
18037 7月7日 小雨 稍重 （1福島2） 第4日 第1競走 ��
��1，150�2歳未勝利

発走10時10分 （ダート・右）
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

34 ダンシングサンダー 牡2栗 54 三浦 皇成永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 450＋ 61：09．5 20．1�
610 ダ ウ ラ ギ リ 牡2芦 54 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 472＋ 21：10．13� 7．9�
57 エストラード 牡2黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 41：10．2� 3．6�
33 アベックフォルス 牡2鹿 54

52 △野中悠太郎田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 480－ 21：10．73 25．8�
45 ア ル カ ウ ン 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 426＋ 81：10．8クビ 14．4	
46 ロードファビュラス 牡2鹿 54 津村 明秀 
ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 日高 北田 剛 466＋ 6 〃 ハナ 3．0�
58 コパノラクラク 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 436＋ 6 〃 ハナ 43．6�
22 シゲルトリトン 牡2青鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 454＋101：10．9� 142．8
712 コスモリモーネ 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 484＋ 61：11．32� 11．6�
69 ユ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士宮崎 金造氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 460＋ 8 〃 クビ 191．8�
11 ミスファビュラス 牝2栗 54 吉田 豊畑 末廣郎氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 41：11．72� 9．8�
814 ア ッ シ ュ 牡2栗 54 内田 博幸中村 智幸氏 田中 博康 浦河 山下 恭茂 B430－ 21：11．8� 15．6�
813 カシノスペリオル 牡2鹿 54

51 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 448± 01：12．54 184．0�
711 モ ッ チ リ 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 490＋ 61：13．67 255．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，173，200円 複勝： 40，670，700円 枠連： 12，741，500円
馬連： 60，146，400円 馬単： 28，492，700円 ワイド： 43，758，600円
3連複： 84，947，600円 3連単： 99，752，300円 計： 402，683，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 390円 � 240円 � 150円 枠 連（3－6） 3，430円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 16，550円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 940円 �� 610円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 68，680円

票 数

単勝票数 計 321732 的中 � 13493（8番人気）
複勝票数 計 406707 的中 � 22039（8番人気）� 40908（3番人気）� 86113（2番人気）
枠連票数 計 127415 的中 （3－6） 2872（14番人気）
馬連票数 計 601464 的中 �� 7066（24番人気）
馬単票数 計 284927 的中 �� 1291（58番人気）
ワイド票数 計 437586 的中 �� 6160（22番人気）�� 11879（11番人気）�� 19229（4番人気）
3連複票数 計 849476 的中 ��� 9852（25番人気）
3連単票数 計 997523 的中 ��� 1053（232番人気）

ハロンタイム 9．5―10．5―11．1―12．0―13．0―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．0―31．1―43．1―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングサンダー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．6．15 阪神6着

2017．4．27生 牡2栗 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 モッチリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モッチリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月7日まで平地競走に出

走できない。

18038 7月7日 小雨 稍重 （1福島2） 第4日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時45分 （芝・右）
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

66 コパノビアンカ 牝2青鹿 54
51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 428＋ 41：10．7 5．3�

22 シュルルヴァン 牝2青鹿54 大野 拓弥街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 452－ 21：10．91� 6．0�
77 コスモシークレット 牡2栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：11．53� 34．1�
55 ネイチャークイーン 牝2鹿 54

52 △野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 424± 0 〃 ハナ 10．6�
33 マイネルワルツ 牡2栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 61：11．6	 16．1

11 ベ ル シ ッ ク 牝2鹿 54 内田 博幸岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 422－ 6 〃 ハナ 43．2�
88 シゲルタイタン 牡2鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 478－ 41：11．81� 2．6�
44 
 ホールタイム 牡2栗 54 和田 竜二ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Deerpark

Stud 468－ 41：12．33 4．2
89 ダリアメイリー 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 桑嶋 峰雄 426－ 41：13．47 98．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，818，000円 複勝： 35，078，500円 枠連： 7，812，300円
馬連： 50，459，600円 馬単： 28，259，300円 ワイド： 32，453，400円
3連複： 61，710，200円 3連単： 105，251，400円 計： 360，842，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 180円 � 560円 枠 連（2－6） 1，450円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，060円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 8，390円 3 連 単 ��� 33，540円

票 数

単勝票数 計 398180 的中 � 62924（3番人気）
複勝票数 計 350785 的中 � 61108（3番人気）� 56677（4番人気）� 12150（7番人気）
枠連票数 計 78123 的中 （2－6） 4162（6番人気）
馬連票数 計 504596 的中 �� 25466（7番人気）
馬単票数 計 282593 的中 �� 7246（14番人気）
ワイド票数 計 324534 的中 �� 15452（7番人気）�� 7735（15番人気）�� 4175（22番人気）
3連複票数 計 617102 的中 ��� 5511（30番人気）
3連単票数 計1052514 的中 ��� 2275（125番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．0―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．0―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 5，6（3，7）2，1，8－4，9 4 5，6，7（3，8）2，1－4，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コパノビアンカ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．6．1 東京7着

2017．4．20生 牝2青鹿 母 レンデフルール 母母 フローラルマジック 3戦1勝 賞金 6，300，000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7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第3競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時15分 （芝・右）
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

11 ウォルフズハウル 牡3黒鹿56 石橋 脩ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 62：03．1 3．7�

59 ナンヨーミカヅキ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 388＋ 22：03．52� 16．9�

713 ランドリュウオー 牡3栗 56 戸崎 圭太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442＋ 62：03．6� 7．0�
47 カフェシュヴァルツ 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B458＋ 4 〃 ハナ 13．6�
58 ファインアレス 牡3鹿 56 大野 拓弥井山 登氏 奥村 武 新ひだか チャンピオンズファーム 490－ 62：03．91� 11．7�
22 アドマイヤクロス 牡3黒鹿56 横山 典弘近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：04．11� 35．7�
815 ゴーアブロード 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士	ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 504＋122：04．2� 87．2

34 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 内田 博幸小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 468± 02：04．3クビ 5．1�
46 イフユーワナ 牡3鹿 56 津村 明秀山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 498＋ 8 〃 クビ 4．1�
23 デッドアヘッド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 	社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 22：04．4� 13．6

35 シーザウェイクリア 牡3青鹿56 丸山 元気 	シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 550 ―2：04．5� 20．3�

814 ハロールーラー 牡3鹿 56 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 木下牧場 416± 02：05．24 260．5�
610 オ ニ カ ゲ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹石田 宏氏 田中 清隆 日高 坪田 信作 B464－ 42：06．47 252．9�
712 アトミックガイ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B564＋122：06．82� 83．3�
611 カフジマーキュリー 牡3栗 56 和田 竜二加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 462－ 82：08．6大差 113．7�
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売 得 金
単勝： 33，833，200円 複勝： 48，483，600円 枠連： 16，329，700円
馬連： 62，440，400円 馬単： 29，329，400円 ワイド： 46，131，500円
3連複： 88，305，100円 3連単： 103，505，500円 計： 428，358，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 370円 � 220円 枠 連（1－5） 1，560円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 650円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 34，450円

票 数

単勝票数 計 338332 的中 � 71419（1番人気）
複勝票数 計 484836 的中 � 87520（2番人気）� 28344（7番人気）� 58165（4番人気）
枠連票数 計 163297 的中 （1－5） 8071（9番人気）
馬連票数 計 624404 的中 �� 14657（15番人気）
馬単票数 計 293294 的中 �� 4131（18番人気）
ワイド票数 計 461315 的中 �� 9751（16番人気）�� 18950（5番人気）�� 7527（21番人気）
3連複票数 計 883051 的中 ��� 9705（24番人気）
3連単票数 計1035055 的中 ��� 2178（120番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．9―12．8―12．9―12．6―12．1―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．2―49．0―1：01．9―1：14．5―1：26．6―1：38．8―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォルフズハウル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2019．2．11 東京7着

2016．5．5生 牡3黒鹿 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジマーキュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月7日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 オニカゲ号・カフジマーキュリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月7日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 パシフィスタ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

18040 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第4競走 ��1，150�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・右）

牝；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 マリアルージュ 牝3青鹿54 大野 拓弥河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 456＋ 41：08．1 6．5�
510 セイドアモール 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 472± 01：08．52� 3．5�
714 スマートエリス 牝3栗 54 戸崎 圭太大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 492＋ 61：08．6� 2．1�
12 ナイスプリンセス 牝3鹿 54 横山 典弘田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 450－ 4 〃 ハナ 5．7�
47 ウエスタンカッター 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也山本弥恵子氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 432＋101：10．210 33．9�
11 エリーアワード 牝3栗 54 岩部 純二谷川 正純氏 萱野 浩二 日高 浜本 幸雄 476－ 21：10．3� 37．3	
23 ヴァトナヨークトル 牝3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 490＋ 8 〃 アタマ 106．6�
35 キーフェイス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 中本牧場 434－ 61：10．4クビ 70．9�
815 ブラックアーシャ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 478＋ 2 〃 クビ 75．8
816 オスカーティアラ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士森 保彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 460－ 61：10．6� 95．6�
59 インオンザレイク 牝3鹿 54 津村 明秀中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 富本 茂喜 482＋ 6 〃 アタマ 56．4�
36 ヤースミーン 牝3青鹿54 丸山 元気岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 北俣 牧夫 414± 0 〃 クビ 57．4�
713 ヒ ラ ヒ ラ 牝3鹿 54 菅原 隆一石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 476± 0 〃 ハナ 315．7�
612 ブリリアンティーン 牝3栗 54 柴田 大知吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 440＋ 41：10．7� 285．1�
611 ミ ス ホ ナ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大諸岡 慶氏 天間 昭一 新ひだか 千代田牧場 428－281：15．0大差 288．8�
24 ア ペ ル タ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 畠山牧場 444－ 2 （競走中止） 44．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，035，300円 複勝： 46，389，000円 枠連： 15，753，000円
馬連： 66，587，900円 馬単： 36，863，700円 ワイド： 49，172，900円
3連複： 95，055，000円 3連単： 136，765，100円 計： 482，621，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（4－5） 1，030円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 290円 �� 170円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 360353 的中 � 43747（4番人気）
複勝票数 計 463890 的中 � 62644（3番人気）� 93146（2番人気）� 154575（1番人気）
枠連票数 計 157530 的中 （4－5） 11770（5番人気）
馬連票数 計 665879 的中 �� 40000（5番人気）
馬単票数 計 368637 的中 �� 10214（10番人気）
ワイド票数 計 491729 的中 �� 31167（5番人気）�� 39033（4番人気）�� 89482（1番人気）
3連複票数 計 950550 的中 ��� 109172（2番人気）
3連単票数 計1367651 的中 ��� 16284（14番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．0―11．9―12．1―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．1―43．0―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．0
3 8，14，15，10，1（9，16）2，3－6（11，13）12（5，7）＝4 4 8（14，15）10，2，1（9，16）3－6－（5，13）12（11，7）

勝馬の
紹 介

マリアルージュ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．11．11 東京5着

2016．5．4生 牝3青鹿 母 エリモシャイニー 母母 エリモシック 6戦1勝 賞金 6，450，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 アペルタ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスホナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月7日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ブリリアンティーン号・ブラックアーシャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月7日まで

平地競走に出走できない。



18041 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時35分 （芝・右）
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
1：59．6

良
良

55 エヴァーガーデン 牝2黒鹿 54
51 ▲木幡 育也 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 458 ―2：05．0 13．0�

22 シンプルゲーム 牡2栗 54 津村 明秀吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 498 ―2：05．1� 3．8�
67 ゴールデンレシオ 牡2鹿 54 和田 竜二 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 追分ファーム 492 ― 〃 クビ 1．9�
78 トーセンコパン 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 466 ―2：05．31� 23．2	

66 ニシノアオハル 牡2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 小倉 光博 466 ―2：05．72� 45．5

11 タ マ サ イ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 438 ―2：06．12� 67．1�
33 マイネルパイオニア 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 458 ―2：06．52� 17．3�

810	 ジャスパージャガー 牡2栗 54 戸崎 圭太加藤 和夫氏 森 秀行 米 Relentless
Racing 498 ―2：06．71� 6．1

811 マイネルロンド 牡2鹿 54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 日高 荒井ファーム 456 ―2：09．6大差 59．0�

79 バトルモモタロー 牡2黒鹿 54
52 △野中悠太郎宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 418 ―2：09．7クビ 42．1�

44 セイエスコート 牡2鹿 54 江田 照男金田 成基氏 菊川 正達 日高 若林 順一 450 ―2：17．9大差 133．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，757，700円 複勝： 46，948，300円 枠連： 11，678，400円
馬連： 56，440，100円 馬単： 35，108，800円 ワイド： 38，957，300円
3連複： 71，508，100円 3連単： 125，462，400円 計： 430，861，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 210円 � 120円 � 110円 枠 連（2－5） 2，760円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 530円 �� 350円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 14，420円

票 数

単勝票数 計 447577 的中 � 29074（4番人気）
複勝票数 計 469483 的中 � 30685（4番人気）� 84968（2番人気）� 202210（1番人気）
枠連票数 計 116784 的中 （2－5） 3277（9番人気）
馬連票数 計 564401 的中 �� 23935（7番人気）
馬単票数 計 351088 的中 �� 4614（20番人気）
ワイド票数 計 389573 的中 �� 15480（7番人気）�� 25194（3番人気）�� 75520（1番人気）
3連複票数 計 715081 的中 ��� 51719（2番人気）
3連単票数 計1254624 的中 ��� 6307（43番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．5―13．3―13．3―12．8―11．7―12．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．9―37．4―50．7―1：04．0―1：16．8―1：28．5―1：40．5―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エヴァーガーデン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドヘイロー 初出走

2017．2．20生 牝2黒鹿 母 モエレカトリーナ 母母 シ ー ワ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 セイエスコート号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※エヴァーガーデン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18042 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05分 （芝・右）

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

34 ホープホワイト 牝2青鹿54 三浦 皇成松本 秀守氏 武井 亮 平取 二風谷ファーム 440 ―1：11．9 4．1�
46 フレンドピース 牝2鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 424 ―1：12．0� 50．7�
814 コスモテキロ 牡2芦 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 446 ―1：12．53 8．9�
815 ネバーゴーンアウト 牡2青鹿54 福永 祐一岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 492 ― 〃 ハナ 6．5�
35 コミカライズ 牝2青鹿54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 446 ―1：12．71 3．4�
58 ブロッケンリング 牝2鹿 54 嶋田 純次 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 412 ―1：12．91� 36．6	
11 フ ィ ド ル 牝2鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 山際牧場 428 ―1：13．11� 31．0

713 テ ィ ナ 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 356 ―1：13．31� 17．7�
712 エリーストーム 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎谷川 正純氏 本間 忍 新冠 小泉 学 430 ―1：13．4� 81．6�
22 デルマガーネット 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 428 ―1：13．61� 95．8
59 ネガワンニダ 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 浦河 富菜牧場 402 ―1：13．7クビ 97．9�
611 アルマカーテナ 牝2鹿 54 石橋 脩コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 猿橋 義昭 432 ―1：14．65 6．0�
23 シーブックカフェ 牡2青鹿54 横山 典弘西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 450 ―1：15．66 25．6�
47 サノノファンタジー 牝2芦 54 伴 啓太佐野 信幸氏 堀井 雅広 新ひだか 荒木 貴宏 444 ―1：15．92 108．5�
610 ヴァンタンジェンヌ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 成隆牧場 384 ―1：17．7大差 133．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，753，400円 複勝： 41，534，600円 枠連： 21，870，200円
馬連： 63，722，600円 馬単： 29，976，800円 ワイド： 43，213，500円
3連複： 83，167，400円 3連単： 98，162，300円 計： 422，400，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 940円 � 250円 枠 連（3－4） 3，080円

馬 連 �� 9，920円 馬 単 �� 15，300円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 710円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 21，770円 3 連 単 ��� 142，050円

票 数

単勝票数 計 407534 的中 � 82848（2番人気）
複勝票数 計 415346 的中 � 73779（2番人気）� 8885（10番人気）� 43304（5番人気）
枠連票数 計 218702 的中 （3－4） 5502（12番人気）
馬連票数 計 637226 的中 �� 4975（29番人気）
馬単票数 計 299768 的中 �� 1469（49番人気）
ワイド票数 計 432135 的中 �� 4015（29番人気）�� 16535（8番人気）�� 2946（34番人気）
3連複票数 計 831674 的中 ��� 2864（63番人気）
3連単票数 計 981623 的中 ��� 501（374番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．6―12．2―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．1―35．7―47．9―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホープホワイト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．3．28生 牝2青鹿 母 プレギエーラ 母母 プレイズポーラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エリーストーム号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 エリーストーム号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァンタンジェンヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月7日まで平地

競走に出走できない。



18043 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第7競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走13時35分 （ダート・右）
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
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿56 内田 博幸山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 492＋ 21：47．2 3．9�
35 タイセイドレッサー 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 476＋ 21：47．41� 40．1�
34 � サウスブルーグラス 牡3黒鹿56 大野 拓弥越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm 458＋101：47．82� 2．7�
814 フィストバンプ 牡3青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 500＋101：47．9クビ 46．8�
610 リンガスビャクヤ 牡3芦 56 石橋 脩伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 500＋ 21：48．96 10．7�
815 トモジャファイブ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 500－ 31：49．11� 34．9�
22 アペタイザー 牡3鹿 56 三浦 皇成 	スリーエイチレーシング 栗田 徹 日高 下河辺牧場 510± 01：49．41� 3．6

713 アーチンガイ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B480± 01：49．61 30．2�
47 メイショウガッツ 	3青 56 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 440－ 8 〃 アタマ 25．0�
23 グレートデー 牡3黒鹿56 和田 竜二 スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 504＋ 21：49．7
 45．0�
59 アイルビーザスター 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476－ 2 〃 クビ 90．3�
46 ブルベアクレーマ 牡3栗 56 津村 明秀 	ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 478－ 41：51．9大差 185．5�
712 ムキムキムッキー 牡3芦 56

53 ▲大塚 海渡	イージス 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 B508－ 8 〃 クビ 113．2�
611 マイネルロッシュ 牡3栗 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム B448＋ 11：52．43 41．0�
11 ラブミフォーエバー 牡3芦 56 戸崎 圭太村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 444－161：52．5� 18．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，227，400円 複勝： 51，383，000円 枠連： 19，804，800円
馬連： 76，308，200円 馬単： 35，418，600円 ワイド： 53，506，700円
3連複： 108，106，500円 3連単： 133，616，800円 計： 518，372，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 730円 � 140円 枠 連（3－5） 550円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 10，110円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 310円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 36，020円

票 数

単勝票数 計 402274 的中 � 81023（3番人気）
複勝票数 計 513830 的中 � 95853（3番人気）� 11974（12番人気）� 112394（1番人気）
枠連票数 計 198048 的中 （3－5） 27802（2番人気）
馬連票数 計 763082 的中 �� 9525（18番人気）
馬単票数 計 354186 的中 �� 2627（33番人気）
ワイド票数 計 535067 的中 �� 7134（20番人気）�� 50018（2番人気）�� 8472（12番人気）
3連複票数 計1081065 的中 ��� 16707（8番人気）
3連単票数 計1336168 的中 ��� 2689（100番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．8―12．4―12．5―12．6―12．9―13．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．3―42．7―55．2―1：07．8―1：20．7―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
2（12，14）13（4，15）11（3，6）8－7，10，5－9－1
2－14（4，13，15）8（12，3，11，10）－（5，7）（6，9）＝1

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

勝馬の
紹 介

ワンダーコノシュア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．3．2 小倉7着

2016．3．22生 牡3黒鹿 母 ブルーボンボヤージ 母母 ステディプロスペクト 7戦1勝 賞金 10，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルロッシュ号・ラブミフォーエバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年8月7日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ブルベアクレーマ号・メイショウガッツ号・アイルビーザスター号・ムキムキムッキー号は，「3走成績によ

る出走制限」のため，令和元年9月7日まで平地競走に出走できない。
※ムキムキムッキー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18044 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：57．3
1：56．1

良
良

68 パッシングスルー 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 468± 02：00．9 1．3�
710 ハギノカエラ 牝6栗 55 丸山 元気安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 426＋ 62：01．43 7．4�
711 マジストラル 牡3鹿 54

53 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B486＋ 22：01．61 16．8�
33 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 内田 博幸�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 466＋102：01．92 32．3�
45 	 サンライズサーカス 牡6青鹿 57

54 ▲藤田菜七子松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B526－ 22：02．22 10．9	
44 ウェディングベール 牝4芦 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 446＋102：02．41 89．4

22 アトムアストレア 牝4鹿 55

52 ▲大塚 海渡永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 462＋ 22：02．71
 139．2�
813 カイザースクルーン 牡3芦 54 津村 明秀 �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 482－ 2 〃 クビ 8．0�
812 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿 57

55 △野中悠太郎西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B488＋ 42：02．8
 117．2
56 シトラスクーラー �6鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 456＋ 22：03．54 47．2�
11 プログレスシチー �6鹿 57

54 ▲小林 凌大 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 478－ 62：03．92
 113．8�
57 	 キングポセイドン 牡4栗 57 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 ディアレスト
クラブ 456－ 62：04．0クビ 33．5�

69 サンメイコン 牝4黒鹿55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ 468± 02：05．17 158．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，449，500円 複勝： 151，849，400円 枠連： 19，220，600円
馬連： 81，151，100円 馬単： 49，884，400円 ワイド： 54，497，100円
3連複： 107，295，600円 3連単： 203，861，100円 計： 707，208，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 � 220円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 360円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 394495 的中 � 226365（1番人気）
複勝票数 計1518494 的中 � 1188204（1番人気）� 80310（2番人気）� 38734（5番人気）
枠連票数 計 192206 的中 （6－7） 48985（1番人気）
馬連票数 計 811511 的中 �� 135449（1番人気）
馬単票数 計 498844 的中 �� 74457（1番人気）
ワイド票数 計 544971 的中 �� 82476（1番人気）�� 37037（4番人気）�� 17990（8番人気）
3連複票数 計1072956 的中 ��� 59725（4番人気）
3連単票数 計2038611 的中 ��� 51929（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．3―47．5―59．7―1：11．8―1：23．7―1：36．0―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パッシングスルー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．13 東京1着

2016．3．21生 牝3鹿 母 マイティースルー 母母 スルーオール 4戦2勝 賞金 28，000，000円



18045 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第9競走 ��1，800�
お り ひ め

織 姫 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス（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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

712 レッドベルディエス 牝3鹿 52 福永 祐一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：48．4 3．3�
46 ナ ル ハ ヤ 牝5黒鹿55 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 492－ 21：48．5� 13．5�
33 グレイテスト 牝3芦 52 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 462± 01：48．6クビ 7．2�
57 ウィナーポイント 牝4黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 416－ 8 〃 クビ 44．9�
34 リトミカメンテ 牝3栗 52 川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋181：48．81� 6．7	
813 シングフォーユー 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 464＋101：49．01� 2．2

22 サクラレイメイ 牝4黒鹿55 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 468－ 21：49．32 38．9�
69 ルエヴェルロール 牝5黒鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 21：49．4クビ 50．8�
11 � ディスパーション 牝5栗 55 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 474－ 21：49．71� 22．2
814 アイアムヒメ 牝4栗 55 野中悠太郎玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B454－ 2 〃 クビ 63．7�
58 � シルヴェーヌ 牝4鹿 55 内田 博幸西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 454＋ 21：49．8クビ 302．2�
45 エバープリンセス 牝5栗 55 丸山 元気宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B458－ 21：50．43	 92．9�
610 マイキャラット 牝4鹿 55 柴田 善臣飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 468＋24 〃 ハナ 136．1�
711� マ リ ー ツ ァ 牝4鹿 55 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 松田牧場 472－ 21：51．46 165．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，238，900円 複勝： 77，604，500円 枠連： 27，220，500円
馬連： 121，705，300円 馬単： 55，645，800円 ワイド： 77，258，400円
3連複： 162，264，000円 3連単： 232，834，500円 計： 813，771，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 280円 � 220円 枠 連（4－7） 2，110円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 760円 �� 470円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 17，080円

票 数

単勝票数 計 592389 的中 � 139692（2番人気）
複勝票数 計 776045 的中 � 151990（2番人気）� 61341（5番人気）� 88345（4番人気）
枠連票数 計 272205 的中 （4－7） 9977（6番人気）
馬連票数 計1217053 的中 �� 41900（7番人気）
馬単票数 計 556458 的中 �� 12054（13番人気）
ワイド票数 計 772584 的中 �� 25701（8番人気）�� 44014（4番人気）�� 22242（9番人気）
3連複票数 計1622640 的中 ��� 33025（9番人気）
3連単票数 計2328345 的中 ��� 9878（51番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．2―11．8―12．0―12．2―12．3―12．6

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドベルディエス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．10．27 東京2着

2016．4．10生 牝3鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 4戦2勝 賞金 22，143，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。

18046 7月7日 曇 稍重 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

811 クリノフウジン 牡5栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 494－ 61：45．3 6．5�
68 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 57 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 518－ 61：45．72	 4．8�
79 キャベンディッシュ 牡4栗 57 丸山 元気本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 502± 01：45．8クビ 17．2�
11 カフェアトラス 牡4鹿 57 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 520± 01：46．54 19．1�
55 グレンマクナス 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 528－ 21：46．71 2．6	
22 スズカフロンティア 牡5鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428－ 2 〃 アタマ 7．9

33 � ブリッツシュラーク 牡5芦 57 三浦 皇成前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 6 〃 クビ 9．5�
710 ドゥラリュール 
6栗 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462－10 〃 ハナ 22．1�
56 スカイソング 牝5芦 55 吉田 豊西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 474＋ 41：46．8� 32．6
44 � インペリオアスール 
5鹿 57 川又 賢治 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 496± 01：47．65 15．9�
812� トキメキジュピター 牡4黒鹿57 江田 照男杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 496－ 71：47．7� 123．6�
67 ミ ラ ビ リ ア 牝4栗 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：48．44 36．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 56，463，000円 複勝： 66，827，700円 枠連： 26，614，000円
馬連： 141，141，400円 馬単： 56，848，300円 ワイド： 81，018，900円
3連複： 182，972，000円 3連単： 241，189，400円 計： 853，074，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 170円 � 350円 枠 連（6－8） 1，250円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，350円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 27，720円

票 数

単勝票数 計 564630 的中 � 68705（3番人気）
複勝票数 計 668277 的中 � 76475（3番人気）� 119848（2番人気）� 41823（6番人気）
枠連票数 計 266140 的中 （6－8） 16404（3番人気）
馬連票数 計1411414 的中 �� 81835（4番人気）
馬単票数 計 568483 的中 �� 14767（7番人気）
ワイド票数 計 810189 的中 �� 43211（2番人気）�� 14843（16番人気）�� 18125（12番人気）
3連複票数 計1829720 的中 ��� 22758（20番人気）
3連単票数 計2411894 的中 ��� 6307（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．0―42．5―54．7―1：06．8―1：19．3―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノフウジン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．11．19 東京8着

2014．3．4生 牡5栗 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 24戦3勝 賞金 47，765，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※出走取消馬 ゼットマックイーン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

２レース目



18047 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第55回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，30．7．7以降1．6．30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 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

612 ミッキースワロー 牡5鹿 57．5 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478－ 21：59．6 8．2�
815 クレッシェンドラヴ 牡5鹿 55 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 498＋ 81：59．7� 6．1�
59 ロードヴァンドール 牡6栗 55 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B498－ 22：00．23 27．0�
611 ゴールドサーベラス 牡7栗 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 446－ 62：00．3� 26．6�
12 アウトライアーズ 牡5鹿 54 野中悠太郎丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 494－ 42：00．51 39．5�
48 	 タニノフランケル 牡4青鹿55 福永 祐一谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 518－ 42：00．6� 8．6	
816 クリノヤマトノオー 牡5鹿 55 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 474－ 2 〃 アタマ 10．1

24 ソールインパクト 牡7芦 54 大野 拓弥窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 42：00．7� 14．7�
713 ウインテンダネス 牡6栗 56 柴田 大知�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 510＋ 42：00．8アタマ 15．8�
11 エ ン ジ ニ ア 牡6鹿 54 津村 明秀髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 486± 02：00．9� 24．3
23 ロシュフォール 牡4黒鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516＋ 8 〃 ハナ 4．2�
47 カフェブリッツ 牡6鹿 54 蛯名 正義西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 B538± 02：01．32� 32．2�
36 マルターズアポジー 牡7鹿 57 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 532＋ 2 〃 クビ 39．7�
714 ブラックスピネル 牡6黒鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B510＋ 42：02．04 12．0�
510 ベルキャニオン 牡8鹿 55 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 22：02．31� 75．8�
35 	 ストロングタイタン 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 526－162：02．4クビ 10．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 252，379，900円 複勝： 330，380，600円 枠連： 225，874，300円 馬連： 874，304，500円 馬単： 300，293，800円
ワイド： 502，420，800円 3連複： 1，723，193，900円 3連単： 2，169，723，900円 5重勝： 499，549，400円 計： 6，878，121，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 300円 � 220円 � 680円 枠 連（6－8） 1，620円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 3，850円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 31，460円 3 連 単 ��� 172，290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����� 3，330，320円

票 数

単勝票数 計2523799 的中 � 245373（3番人気）
複勝票数 計3303806 的中 � 291567（3番人気）� 449816（2番人気）� 108811（11番人気）
枠連票数 計2258743 的中 （6－8） 107587（6番人気）
馬連票数 計8743045 的中 �� 249275（6番人気）
馬単票数 計3002938 的中 �� 37731（15番人気）
ワイド票数 計5024208 的中 �� 113239（9番人気）�� 33044（51番人気）�� 40483（43番人気）
3連複票数 計17231939 的中 ��� 41077（119番人気）
3連単票数 計21697239 的中 ��� 9130（616番人気）
5重勝票数 差引計4995494（返還計119504） 的中 ����� 105

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．3―46．2―58．0―1：10．1―1：22．1―1：34．3―1：46．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキースワロー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．25 中山5着

2014．2．26生 牡5鹿 母 マドレボニータ 母母 ツィンクルブライド 15戦4勝 賞金 205，213，000円

18048 7月7日 曇 稍重 （1福島2） 第4日 第12競走 ��
��1，200�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

55 エンゲージリング 牝4芦 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 482± 01：09．2 5．1�
66 � ヒロイックアゲン 牝5黒鹿55 内田 博幸浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 482± 01：09．41 4．3�
44 リノワールド 牝4栗 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 416± 01：09．61	 29．6�
88 メジャーレート 牡4栗 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B450＋ 8 〃 アタマ 2．2�
89 ディアサルファー 牝4栗 55 和田 竜二ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 478－ 41：09．7	 6．8	
11 ブルレジーナ 牝4栗 55 藤田菜七子髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 454± 01：10．12	 13．3

33 ペイシャエヴァー 牡5鹿 57 三浦 皇成北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 492＋ 2 〃 クビ 9．2�
77 � リバティーホール 牝10鹿 55 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B450± 01：10．42 61．2�
22 クリノレオノール 牝5鹿 55 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 474－ 41：11．25 157．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 117，797，300円 複勝： 95，688，500円 枠連： 32，875，100円
馬連： 186，298，700円 馬単： 102，921，800円 ワイド： 113，190，500円
3連複： 223，287，600円 3連単： 535，500，800円 計： 1，407，560，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 170円 � 480円 枠 連（5－6） 1，160円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，730円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 26，340円

票 数

単勝票数 計1177973 的中 � 183947（3番人気）
複勝票数 計 956885 的中 � 123505（3番人気）� 179610（2番人気）� 40496（7番人気）
枠連票数 計 328751 的中 （5－6） 21918（6番人気）
馬連票数 計1862987 的中 �� 139547（4番人気）
馬単票数 計1029218 的中 �� 38197（9番人気）
ワイド票数 計1131905 的中 �� 80715（4番人気）�� 15831（20番人気）�� 19125（17番人気）
3連複票数 計2232876 的中 ��� 26902（22番人気）
3連単票数 計5355008 的中 ��� 14736（101番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．9―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―33．9―45．4―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンゲージリング �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．2．25 中山2着

2015．4．25生 牝4芦 母 プロポーズギフト 母母 ボートルサンテ 9戦3勝 賞金 36，184，000円

５レース目



（1福島2）第4日 7月7日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 159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

243，250，000円
1，300，000円
26，310，000円
2，000，000円
28，940，000円
66，467，000円
4，406，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
792，926，800円
1，032，838，400円
437，794，400円
1，840，706，200円
789，043，400円
1，135，579，600円
2，991，813，000円
4，185，625，500円
499，549，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，705，876，700円

総入場人員 20，117名 （有料入場人員 17，416名）
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