
18085 7月22日 晴 良 （30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

713 スカイズザリミット 牝2栗 54
51 ▲木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 438± 01：11．1 3．5�

816 ヤサカリベルテ 牡2栗 54
52 △藤田菜七子志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 446＋ 2 〃 ハナ 23．6�

12 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 402－ 41：11．41� 116．7�
48 ビームフラッシュ 牝2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム 442－ 4 〃 アタマ 12．2�
24 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 450－10 〃 アタマ 5．4�
714 ヘ デ ラ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 430－ 41：11．5� 4．6	
611 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 430－ 41：11．71 38．3

815 グ ッ ト ラ ン 牝2鹿 54 丸田 恭介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 428－14 〃 アタマ 69．1�
510 キングイモン 牡2栗 54 北村 宏司井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 444＋12 〃 クビ 121．5�
35 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 450－ 21：11．8クビ 5．8
612 ロシアンブルー 牝2黒鹿54 西田雄一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新冠 飛渡牧場 420± 01：12．01� 188．2�
47 グレイトレナウン 牝2芦 54 石川裕紀人 �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 420－ 61：12．31� 116．7�
59 セクシーブーツ 牝2鹿 54 森 泰斗 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 420－121：12．4� 139．7�

（船橋）

23 コスモエスパーダ 牡2青 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 448＋ 6 〃 アタマ 14．2�
11 セイカハルカゼ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 424－121：12．93 27．3�
36 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 410＋ 21：13．43 41．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，574，100円 複勝： 44，434，800円 枠連： 16，464，900円
馬連： 53，828，300円 馬単： 25，060，400円 ワイド： 38，080，400円
3連複： 79，878，400円 3連単： 89，045，200円 計： 372，366，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 590円 � 3，600円 枠 連（7－8） 1，580円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 10，710円 �� 29，630円

3 連 複 ��� 210，200円 3 連 単 ��� 817，180円

票 数

単勝票数 計 255741 的中 � 60903（1番人気）
複勝票数 計 444348 的中 � 96953（1番人気）� 16876（7番人気）� 2483（14番人気）
枠連票数 計 164649 的中 （7－8） 8029（7番人気）
馬連票数 計 538283 的中 �� 10588（15番人気）
馬単票数 計 250604 的中 �� 2792（24番人気）
ワイド票数 計 380804 的中 �� 6598（17番人気）�� 906（60番人気）�� 326（95番人気）
3連複票数 計 798784 的中 ��� 285（236番人気）
3連単票数 計 890452 的中 ��� 79（1065番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイズザリミット �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．7．1 福島2着

2016．4．12生 牝2栗 母 ミスベルツリー 母母 サクセスストレイン 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

18086 7月22日 晴 良 （30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
1：45．6

良
良

66 テイエムバリバリ 牡2黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 452＋ 41：50．9 79．2�
811 アトミックフォース 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 2．8�
810 カウムディー 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 462－101：51．32� 102．1�
22 トーセンバーボン 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 452－101：51．4クビ 23．2�
79 フィッシュダイブ 牡2鹿 54 内田 博幸山口 裕介氏 松山 将樹 登別 登別上水牧場 456＋ 21：51．61� 1．7�
55 マイネルモーディグ 牡2栗 54 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 458± 01：51．7� 11．1

33 コスモブッカー 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 平取 二風谷ファーム 404± 01：52．23 51．8�
44 ドラゴンエナジー 牡2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ

ネツ牧場 454－ 61：53．810 25．6
67 カサブランカボーテ 牝2黒鹿54 森 泰斗西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 矢野牧場 442－ 41：54．11� 265．6�

（船橋）

78 モンタルジー 牡2鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 468＋ 21：54．2� 131．5�

11 ダイチヴィーゼ 牡2青鹿 54
52 △藤田菜七子 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460－ 21：58．6大差 27．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，345，200円 複勝： 91，296，800円 枠連： 9，478，000円
馬連： 45，637，300円 馬単： 31，238，700円 ワイド： 30，243，100円
3連複： 60，763，800円 3連単： 121，333，800円 計： 418，336，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，920円 複 勝 � 2，860円 � 300円 � 3，730円 枠 連（6－8） 6，520円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 30，230円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 13，950円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 76，330円 3 連 単 ��� 956，160円

票 数

単勝票数 計 283452 的中 � 3038（8番人気）
複勝票数 計 912968 的中 � 7680（8番人気）� 96075（2番人気）� 5856（9番人気）
枠連票数 計 94780 的中 （6－8） 1126（13番人気）
馬連票数 計 456373 的中 �� 3857（17番人気）
馬単票数 計 312387 的中 �� 775（41番人気）
ワイド票数 計 302431 的中 �� 3837（19番人気）�� 547（45番人気）�� 4218（17番人気）
3連複票数 計 607638 的中 ��� 597（83番人気）
3連単票数 計1213338 的中 ��� 92（556番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．6―48．2―1：00．8―1：13．5―1：26．1―1：38．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

テイエムバリバリ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Belong to Me デビュー 2018．7．1 福島8着

2016．3．6生 牡2黒鹿 母 ヴ ァ リ ュ ー 母母 Vailmont 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイチヴィーゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月22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。

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22日 晴 良 （30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

48 ミッキーボニータ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448－ 21：09．6 3．1�
24 ノーボーダー 牡3栗 56 田中 勝春林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 472－ 4 〃 クビ 38．1�
815 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 B450－ 41：09．81� 2．7�
713 ルコンセール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム B462＋ 61：10．01 16．5�
59 オ グ マ ン テ 牡3栗 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500＋ 21：10．1� 14．2	
611 クリノヴィグラス 牡3栗 56 江田 照男栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 468± 01：10．2クビ 8．0

612 サクラノハナビラ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 412＋ 8 〃 クビ 19．4�
510 ラブリランテ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 平取 船越 伸也 464－ 41：10．3クビ 11．4�
47 カラフルワールド 牡3栗 56 森 泰斗窪田 芳郎氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 428＋ 21：10．51� 41．4
（船橋）

816 ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 西村 太一加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 440＋ 21：11．03 171．8�
23 グラスレガシー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510＋ 21：11．21� 46．1�
12 カレンナヴォーグ 牝3栗 54

52 △藤田菜七子志村 幸彦氏 的場 均 日高 日西牧場 470－ 41：11．3クビ 100．6�
714 テリングブロウ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 21：11．4� 33．2�

36 チーターイモン 牝3栗 54 宮崎 北斗井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 434 ―1：12．03� 193．3�
11 ビギンアゲイン 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 青木 孝文 新冠 川上牧場 B450－ 61：12．74 247．3�
35 プリモアイズ 牝3鹿 54 大野 拓弥会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 420＋ 61：13．33� 21．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，570，900円 複勝： 37，376，900円 枠連： 17，417，900円
馬連： 61，161，900円 馬単： 29，935，100円 ワイド： 42，024，300円
3連複： 81，926，200円 3連単： 100，202，200円 計： 398，615，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 520円 � 130円 枠 連（2－4） 3，210円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 210円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 29，020円

票 数

単勝票数 計 285709 的中 � 72931（2番人気）
複勝票数 計 373769 的中 � 73187（2番人気）� 11425（9番人気）� 98725（1番人気）
枠連票数 計 174179 的中 （2－4） 4201（13番人気）
馬連票数 計 611619 的中 �� 10235（15番人気）
馬単票数 計 299351 的中 �� 3116（24番人気）
ワイド票数 計 420243 的中 �� 6073（19番人気）�� 64653（1番人気）�� 7440（16番人気）
3連複票数 計 819262 的中 ��� 13727（11番人気）
3連単票数 計1002022 的中 ��� 2503（77番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―10．7―11．7―12．9―13．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．2―42．9―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F38．4
3 15，3，4（13，8）（14，16）12（5，9）10（11，7）－2－6－1 4 15－4，8，13－16（3，14）（12，9）（5，11，10）7－2－6＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーボニータ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．11．12 東京2着

2015．2．26生 牡3鹿 母 ローザボニータ 母母 ローザロバータ 6戦1勝 賞金 9，850，000円
※クリノヴィグラス号・ノーボーダー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

18088 7月22日 晴 良 （30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
1：40．9

良
重

611 ゴールドパッション 牡3栗 56 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 504－ 21：47．9 1．6�
712 スマートフレイ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也トニー倶楽部 粕谷 昌央 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B500＋ 4 〃 クビ 6．9�
46 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 496＋ 21：48．0� 4．1�
815 シゲルヤングコーン 牡3鹿 56 柴田 善臣森中 蕃氏 的場 均 日高 高柳 隆男 524－ 81：48．42� 88．7�
610 ハタノレジーナ 牝3青鹿54 内田 博幸 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 448－ 21：48．5クビ 71．8�
59 トラストアゲン 牡3栗 56 武士沢友治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 谷川牧場 500－ 81：48．6� 82．3	
11 オフザロック 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B492＋ 6 〃 クビ 14．0

22 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 490＋ 41：49．13 19．5�
47 リ ミ ッ ク ス 牡3鹿 56 高松 亮 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 478－ 21：49．41� 135．3

（岩手）

814 アルファルミナス 牝3黒鹿54 森 泰斗�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 466＋ 41：49．82� 67．5�
（船橋）

34 インプレスシチー 牡3青 56 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 446－ 81：50．01	 22．2�
23 オペラサンデー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 428－ 4 〃 ハナ 37．2�
58 サイモンルチアーノ 牡3栗 56 丸田 恭介澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B488－ 21：50．42� 133．9�
713 ヌーヴェプレジール 牝3栗 54 小島 太一飯田 正剛氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 466－ 41：51．78 364．3�
35 ベ リ ー グ ウ 牡3鹿 56 宮崎 北斗河村 祥史氏 伊藤 伸一 宮城 佐藤 庄一 512＋ 41：51．8クビ 386．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，156，000円 複勝： 95，437，800円 枠連： 14，841，300円
馬連： 56，742，700円 馬単： 36，176，400円 ワイド： 41，686，200円
3連複： 80，461，500円 3連単： 133，956，200円 計： 491，458，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 210円 �� 160円 �� 370円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 321560 的中 � 153947（1番人気）
複勝票数 計 954378 的中 � 658471（1番人気）� 65930（3番人気）� 90329（2番人気）
枠連票数 計 148413 的中 （6－7） 25567（2番人気）
馬連票数 計 567427 的中 �� 93397（2番人気）
馬単票数 計 361764 的中 �� 42327（2番人気）
ワイド票数 計 416862 的中 �� 49758（2番人気）�� 80878（1番人気）�� 23015（4番人気）
3連複票数 計 804615 的中 ��� 109811（1番人気）
3連単票数 計1339562 的中 ��� 55033（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．0―42．5―55．6―1：08．2―1：20．9―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドパッション �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2018．3．3 中山8着

2015．3．31生 牡3栗 母 グジョウハチマン 母母 アジヤタイリン 7戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 ゴールドパッション号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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 キャプチュード号・シリウスインパクト号
※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。



18089 7月22日 晴 良 （30福島2）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時30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
1：48．2
1：45．6

良
良

58 ポ リ ア ン サ 牝2栗 54 北村 宏司佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 460 ―1：52．5 5．2�
59 マジックリアリズム 牝2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 426 ―1：52．6� 1．7�
815 フラワーズアート 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 406 ―1：52．81� 34．3�
814 ココリアッピア 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 430 ―1：53．01� 30．2�
611 ベストオンアース 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 472 ― 〃 クビ 7．2	
713 レ ヨ ン 牝2鹿 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 460 ―1：53．1� 12．0

46 オ ー レ ア 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：53．52� 23．9�
23 トーセンペリドット 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 452 ―1：53．82 78．6

47 スキルドロイヤー 牝2鹿 54 江田 照男小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 424 ―1：54．01 74．5�
22 ファイトフラッシュ 牝2黒鹿54 柴田 善臣�天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 452 ―1：54．1� 59．7�
610 ア ム ル ー ズ 牝2鹿 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426 ―1：55．16 71．4�
712 ランスフォード 牝2黒鹿54 内田 博幸吉田 勝己氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 428 ―1：55．2クビ 57．9�
35 ピンクフラミンゴ 牝2黒鹿54 森 泰斗 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 430 ―1：55．83� 182．2�
（船橋）

11 トゥザムーン 牝2鹿 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 大柳ファーム 434 ― 〃 クビ 84．3�
34 ススメヨンマル 牝2鹿 54 杉原 誠人芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 岡本 昌市 406 ―1：57．28 258．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，364，200円 複勝： 46，109，200円 枠連： 17，352，000円
馬連： 53，433，100円 馬単： 32，085，300円 ワイド： 36，777，100円
3連複： 70，351，400円 3連単： 102，602，800円 計： 399，075，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 110円 � 410円 枠 連（5－5） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，660円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 14，830円

票 数

単勝票数 計 403642 的中 � 65548（2番人気）
複勝票数 計 461092 的中 � 67266（2番人気）� 203310（1番人気）� 13876（6番人気）
枠連票数 計 173520 的中 （5－5） 32743（1番人気）
馬連票数 計 534331 的中 �� 105862（1番人気）
馬単票数 計 320853 的中 �� 19177（4番人気）
ワイド票数 計 367771 的中 �� 64028（1番人気）�� 4673（19番人気）�� 12150（6番人気）
3連複票数 計 703514 的中 ��� 20797（5番人気）
3連単票数 計1026028 的中 ��� 5014（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―37．1―50．6―1：03．5―1：16．3―1：28．9―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ リ ア ン サ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．2．7生 牝2栗 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ベイコート号（疾病〔感冒〕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 フラワーリース号
※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。

18090 7月22日 晴 良 （30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

48 プレイズラン 牝3栗 54 石橋 脩岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 452＋ 61：10．3 4．8�
23 ローズピルグリム 牝3青鹿54 柴田 大知�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義 408－ 8 〃 アタマ 74．5�
11 ミッキーハイド 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：10．61� 1．8�
815 ダ ジ ボ ー グ 牡3黒鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 430－ 61：10．7� 8．8�
713 ペ テ ィ ヤ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場 454－ 41：10．8� 24．6�
36 ショーマノキセキ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 460± 01：10．9クビ 103．4	
510 ホ ク ラ ニ 牝3黒鹿54 田中 勝春石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 454＋121：11．21� 29．6

611 ムールヴェードル 牝3青 54 森 泰斗 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506－ 41：11．62� 8．8�

（船橋）

47 マウントレーニア 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 432＋ 41：11．7クビ 185．1�
35 オ モ ウ ツ ボ 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 484＋ 41：11．91� 53．3
24 トーアクリスティー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 390± 0 〃 ハナ 28．4�
816 ウインサジェス 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 61：12．0� 46．0�
612 ナムラファルネーゼ 牝3鹿 54 西田雄一郎奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 460＋101：12．21� 190．3�
12 パストゥール �3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 21：12．3� 34．8�
59 ミントグリーン 牝3鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 大江原 哲 浦河 栄進牧場 426－121：14．0大差 17．4�
714 シャトープリンセス 牝3鹿 54 原田 和真円城 幸男氏 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 412＋121：14．1� 525．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，645，600円 複勝： 41，931，300円 枠連： 17，175，500円
馬連： 67，804，100円 馬単： 37，298，000円 ワイド： 48，258，300円
3連複： 90，867，300円 3連単： 128，487，500円 計： 466，467，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 1，120円 � 130円 枠 連（2－4） 6，190円

馬 連 �� 22，390円 馬 単 �� 36，660円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 270円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 8，820円 3 連 単 ��� 102，360円

票 数

単勝票数 計 346456 的中 � 56757（2番人気）
複勝票数 計 419313 的中 � 69416（2番人気）� 5832（12番人気）� 115814（1番人気）
枠連票数 計 171755 的中 （2－4） 2148（17番人気）
馬連票数 計 678041 的中 �� 2346（42番人気）
馬単票数 計 372980 的中 �� 763（72番人気）
ワイド票数 計 482583 的中 �� 2556（44番人気）�� 55836（1番人気）�� 5272（24番人気）
3連複票数 計 908673 的中 ��� 7724（27番人気）
3連単票数 計1284875 的中 ��� 910（267番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．1―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．1―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレイズラン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2018．1．14 中山10着

2015．3．2生 牝3栗 母 ブルーオアシス 母母 Humble Eight 4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〕ミントグリーン号・シャトープリンセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月

22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。



18091 7月22日 晴 良 （30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

47 ゴールドパッキャオ 牡3栗 56 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 456－ 62：01．9 2．7�
612 クイーンズトゥルー 牝3黒鹿54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 430－ 22：02．0� 29．9�
48 アルスラーン 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 490＋ 22：02．1� 3．1�
611 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 452＋ 82：02．42 16．2�
23 グッドトゥヒアー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際 智 410＋102：02．61 210．6�
24 キスオンザグリーン 牝3鹿 54 北村 宏司髙嶋 祐子氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム B432＋ 2 〃 クビ 13．3	
36 ツクバマカナ 牡3黒鹿56 丸田 恭介細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462＋122：03．13 45．7

11 アイリスロード 牝3青 54 田中 勝春 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 422＋ 22：03．31� 95．6�
714 スーパースナッズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 82：03．4� 48．5
815 ク ス リ バ コ 牡3鹿 56 伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 454－ 22：03．61� 5．0�
59 ホーネットドリーム 牡3栗 56 江田 照男田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 446＋ 62：03．92 215．6�
510 マイネルビーラヴド 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B468± 02：04．11 49．6�

713 ヤマニンフォルツァ 牡3栗 56 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 522－ 62：04．73� 10．0�
816 エスパージョー 牝3栗 54

52 △藤田菜七子泉 一郎氏 根本 康広 新ひだか 沖田 哲夫 444＋ 62：07．7大差 92．5�
12 ジュビラント 牡3栗 56 村田 一誠�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 440－ 82：08．33� 388．0�
35 アイリーデイ 牝3鹿 54 高松 亮増田 恒次氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 484－ 62：10．8大差 416．9�

（岩手）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，883，400円 複勝： 44，194，700円 枠連： 19，071，900円
馬連： 67，121，000円 馬単： 33，153，900円 ワイド： 42，918，700円
3連複： 88，117，200円 3連単： 121，331，600円 計： 448，792，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 550円 � 130円 枠 連（4－6） 760円

馬 連 �� 5，170円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 200円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 26，710円

票 数

単勝票数 計 328834 的中 � 97063（1番人気）
複勝票数 計 441947 的中 � 87257（2番人気）� 12655（8番人気）� 115745（1番人気）
枠連票数 計 190719 的中 （4－6） 19437（4番人気）
馬連票数 計 671210 的中 �� 10045（15番人気）
馬単票数 計 331539 的中 �� 3574（23番人気）
ワイド票数 計 429187 的中 �� 6713（15番人気）�� 69482（1番人気）�� 7693（13番人気）
3連複票数 計 881172 的中 ��� 18369（11番人気）
3連単票数 計1213316 的中 ��� 3293（75番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．1―12．6―12．5―12．3―12．4―12．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．7―47．8―1：00．4―1：12．9―1：25．2―1：37．6―1：50．0

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ゴールドパッキャオ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2017．10．29 新潟7着

2015．5．14生 牡3栗 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 7戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスパージョー号・アイリーデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月

22日まで平地競走に出走できない。
ジュビラント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月22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。
（非抽選馬） 2頭 パワフルドンキ号・マイネルセッカ号
※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。

18092 7月22日 晴 良 （30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
1：40．9

良
重

814 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 460－ 21：45．9 1．5�
11 ハッピーサークル 牝6黒鹿55 嘉藤 貴行西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 484－ 21：46．75 43．5�
610 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± 01：46．8クビ 8．9�
57 ドヒョウギワ 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 488－101：47．12 9．0�
46 アポロレイア 牝3鹿 52 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 442－ 61：47．31 7．2�
45 コパノステラート 牝3栗 52

50 △藤田菜七子小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 478＋ 21：47．72� 10．7	
58 タツオウカランブ 牝3栗 52 内田 博幸鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 486＋ 21：47．8� 38．3

711 マースチェル 牝4栗 55 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 442－ 41：48．22� 270．3�
69 フジノシャイン 牝3鹿 52

51 ☆武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 478＋ 81：48．62� 21．5�
34 バレエダンサー 牝5鹿 55 菅原 俊吏前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 B456－ 81：48．7� 108．2

（岩手）

712 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 440－ 6 〃 クビ 167．3�
813 エバープリンセス 牝4栗 55 森 泰斗宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 41：49．23 32．6�

（船橋）

22 ホ ノ カ 牝4鹿 55 田中 勝春�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 478－ 41：49．3� 87．7�
33 ジョワユーズ 牝3鹿 52 石川裕紀人田中 準市氏 相沢 郁 新冠 村田牧場 468－ 22：08．4大差 108．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，107，000円 複勝： 120，678，700円 枠連： 22，673，700円
馬連： 83，016，100円 馬単： 48，592，000円 ワイド： 52，761，500円
3連複： 109，719，100円 3連単： 186，741，500円 計： 664，289，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 560円 � 200円 枠 連（1－8） 2，810円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 270円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 20，510円

票 数

単勝票数 計 401070 的中 � 202834（1番人気）
複勝票数 計1206787 的中 � 850301（1番人気）� 15222（9番人気）� 62007（4番人気）
枠連票数 計 226737 的中 （1－8） 6238（9番人気）
馬連票数 計 830161 的中 �� 19480（8番人気）
馬単票数 計 485920 的中 �� 9570（12番人気）
ワイド票数 計 527615 的中 �� 10413（13番人気）�� 59696（2番人気）�� 2476（34番人気）
3連複票数 計1097191 的中 ��� 13379（17番人気）
3連単票数 計1867415 的中 ��� 6601（58番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―11．7―12．5―12．7―12．4―12．8―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．7―42．2―54．9―1：07．3―1：20．1―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
6，10，1（2，14）（5，12）－11，13（7，9）4，8＝3
6，10（1，14）－（2，12，5）13（7，9）（11，8）4＝3

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

勝馬の
紹 介

マリームーン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．6．18 函館6着

2015．4．14生 牝3栃栗 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 10戦2勝 賞金 24，298，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 マリームーン号の騎手北村宏司は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョワユーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月22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。



18093 7月22日 晴 良 （30福島2）第8日 第9競走 ��
��2，000�

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ウインイクシード 牡4黒鹿57 宮崎 北斗�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 484± 02：01．8 9．5�
44 ショウナンラーゼン 牡3栃栗54 森 泰斗国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 474－ 12：02．54 42．1�

（船橋）

811 ヴァンベールシチー 牡4栗 57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 430＋ 42：02．6� 10．2�
56 	
 ビジューブランシュ 牝4芦 55 武士沢友治広尾レース� 伊藤 正徳 米 Dapple

Bloodstock 478＋ 42：02．81� 172．5�
67 コスモレティクルム 牝5鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 4 〃 ハナ 143．5	
79 カラリエーヴァ 牝3鹿 52 江田 照男天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 484＋ 82：02．9クビ 5．6

55 ヴィオトポス 牝3青鹿52 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 62：03．32� 34．3�
812 マイネルズイーガー 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 4 〃 クビ 3．9�
22 ワタシヲマッテル 牝3栗 52 北村 宏司小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 460＋ 22：03．4クビ 4．8
33 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 462－ 22：03．61� 23．2�
68 アーザムブルー 牡4黒鹿57 武藤 雅 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468－ 22：03．7� 3．4�
710
 サーワシントン �4芦 57 丸田 恭介窪田 芳郎氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 462＋ 82：04．23 74．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，474，300円 複勝： 44，881，600円 枠連： 19，275，000円
馬連： 94，829，600円 馬単： 42，440，000円 ワイド： 50，641，400円
3連複： 114，702，200円 3連単： 192，929，700円 計： 597，173，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 350円 � 870円 � 360円 枠 連（1－4） 17，880円

馬 連 �� 23，230円 馬 単 �� 40，390円

ワ イ ド �� 5，160円 �� 1，390円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 68，710円 3 連 単 ��� 427，740円

票 数

単勝票数 計 374743 的中 � 31536（5番人気）
複勝票数 計 448816 的中 � 35825（5番人気）� 12250（9番人気）� 34366（6番人気）
枠連票数 計 192750 的中 （1－4） 835（27番人気）
馬連票数 計 948296 的中 �� 3163（38番人気）
馬単票数 計 424400 的中 �� 788（70番人気）
ワイド票数 計 506414 的中 �� 2497（35番人気）�� 9651（15番人気）�� 2173（38番人気）
3連複票数 計1147022 的中 ��� 1252（107番人気）
3連単票数 計1929297 的中 ��� 327（593番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．9―48．3―1：01．7―1：14．2―1：26．1―1：38．1―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインイクシード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．11．19 東京4着

2014．4．17生 牡4黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 10戦2勝 賞金 28，568，000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。

18094 7月22日 晴 良 （30福島2）第8日 第10競走 ��
��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 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 サクラエンパイア 牡5鹿 57 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 474＋121：46．0 7．0�
713 ディアコンチェルト 牡6黒鹿57 北村 宏司ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 460－ 21：46．21� 8．5�
11 ダイワインパルス 牡6鹿 57 内田 博幸大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 486＋12 〃 アタマ 4．6�
23 アンプラグド 	7芦 57 横山 典弘諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 21：46．3� 37．5�
712 ウォーターイーグル 牡6黒鹿57 田中 勝春山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 524± 01：46．4� 43．0�
58 フロリアヌス 牡3鹿 54 武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 454＋ 21：46．5クビ 11．8	
35 リリカルホワイト 牝5芦 55 杉原 誠人 
サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－10 〃 クビ 52．2�
34 ダークネブラス 牡6青鹿57 木幡 初也 
サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：46．6クビ 33．6�
815
 キングズアフェアー 	6黒鹿57 石川裕紀人吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 クビ 24．7
59 マイネルアンファン 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 21：46．81� 9．6�
46 イェドプリオル 牡6青鹿57 丸田 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 520－ 21：46．9� 15．0�
22 ポルトドレーヴ 	5鹿 57 森 泰斗村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B466＋ 21：47．32� 55．1�

（船橋）

610 リスペクトアース 牡5黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 566＋121：47．61� 5．8�

47 
 ヴィーナスアロー 牝4青鹿55 藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 414－ 61：47．81� 77．5�
611 スペルマロン 	4栗 57 大野 拓弥西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 496－ 81：47．9クビ 5．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，383，300円 複勝： 56，738，800円 枠連： 35，270，600円
馬連： 123，319，600円 馬単： 47，803，900円 ワイド： 69，860，100円
3連複： 164，646，600円 3連単： 195，505，500円 計： 735，528，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 250円 � 180円 枠 連（7－8） 1，980円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 660円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 26，230円

票 数

単勝票数 計 423833 的中 � 48384（4番人気）
複勝票数 計 567388 的中 � 66887（3番人気）� 54523（5番人気）� 88016（1番人気）
枠連票数 計 352706 的中 （7－8） 13760（8番人気）
馬連票数 計1233196 的中 �� 31814（12番人気）
馬単票数 計 478039 的中 �� 6441（22番人気）
ワイド票数 計 698601 的中 �� 17017（10番人気）�� 27502（3番人気）�� 23430（4番人気）
3連複票数 計1646466 的中 ��� 29488（6番人気）
3連単票数 計1955055 的中 ��� 5403（44番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．0―12．6―12．3―12．0―12．7―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．0―42．6―54．9―1：06．9―1：19．6―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラエンパイア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Gulch デビュー 2016．1．31 東京1着

2013．3．25生 牡5鹿 母 シロガネーゼカフェ 母母 Wajna 14戦4勝 賞金 47，901，000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） 3頭 エピックアン号・トーホウリーガル号・レオイノセント号
（非抽選馬） 1頭 ホーリーブレイズ号
※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。

２レース目



18095 7月22日 晴 良 （30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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

714 マサハヤドリーム 牡6鹿 56 大野 拓弥中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－ 41：47．7 7．9�
24 ワンダープチュック 牡4黒鹿56 江田 照男山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 490－ 2 〃 ハナ 7．2�
611 ウイングチップ 	6黒鹿56 柴田 善臣 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492－ 81：48．01
 59．0�
36 ゲ ッ カ コ ウ 牝5黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 476－ 2 〃 アタマ 16．8�
59 タイセイサミット 牡5栗 56 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B484－ 41：48．1� 3．4	
48 ミュゼエイリアン 	6鹿 57 石川裕紀人菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 474－101：48．31� 16．2

11  ショウナンバッハ 牡7鹿 56 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B452± 0 〃 クビ 11．8�
713 レーヴミストラル 牡6鹿 57 武藤 雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494± 01：48．4
 31．3�
12 サトノスティング 牡7青鹿56 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 的場 均 千歳 社台ファーム 462－ 41：48．6
 14．6
510 テ オ ド ー ル 牡5鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 552＋10 〃 アタマ 4．6�
47 � ブレイズアトレイル 牡9芦 57 森 泰斗前田 敏文氏 山田 信大 安平 ノーザンファーム 512＋121：48．81� 274．9�

（船橋） （船橋）

815� ピークトラム 牡7黒鹿58 大柿 一真冨田 藤男氏 山口 浩幸 千歳 社台ファーム 478－171：49．01� 353．7�
（兵庫） （兵庫）

35 ダイワリベラル 牡7黒鹿57 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B526－ 21：49．85 36．5�
612 ライジングリーズン 牝4青鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 492＋10 〃 ハナ 8．3�
23 � プリヴィレッジ 牡3鹿 52 菅原 俊吏会田 裕一氏 伊藤 和忍 日高 豊洋牧場 B450－ 91：50．43� 253．4�

（岩手） （岩手）

816� エデンロック 牡8鹿 56 高松 亮会田 裕一氏 伊藤 和忍 千歳 社台ファーム 438－121：50．72 440．9�
（岩手） （岩手）

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，697，700円 複勝： 118，730，500円 枠連： 76，448，600円 馬連： 306，156，100円 馬単： 110，639，100円
ワイド： 136，513，300円 3連複： 411，774，300円 3連単： 551，853，800円 5重勝： 538，667，600円 計： 2，344，481，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 270円 � 990円 枠 連（2－7） 2，650円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 4，940円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 35，550円 3 連 単 ��� 184，460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����� 845，440円

票 数

単勝票数 計 936977 的中 � 94096（4番人気）
複勝票数 計1187305 的中 � 136131（3番人気）� 122126（4番人気）� 26308（12番人気）
枠連票数 計 764486 的中 （2－7） 22289（13番人気）
馬連票数 計3061561 的中 �� 82139（9番人気）
馬単票数 計1106391 的中 �� 14092（22番人気）
ワイド票数 計1365133 的中 �� 33924（9番人気）�� 6984（54番人気）�� 7950（51番人気）
3連複票数 計4117743 的中 ��� 8686（125番人気）
3連単票数 計5518538 的中 ��� 2169（645番人気）
5重勝票数 計5386676 的中 ����� 446

ハロンタイム 12．7―11．4―11．3―11．6―11．4―11．6―12．2―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．4―47．0―58．4―1：10．0―1：22．2―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．12 京都1着

2012．3．17生 牡6鹿 母 ラ ン ペ イ ア 母母 ス マ ラ 30戦6勝 賞金 129，754，000円
※タイセイサミット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

18096 7月22日 晴 良 （30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

36 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 B502＋ 21：10．2 16．8�
816 マイネルパッセ 牡5栗 57 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 454＋ 6 〃 クビ 7．7�
35 プリティマックス 牝4栗 55 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 442－ 6 〃 クビ 7．1�
48 サンタナブルー 牡6黒鹿57 森 泰斗 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 476＋ 61：10．51� 15．1�

（船橋）

815 シュンクルーズ 牡6黒鹿 57
54 ▲木幡 育也村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 460± 0 〃 クビ 56．0�
11 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 江田 照男	ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 442－ 41：10．6� 6．4

59 � チタンクレバー 牝5青鹿 55

54 ☆武藤 雅鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 434－ 21：10．7� 13．7�
23 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 454－ 4 〃 ハナ 83．0�
713 タケショウベスト 牝4鹿 55 大野 拓弥	ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 464＋ 21：11．01� 2．5
714 シ キ シ マ 牡3鹿 54

51 ▲山田 敬士井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 476＋ 41：11．21 149．0�
47 カ ム イ 牡5鹿 57 嘉藤 貴行川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 466－ 2 〃 アタマ 105．3�
611 ニシノオウカン 牡4青鹿57 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 B436± 0 〃 アタマ 18．3�
12 ポ ン ポ ン 牝4黒鹿55 杉原 誠人	ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 446－ 81：11．3クビ 46．0�
612 サンアンダーソン 牡5栗 57 原田 和真 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 550＋ 4 〃 ハナ 320．6�
24 ココロストライク 牝3栗 52

51 ☆木幡 初也	服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 464－ 41：11．4� 33．0�
510 サ ブ リ ナ 牝3栃栗 52

50 △藤田菜七子小原準一郎氏 根本 康広 新ひだか 平野牧場 456＋181：11．93 12．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，378，100円 複勝： 119，059，000円 枠連： 47，804，200円
馬連： 202，026，500円 馬単： 85，333，200円 ワイド： 123，197，800円
3連複： 280，073，400円 3連単： 390，044，600円 計： 1，332，916，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 420円 � 230円 � 210円 枠 連（3－8） 1，920円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 12，190円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，590円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 106，750円

票 数

単勝票数 計 853781 的中 � 40609（8番人気）
複勝票数 計1190590 的中 � 63981（7番人気）� 140090（3番人気）� 167500（2番人気）
枠連票数 計 478042 的中 （3－8） 19278（9番人気）
馬連票数 計2020265 的中 �� 27821（21番人気）
馬単票数 計 853332 的中 �� 5250（43番人気）
ワイド票数 計1231978 的中 �� 25345（12番人気）�� 19724（16番人気）�� 30914（9番人気）
3連複票数 計2800734 的中 ��� 16042（41番人気）
3連単票数 計3900446 的中 ��� 2649（330番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．7―12．0―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタピリカ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．15 新潟6着

2013．4．13生 牡5鹿 母 カワキタラブポップ 母母 ローズレディ 23戦2勝 賞金 24，947，000円
〔制裁〕 カワキタピリカ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年7月28日から平成30年

7月29日まで騎乗停止。（被害馬：13番）
※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 タキオンレイ号
（非抽選馬） 1頭 ゲンパチケンシン号
※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。

５レース目



（30福島2）第8日 7月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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
5，180，000円
18，920，000円
1，350，000円
21，330，000円
71，640，500円
4，602，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
521，579，800円
860，870，100円
313，273，600円
1，215，076，300円
559，756，000円
712，962，200円
1，633，281，400円
2，314，034，400円
538，667，600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 8，669，501，400円

総入場人員 11，617名 （有料入場人員 9，606名）



平成30年度 第2回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，384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
33，610，000円
141，380，000円
11，330，000円
183，590，000円
561，378，000円
40，864，400円
13，286，400円

勝馬投票券売得金
4，338，083，700円
5，868，786，000円
2，287，294，000円
9，988，943，700円
4，544，979，100円
5，736，275，200円
13，448，684，200円
19，554，440，200円
1，423，225，700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 67，190，711，800円

総入場延人員 102，882名 （有料入場延人員 73，170名）
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