178，028，900円

総入場人員 9，819名 （有料入場人員 8，154名）
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