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18073 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第1競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時10分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード2：59．3良

57 � エイシンスペーシア �7栗 60 山本 康志岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 456－ 43：04．2 7．9�
33 シークレットパス 牡7芦 60 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468－ 43：04．3� 5．5�
814 レジェンドパワー �6黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 436－123：04．62 18．6�
34 シ ロ ク ニ �4栗 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 460＋ 8 〃 ハナ 5．4�
69 キズナエンドレス 牝7鹿 58 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 482－ 43：06．6大差 15．4�
712 ヴァルコイネン 牡7芦 60 小野寺祐太吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 466－ 63：06．81� 9．1�
711 パルナッソス �4芦 60 高野 和馬 	キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 476－ 23：08．39 22．3

45 キャプテンロブロイ 牡5青鹿60 五十嵐雄祐 	シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520＋ 83：09．36 4．5�
610 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 528－ 43：09．4� 11．5�
58 ヒラボクプリンス 牡8鹿 60 白浜 雄造平田牧場 安田 翔伍 浦河 大柳ファーム 486－123：12．6大差 13．8�
46 ララベスラーナ 牝4栗 58 難波 剛健ディアレストクラブ 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 470－ 2 〃 ハナ 81．6�
22 ナ イ ス ワ ン 牡5栗 60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 中橋 清 458－ 23：16．1大差 128．9�
11 � ビルトアゲン 牡5黒鹿60 上野 翔浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 帰山 清貴 496＋ 23：29．1大差 108．9�
813 ドゥドゥドゥ 牡5青鹿60 黒岩 悠	ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 464－ 4 （競走中止） 12．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，989，300円 複勝： 17，172，500円 枠連： 10，705，400円
馬連： 32，050，300円 馬単： 15，540，900円 ワイド： 20，203，000円
3連複： 52，131，500円 3連単： 58，619，400円 計： 218，412，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 240円 � 530円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，780円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 15，370円 3 連 単 ��� 76，570円

票 数

単勝票数 計 119893 的中 � 12012（4番人気）
複勝票数 計 171725 的中 � 17225（4番人気）� 20525（3番人気）� 7445（9番人気）
枠連票数 計 107054 的中 （3－5） 12009（2番人気）
馬連票数 計 320503 的中 �� 13173（6番人気）
馬単票数 計 155409 的中 �� 2860（14番人気）
ワイド票数 計 202030 的中 �� 6586（7番人気）�� 2890（28番人気）�� 2091（36番人気）
3連複票数 計 521315 的中 ��� 2543（60番人気）
3連単票数 計 586194 的中 ��� 555（284番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 53．1－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンスペーシア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 With Approval

2011．4．2生 �7栗 母 マシロンガール 母母 Above the Salt 障害：5戦1勝 賞金 12，880，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ドゥドゥドゥ号は，5号障害〔ハードル〕の飛越を拒否したため競走中止。
〔制裁〕 シロクニ号の騎手石神深一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドゥドゥドゥ号は，平成30年7月22日から平成30年8月12日まで出走停止。停止期間の満了後に障

害調教再審査。
※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 ブルベアバック号

18074 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

47 ジャンティエス 牝3栗 54 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 468－ 21：47．3 1．9�
11 メダリオンモチーフ 牝3黒鹿54 内田 博幸吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 424－ 41：48．04 28．1�
58 サクラボヌール 牝3栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 464＋ 61：48．21� 5．1�
46 ロマンスガッサン 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 B476－ 81：48．3� 26．3�
22 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 480－ 21：48．51 8．9�
59 イディナローク 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 千津氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 442－ 61：48．81� 13．3	
34 ブリーズドゥース 牝3鹿 54 石橋 脩 
社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 500－ 21：49．22� 7．6�
712 カプリロマン 牝3鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 浦河 不二牧場 432－ 4 〃 ハナ 216．4�
35 ラ プ チ ュ ア 牝3栗 54 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 430± 01：49．41� 36．0
815 レディボロニヤ 牝3栗 54 横山 典弘松本 俊廣氏 尾関 知人 新冠 タニグチ牧場 408－ 21：49．5� 30．6�
611 イ ー リ ス 牝3栗 54 大野 拓弥
谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 462＋ 21：49．6クビ 26．3�
23 スターヴォヤージ 牝3鹿 54 田辺 裕信 
シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：50．55 30．8�
610 アンシンカブル 牝3栗 54 柴田 大知水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 410－ 21：50．6� 176．7�
713 スノービスケット 牝3鹿 54 嘉藤 貴行吉川 朋宏氏 竹内 正洋 日高 スマイルファーム B468＋ 61：50．7� 424．2�
814 エールマリアージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人 
シルクレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 折手牧場 468－ 81：51．33� 110．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，997，400円 複勝： 43，261，000円 枠連： 11，477，900円
馬連： 48，503，100円 馬単： 25，854，200円 ワイド： 35，760，700円
3連複： 66，873，400円 3連単： 87，344，200円 計： 347，071，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 500円 � 160円 枠 連（1－4） 2，550円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 960円 �� 250円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 24，110円

票 数

単勝票数 計 279974 的中 � 114766（1番人気）
複勝票数 計 432610 的中 � 170868（1番人気）� 12130（7番人気）� 57915（2番人気）
枠連票数 計 114779 的中 （1－4） 3480（9番人気）
馬連票数 計 485031 的中 �� 12661（11番人気）
馬単票数 計 258542 的中 �� 4487（13番人気）
ワイド票数 計 357607 的中 �� 8736（11番人気）�� 44105（1番人気）�� 4584（19番人気）
3連複票数 計 668734 的中 ��� 10889（13番人気）
3連単票数 計 873442 的中 ��� 2626（70番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．2―12．9―13．0―12．7―12．5―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．6―43．5―56．5―1：09．2―1：21．7―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャンティエス �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．22 新潟12着

2015．1．26生 牝3栗 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 9戦1勝 賞金 12，900，000円
〔制裁〕 イディナローク号の騎手北村宏司は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

第２回 福島競馬 第７日



18075 7月21日 晴 良 （30福島2）第7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

815 アカリダイヤモンド 牡3栗 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 450－ 21：47．5 1．6�
814 マイネルラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 542＋ 21：47．81� 21．3�
11 ジュノーフォンテン 牝3鹿 54 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 502－101：48．01 38．5�
46 グヴィアズダ 牡3鹿 56 津村 明秀 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 434± 01：48．32 7．0�
610 レッドアグラード 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 520－ 61：48．72 87．2�
59 トーアスサノオー 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 B450－ 21：48．8� 218．3	
47 オ オ イ リ 牡3鹿 56 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 浦河 丸幸小林牧場 B484－ 61：49．01� 14．1

34 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 426－ 41：49．1� 19．8�
713 フォルミダーブル �3栗 56 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496－121：49．31� 51．8�
35 ファルステーロ 牡3鹿 56 的場 勇人日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 444＋ 41：49．83 325．9�
22 ニシノラヴコール 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 村上 欽哉 428－101：49．9� 47．2�
712 アスクヴション 牡3黒鹿56 武士沢友治廣崎 利洋氏 青木 孝文 平取 清水牧場 464－141：50．43 31．6�
23 エバンゲリスト 牡3黒鹿56 伴 啓太 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 474± 01：50．61� 244．1�
611 キタノアラムシャ 牡3黒鹿56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B466＋ 2 〃 ハナ 41．1�
58 ヒラボクプレミアム 牡3青 56 戸崎 圭太�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 456－101：52．8大差 4．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，176，500円 複勝： 94，938，900円 枠連： 18，482，700円
馬連： 52，371，000円 馬単： 30，594，600円 ワイド： 39，344，700円
3連複： 69，570，400円 3連単： 104，214，000円 計： 438，692，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 530円 枠 連（8－8） 1，380円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，020円 �� 5，430円

3 連 複 ��� 8，790円 3 連 単 ��� 22，250円

票 数

単勝票数 計 291765 的中 � 138059（1番人気）
複勝票数 計 949389 的中 � 684260（1番人気）� 22569（5番人気）� 13326（7番人気）
枠連票数 計 184827 的中 （8－8） 10319（4番人気）
馬連票数 計 523710 的中 �� 31302（4番人気）
馬単票数 計 305946 的中 �� 16545（4番人気）
ワイド票数 計 393447 的中 �� 19016（4番人気）�� 9841（8番人気）�� 1748（42番人気）
3連複票数 計 695704 的中 ��� 5935（28番人気）
3連単票数 計1042140 的中 ��� 3395（62番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．1―13．0―13．1―12．5―12．8―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．6―43．6―56．7―1：09．2―1：22．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アカリダイヤモンド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．12．3 中山5着

2015．3．9生 牡3栗 母 イノチノアカリ 母母 マダムミッテラン 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒラボクプレミアム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21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 エンドゾーンダンス号

18076 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第4競走 ��3，380�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時45分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：38．5良

33 アズマタックン 牡5青鹿60 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 502＋ 63：49．3 5．6�
66 クラシックマーク 牝7栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 458＋ 23：49．93� 12．9�
22 ミュートエアー 牡5黒鹿61 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 458－ 43：50．11� 1．9�
55 ル ー 牡8鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 468＋ 83：50．84 22．8�
88 � ヤマタケジャイアン �5芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 450－ 63：50．9クビ 35．0�
44 シゲルヒノクニ 牡6栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 中村 雅明 516± 0 〃 クビ 25．9�
11 サムライフォンテン 牡5黒鹿60 高野 和馬吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 474＋ 43：51．0� 71．5	
77 クランモンタナ 牡9芦 60 熊沢 重文 
社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484＋ 23：56．6大差 7．2�
89 クロフネフリート 牡7鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 538＋ 64：00．5大差 4．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，675，100円 複勝： 30，327，500円 枠連： 6，975，300円
馬連： 30，992，400円 馬単： 21，603，800円 ワイド： 21，947，500円
3連複： 43，027，200円 3連単： 89，778，700円 計： 266，327，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（3－6） 2，710円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 640円 �� 270円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 12，820円

票 数

単勝票数 計 216751 的中 � 30489（3番人気）
複勝票数 計 303275 的中 � 35049（2番人気）� 25509（4番人気）� 154633（1番人気）
枠連票数 計 69753 的中 （3－6） 1989（10番人気）
馬連票数 計 309924 的中 �� 8635（12番人気）
馬単票数 計 216038 的中 �� 3107（18番人気）
ワイド票数 計 219475 的中 �� 7691（8番人気）�� 22533（2番人気）�� 19177（4番人気）
3連複票数 計 430272 的中 ��� 27842（5番人気）
3連単票数 計 897787 的中 ��� 5074（48番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 51．9－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アズマタックン 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．11．28 京都7着

2013．1．17生 牡5青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 障害：17戦2勝 賞金 50，230，000円

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 5日第 2競走）
〔その他〕　　ツクバアネラ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨近位剥離骨折〕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。



18077 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．9
1：59．8

良
良

57 ボ ス ジ ラ 牡2芦 54 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476 ―2：04．6 2．6�

813 コ ル ク 牡2栗 54 丸田 恭介是枝 浩平氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 500 ―2：04．7� 37．2�
22 ゲインスプレマシー 牡2鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 486 ―2：05．44 7．6�
814 キタサンバルカン 牡2鹿 54 北村 宏司�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 416 ―2：05．6� 8．6�

（キタサンガトリン）

711 ウィードソウル 牡2青鹿 54
53 ☆武藤 雅杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 500 ―2：05．7� 102．1	

33 チェスナットバレー 牡2鹿 54 大野 拓弥大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452 ―2：06．12� 20．4

45 アントリューズ 牡2鹿 54 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 488 ―2：06．52� 4．2�
11 サ ン ル イ ス 牡2栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530 ―2：07．35 21．1�
46 ジェイケイディーバ 牝2鹿 54 武士沢友治小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 478 ―2：07．61� 122．6
610 ジョガールボニート 牡2青鹿54 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 444 ― 〃 アタマ 6．4�
69 イントゥアドリーム 牡2青鹿 54

52 △藤田菜七子薪浦 州平氏 和田 雄二 安平 吉田 三郎 434 ―2：08．13 92．5�
58 デュエットカラー 牡2黒鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 434 ―2：08．52� 258．6�
34 ウインコンダクター 牡2黒鹿54 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 446 ―2：09．14 76．9�
712 マイネルフトゥーロ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 496 ―2：10．05 121．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，433，200円 複勝： 36，256，300円 枠連： 10，753，000円
馬連： 48，388，800円 馬単： 25，552，400円 ワイド： 32，305，600円
3連複： 60，329，800円 3連単： 79，043，600円 計： 330，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 570円 � 210円 枠 連（5－8） 730円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 390円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 53，300円

票 数

単勝票数 計 374332 的中 � 117011（1番人気）
複勝票数 計 362563 的中 � 93059（1番人気）� 11485（8番人気）� 42763（4番人気）
枠連票数 計 107530 的中 （5－8） 11405（2番人気）
馬連票数 計 483888 的中 �� 7318（15番人気）
馬単票数 計 255524 的中 �� 3134（24番人気）
ワイド票数 計 323056 的中 �� 5392（16番人気）�� 23991（2番人気）�� 2595（27番人気）
3連複票数 計 603298 的中 ��� 4822（28番人気）
3連単票数 計 790436 的中 ��� 1075（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―37．5―50．3―1：03．6―1：15．6―1：27．9―1：40．3―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
10，11－7，13（3，14）9（4，6，12）5－2－8，1・（10，11）7－13（14，5）2，3，12（6，9）－4－8，1

2
4

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

ボ ス ジ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2016．3．11生 牡2芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18078 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時05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

815 ルメッサージュ 牝2青鹿 54
53 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 402 ―1：13．8 4．1�

48 モメチョッタ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 428 ―1：14．01� 11．6�
611 ブルーコーナー 牝2青 54 津村 明秀�サンライズ 菊沢 隆徳 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458 ―1：14．1� 16．2�
713 ヒマワリオジョウ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也石井 義孝氏 谷原 義明 日高 中館牧場 424 ―1：14．2クビ 67．8�
12 ラ イ ド 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 出口牧場 414 ―1：14．41� 78．3	

612 エレモフィラ 牝2鹿 54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 新ひだか 城地牧場 390 ― 〃 ハナ 82．9

24 サトノプロミネント 牡2鹿 54 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ― 〃 ハナ 7．1�
11 ラ タ ウ ィ 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 434 ―1：14．5� 128．8�
816 マイネルホライゾン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 484 ―1：14．6� 91．0
47 ゲットリズム 牡2鹿 54 丸田 恭介ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504 ―1：14．7� 2．9�
510 ジュラブスカイト 牡2栗 54 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 474 ― 〃 クビ 8．7�
35 ドストエフスキー 牡2鹿 54 宮崎 北斗三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ

ファーム 438 ―1：14．91 120．2�
714 ヴィジョニア 牝2栗 54 石川裕紀人田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 418 ―1：15．11� 122．7�
23 ニシノアマタ 牝2栗 54

52 △藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 444 ―1：15．95 11．5�
59 モ リ オ ン 牡2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 木村牧場 454 ―1：16．21� 216．3�
36 キョウエイビーコン 牡2鹿 54 北村 宏司田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 442 ―1：20．7大差 25．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，878，000円 複勝： 34，586，100円 枠連： 14，534，100円
馬連： 47，835，000円 馬単： 23，214，900円 ワイド： 31，069，200円
3連複： 60，740，700円 3連単： 72，448，900円 計： 316，306，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 280円 � 330円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 780円 �� 850円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 30，590円

票 数

単勝票数 計 318780 的中 � 64310（2番人気）
複勝票数 計 345861 的中 � 60072（2番人気）� 29961（5番人気）� 24493（7番人気）
枠連票数 計 145341 的中 （4－8） 23583（1番人気）
馬連票数 計 478350 的中 �� 17676（9番人気）
馬単票数 計 232149 的中 �� 5442（12番人気）
ワイド票数 計 310692 的中 �� 10422（9番人気）�� 9457（10番人気）�� 4484（20番人気）
3連複票数 計 607407 的中 ��� 6449（24番人気）
3連単票数 計 724489 的中 ��� 1717（92番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．1―12．4―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．2―25．0―37．1―49．5―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルメッサージュ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．4．12生 牝2青鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヴィジョニア号の調教師的場均は，最後の直線コースで同馬の銜が折損したことについて過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイビーコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴァルドワーズ号・ジェイドパンニャー号



18079 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第7競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時35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

47 タイセイアピール 牝3黒鹿54 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458－ 21：09．8 1．9�
510 トーホウアネモス 牡3黒鹿56 北村 宏司東豊物産� 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B442－ 4 〃 ハナ 7．1�
23 ブロンドキュート 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B438－14 〃 アタマ 21．8�
611 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 440－ 61：10．11� 13．0�
714 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56 柴田 大知中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 426± 01：10．31� 3．4�
36 マ カ ロ ン 牝3鹿 54 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 B454± 01：10．72	 197．6	
713 キングオブヘヴン 
3栗 56 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 450－ 61：10．8	 30．4

59 キリシマアオゾラ 牝3鹿 54 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 414± 0 〃 クビ 35．7�
35 ペルランドール 牡3鹿 56 的場 勇人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：11．11� 48．9�
815 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 440＋ 21：11．41	 95．9
816 エフォートラン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 488＋ 4 〃 ハナ 25．0�
11 ヤマニンミレーレ 牝3黒鹿54 武士沢友治土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 430－ 41：11．82	 182．6�
12 カネトシダウティ 牡3鹿 56 伴 啓太兼松 昌男氏 松永 康利 新冠 武田 寛治 B448± 01：12．12 192．5�
48 ドラゴンホール 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 B468＋ 41：12．2	 33．4�
612 リョウランレーヴ 牝3青 54 菅原 隆一佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 スカイビーチステーブル 442± 01：12．3	 357．6�
24 アイアムガンバレヨ 牡3栗 56 原田 和真堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 402－361：14．2大差 143．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，147，700円 複勝： 46，941，200円 枠連： 14，430，100円
馬連： 59，356，100円 馬単： 34，804，300円 ワイド： 38，988，600円
3連複： 78，170，100円 3連単： 117，316，000円 計： 419，154，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 380円 枠 連（4－5） 620円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 330円 �� 840円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 12，680円

票 数

単勝票数 計 291477 的中 � 119413（1番人気）
複勝票数 計 469412 的中 � 216016（1番人気）� 43452（3番人気）� 16684（6番人気）
枠連票数 計 144301 的中 （4－5） 17841（2番人気）
馬連票数 計 593561 的中 �� 50530（2番人気）
馬単票数 計 348043 的中 �� 20448（3番人気）
ワイド票数 計 389886 的中 �� 33584（2番人気）�� 11474（7番人気）�� 4415（20番人気）
3連複票数 計 781701 的中 ��� 11781（13番人気）
3連単票数 計1173160 的中 ��� 6706（32番人気）

ハロンタイム 9．6―11．1―11．7―12．1―12．1―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．7―32．4―44．5―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイアピール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Glitterman デビュー 2018．2．12 東京4着

2015．3．16生 牝3黒鹿 母 グリッターズ 母母 Bon Adeau 7戦1勝 賞金 11，900，000円
〔発走状況〕 リョウランレーヴ号は，馬場入場時に馬装整備。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 リョウランレーヴ号の調教師小野次郎は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアムガンバレヨ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21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。
（非抽選馬） 1頭 プリンセステソーロ号

18080 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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
2：37．3
2：37．3

良
良

66 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿52 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 458－ 82：49．0 11．5�
22 バラダガール 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 560＋142：49．21� 2．1�
55 レッドボヌール 牝4鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 414－ 4 〃 アタマ 18．5�
77 ハッスルバッスル 牡4黒鹿 57

56 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B490－ 22：49．73 2．1�
11 アイノカケハシ 牝6鹿 55 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 436－ 22：50．01� 10．9	
44 � プロヴェルビオ 牝4黒鹿 55

53 △藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 42：50．74 48．0

33 オウケンスターダム 牡4鹿 57 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 476－ 42：50．8� 17．0�
88 ニ コ ラ オ ス 牡3鹿 54

51 ▲山田 敬士八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 480－ 82：52．410 129．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 29，065，400円 複勝： 31，467，500円 枠連： 発売なし
馬連： 54，703，000円 馬単： 32，866，400円 ワイド： 25，137，900円
3連複： 55，425，800円 3連単： 144，118，200円 計： 372，784，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 320円 � 120円 � 330円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，350円 �� 590円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 34，350円

票 数

単勝票数 計 290654 的中 � 20139（4番人気）
複勝票数 計 314675 的中 � 19259（5番人気）� 103642（2番人気）� 17898（6番人気）
馬連票数 計 547030 的中 �� 22677（8番人気）
馬単票数 計 328664 的中 �� 5803（14番人気）
ワイド票数 計 251379 的中 �� 11483（8番人気）�� 4519（14番人気）�� 11174（9番人気）
3連複票数 計 554258 的中 ��� 7533（18番人気）
3連単票数 計1441182 的中 ��� 3041（80番人気）

ハロンタイム 14．5―13．3―13．8―14．0―13．5―13．4―13．2―13．6―12．5―11．9―11．8―11．6―11．9

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�
14．5―27．8―41．6―55．6―1：09．1―1：22．5―1：35．7―1：49．3―2：01．8―2：13．7―2：25．5―2：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホクセンジョウオー 
�
父 サムライハート 

�
母父 モルフェデスペクタ デビュー 2018．1．27 東京15着

2015．3．30生 牝3黒鹿 母 モルフェキイ 母母 ハセノグッドダンス 4戦2勝 賞金 12，500，000円
※オウケンスターダム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18081 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第9競走 ��1，700�
さ ん り く

三 陸 特 別
発走14時35分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

58 � プライムコード 牡4栗 57 北村 宏司�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 484＋ 41：45．6 5．7�
46 ウインドオブホープ �5栗 57 丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 524± 01：45．91� 9．4�
35 タイキダイヤモンド 牡4青鹿57 武藤 雅�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 472± 01：46．11	 131．1�
611 ロジペルレスト 牡3栗 54 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 518＋ 81：46．52
 9．2�
11 サーベラージュ 牡4栗 57 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 484－ 61：46．71
 35．5	
713 トリプルレインボー 牡3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 478－ 4 〃 クビ 2．5

814 アークカンパネラ 牡3青鹿54 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B478＋ 2 〃 ハナ 16．9�
610 マイネルネッツ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 赤石 久夫 484－ 2 〃 ハナ 14．1�
22 � マイネルストラトス 牡4黒鹿57 田中 勝春杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 496± 01：46．8クビ 5．7
47 オーシャンビュー 牡5鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 450－ 81：47．11� 118．9�
815� ヘルデンレーベン 牡4鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 496＋ 41：47．31	 32．5�
34 シゲルキハダマグロ 牡5栗 57 武士沢友治森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 438－121：47．4� 77．9�
59 ワイルドグラス 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 444－ 21：47．5
 368．3�
712 コスモクウェンチ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 71：48．13
 281．3�
23 ゲンパチマサムネ 牡4鹿 57 田辺 裕信平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 514－ 21：49．27 12．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，791，100円 複勝： 58，780，500円 枠連： 23，111，000円
馬連： 92，164，200円 馬単： 38，334，800円 ワイド： 54，705，300円
3連複： 117，720，100円 3連単： 150，260，300円 計： 571，867，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 260円 � 320円 � 2，590円 枠 連（4－5） 2，890円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 9，110円 �� 11，610円

3 連 複 ��� 86，470円 3 連 単 ��� 296，830円

票 数

単勝票数 計 367911 的中 � 50802（3番人気）
複勝票数 計 587805 的中 � 67721（3番人気）� 51507（4番人気）� 4908（13番人気）
枠連票数 計 231110 的中 （4－5） 6182（13番人気）
馬連票数 計 921642 的中 �� 24089（12番人気）
馬単票数 計 383348 的中 �� 6110（15番人気）
ワイド票数 計 547053 的中 �� 13310（12番人気）�� 1518（56番人気）�� 1189（63番人気）
3連複票数 計1177201 的中 ��� 1021（164番人気）
3連単票数 計1502603 的中 ��� 367（655番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．0―13．0―12．9―12．4―12．4―12．5―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―43．1―56．0―1：08．4―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�プライムコード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロライアン

2014．2．11生 牡4栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 7戦1勝 賞金 12，714，000円
初出走 JRA

※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 グッドヒューマー号
（非抽選馬） 3頭 オウケンスターダム号・グラスレグナム号・トラネコ号

18082 7月21日 晴 良 （30福島2）第7日 第10競走 ��
��1，800�い わ き 特 別

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

55 レッドイグニス �5黒鹿57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458＋ 21：48．3 2．0�
88 トーホウアイレス 牝4青鹿55 田辺 裕信東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472± 01：48．83 5．3�
66 	 シンボリタピット 牡6鹿 57 石川裕紀人シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada B484－ 41：49．43
 13．8�
77 ヤマニンリュウセイ 牡5栗 57 津村 明秀土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 480± 01：49．5クビ 5．2�
11 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 浦河 中島牧場 486－ 61：49．6� 4．7�
33 コスモアルヘナ 牡6青鹿57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 484－ 21：50．13 100．5

22 ショウナンハルカス 牡6黒鹿57 武藤 雅国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492－141：50．52
 124．2�
44 アジュールローズ 牡5青鹿57 北村 宏司 	キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 ハナ 10．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，157，500円 複勝： 43，335，500円 枠連： 発売なし
馬連： 96，320，300円 馬単： 49，270，300円 ワイド： 44，705，700円
3連複： 90，443，400円 3連単： 219，604，300円 計： 585，837，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 210円 �� 440円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 421575 的中 � 161107（1番人気）
複勝票数 計 433355 的中 � 180379（1番人気）� 63405（3番人気）� 24963（6番人気）
馬連票数 計 963203 的中 �� 175999（1番人気）
馬単票数 計 492703 的中 �� 55047（1番人気）
ワイド票数 計 447057 的中 �� 65564（2番人気）�� 24347（8番人気）�� 14191（9番人気）
3連複票数 計 904434 的中 ��� 56231（5番人気）
3連単票数 計2196043 的中 ��� 42624（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．2―48．7―1：00．5―1：12．4―1：24．5―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドイグニス 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Sri Pekan デビュー 2016．3．6 中山6着

2013．3．16生 �5黒鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 17戦3勝 賞金 67，880，000円
〔制裁〕 シャララ号の騎手内田博幸は，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：7番・6番）

トーホウアイレス号の騎手田辺裕信は，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：6番・7番）



18083 7月21日 曇 良 （30福島2）第7日 第11競走 ��
��1，200�

し ら か わ

白 河 特 別
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．7．22以降30．7．15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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 ナムラアッパー 牡7鹿 53 津村 明秀奈村 信重氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B412－ 41：09．1 88．7�
23 カイザーメランジェ 牡3鹿 54 武藤 雅友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 450－ 61：09．2� 8．2�
816 ビ リ ー バ ー 牝3黒鹿50 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 458＋ 8 〃 クビ 13．5�
12 ムスコローソ 牡3栗 53 内田 博幸落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：09．3� 13．5�
713 クラウンアゲン 牝5青鹿52 丸田 恭介浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 440± 01：09．72� 12．9�
24 ジョンブリアン 牝5黒鹿51 江田 照男 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 454－101：09．91 47．4	
714 ミエノドリーマー 牡5栗 54 田中 勝春里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B456± 01：10．0� 57．5

612 シンボリバーグ 牝4芦 53 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 494－ 21：10．21	 5．2�
36 エルカミーノレアル 
7鹿 55 石川裕紀人広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 478－12 〃 ハナ 14．9
47 ヴェアリアスサマー 牡7栗 54 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 506－161：10．51� 23．2�
510 ラストプリマドンナ 牝3鹿 51 戸崎 圭太 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 426± 01：10．6� 2．1�
35 ウィズアットレース 牝6黒鹿50 木幡 育也岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 424－ 4 〃 ハナ 186．8�
815� リバティーホール 牝9鹿 50 菅原 隆一吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B458－ 81：10．7� 208．1�
611 レヴァンタール 
9鹿 50 伊藤 工真岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 456－ 21：11．23 351．9�
11 � タイキパラドックス 牡6栗 52 武士沢友治�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448－ 21：11．3� 394．7�
48 ジュンザワールド 牡5鹿 54 大野 拓弥河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 528± 01：12．36 15．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，492，700円 複勝： 110，883，000円 枠連： 48，673，600円
馬連： 258，895，800円 馬単： 114，825，900円 ワイド： 131，545，900円
3連複： 360，082，400円 3連単： 507，144，800円 計： 1，619，544，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，870円 複 勝 � 1，520円 � 310円 � 400円 枠 連（2－5） 730円

馬 連 �� 37，370円 馬 単 �� 100，720円

ワ イ ド �� 7，560円 �� 10，730円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 127，870円 3 連 単 ��� 1，285，590円

票 数

単勝票数 計 874927 的中 � 7889（12番人気）
複勝票数 計1108830 的中 � 16835（12番人気）� 104342（3番人気）� 75640（6番人気）
枠連票数 計 486736 的中 （2－5） 51651（2番人気）
馬連票数 計2588958 的中 �� 5368（61番人気）
馬単票数 計1148259 的中 �� 855（130番人気）
ワイド票数 計1315459 的中 �� 4454（58番人気）�� 3130（67番人気）�� 16601（25番人気）
3連複票数 計3600824 的中 ��� 2112（202番人気）
3連単票数 計5071448 的中 ��� 286（1426番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．9―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．8―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアッパー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．6．16 阪神2着

2011．4．26生 牡7鹿 母 ナ ム ラ ハ ル 母母 フジミソレント 52戦3勝 賞金 58，849，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンザワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オトコギマサムネ号・コパノディール号・スフェーン号

18084 7月21日 曇 良 （30福島2）第7日 第12競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

47 ウサギノダンス 牡3黒鹿54 北村 宏司桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 480＋141：08．7 3．7�
12 アーバンイェーガー 牡4黒鹿57 石橋 脩西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 504－ 4 〃 クビ 3．0�
59 フォーティプリンス 牡4栗 57 戸崎 圭太ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 476± 01：08．9� 12．3�
816 クリムゾンバローズ 	5栗 57 石川裕紀人猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 514＋121：09．0� 14．9�
815 サンタアズライト 	4栗 57

54 ▲木幡 育也岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：09．32 21．0�
510 シュピールカルテ 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 41：09．4クビ 4．5	
11 トウショウスレッジ 牡5栗 57

54 ▲山田 敬士トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480－101：09．61
 34．1

611 リトルレグルス 牡4鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 480－26 〃 アタマ 22．2�
612 ハイデンガールズ 牝5栗 55 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 458－ 41：09．92 16．7�
23 ヴィクトアリー 牝3栗 52 伊藤 工真窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 有限会社

吉田ファーム 462－ 21：10．0� 16．5
35 � アロースコルトン 牡5鹿 57 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 470－ 81：10．63� 144．5�
24 バトルサンバ 牡4栗 57

55 △藤田菜七子山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 B512－ 21：10．7� 79．1�
36 � スカイアクセス 	9鹿 57 丸田 恭介�和田牧場 松永 康利 むかわ 上水牧場 548＋ 81：11．12� 244．6�
48 リオファンク 牝4鹿 55 田中 勝春阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 474－ 21：11．2クビ 228．5�
713� グ ロ ー リ ア 牝5黒鹿55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462－ 4 〃 クビ 279．8�
714 クロースリーニット 牡4鹿 57 江田 照男飯田 正剛氏 田中 博康 米 Dr. Masa-

take Iida 544－201：12．68 56．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，696，700円 複勝： 74，383，100円 枠連： 41，621，000円
馬連： 150，208，600円 馬単： 66，875，600円 ワイド： 95，364，200円
3連複： 205，949，500円 3連単： 274，389，400円 計： 971，488，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 290円 枠 連（1－4） 550円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 280円 �� 820円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 6，520円

票 数

単勝票数 計 626967 的中 � 133305（2番人気）
複勝票数 計 743831 的中 � 158410（1番人気）� 134447（2番人気）� 50317（6番人気）
枠連票数 計 416210 的中 （1－4） 57618（3番人気）
馬連票数 計1502086 的中 �� 221782（1番人気）
馬単票数 計 668756 的中 �� 49241（2番人気）
ワイド票数 計 953642 的中 �� 97521（1番人気）�� 27599（8番人気）�� 35026（4番人気）
3連複票数 計2059495 的中 ��� 90886（2番人気）
3連単票数 計2743894 的中 ��� 30505（8番人気）

ハロンタイム 9．2―10．6―10．9―11．8―12．4―13．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―19．8―30．7―42．5―54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F38．0
3 15＝13（3，7）（2，8）（5，14）11（10，16）（6，9）（1，12）－4 4 15＝（13，7）（3，2）（5，11，8，16）（9，10）6，14（1，12）＝4

勝馬の
紹 介

ウサギノダンス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．9．9 中山7着

2015．5．7生 牡3黒鹿 母 ミラクルムーン 母母 ノースフライト 14戦2勝 賞金 21，500，000円
〔制裁〕 グローリア号の騎手的場勇人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・8番・7番・5

番）
アーバンイェーガー号の騎手石橋脩は，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。

※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 ベストインザスカイ号
（非抽選馬） 3頭 ウォーターメロン号・ポッドジゼル号・メイショウアテン号



（30福島2）第7日 7月21日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

201，630，000円
2，530，000円
16，260，000円
1，310，000円
22，240，000円
65，338，500円
5，550，600円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
447，500，600円
622，333，100円
200，764，100円
971，788，600円
479，338，100円
571，078，300円
1，260，464，300円
1，904，281，800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 6，457，548，900円

総入場人員 8，862名 （有料入場人員 7，321名）
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