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18061 7月14日 小雨 重 （1福島2） 第6日 第1競走 ��2，770�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

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

77 エレガントクルーズ 牝4芦 58 小野寺祐太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 530＋ 23：06．5 11．5�
55 スリーミュージアム 牡6鹿 60 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 430－ 23：07．13� 21．5�
44 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 478＋123：07．2� 4．2�
11 � レオクイック 牡7鹿 60 金子 光希坂田 行夫氏 加藤 和宏 浦河 田中スタッド 476＋ 23：07．3� 71．4�
66 ブルーガーディアン 牡7黒鹿60 石神 深一 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 490± 03：07．51 3．0	
22 メメニシコリ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 470＋ 23：07．82 10．4

33 ウイングチップ 	7黒鹿60 五十嵐雄祐 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 クビ 4．7�
88 モルドレッド 牡4鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 490＋ 43：09．5大差 4．3�
89 ニ コ ラ オ ス 牡4鹿 60 大庭 和弥八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 504－ 23：16．0大差 123．3
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売 得 金
単勝： 14，740，300円 複勝： 18，186，800円 枠連： 5，741，600円
馬連： 30，476，500円 馬単： 16，903，300円 ワイド： 19，189，700円
3連複： 45，501，900円 3連単： 72，353，900円 計： 223，094，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 310円 � 450円 � 170円 枠 連（5－7） 8，300円

馬 連 �� 7，810円 馬 単 �� 13，820円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 820円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 10，450円 3 連 単 ��� 86，270円

票 数

単勝票数 計 147403 的中 � 10231（6番人気）
複勝票数 計 181868 的中 � 14099（6番人気）� 8761（7番人気）� 35224（2番人気）
枠連票数 計 57416 的中 （5－7） 536（22番人気）
馬連票数 計 304765 的中 �� 3024（21番人気）
馬単票数 計 169033 的中 �� 917（41番人気）
ワイド票数 計 191897 的中 �� 2556（21番人気）�� 6168（12番人気）�� 3852（15番人気）
3連複票数 計 455019 的中 ��� 3263（33番人気）
3連単票数 計 723539 的中 ��� 608（217番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 54．6－3F 41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エレガントクルーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．12．17 中山3着

2015．1．25生 牝4芦 母 エレガントマナー 母母 ネオクラシック 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円

18062 7月14日 小雨 重 （1福島2） 第6日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時35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
1：43．1
1：40．9

不良
重

610 ス ー ス ー 牝3栗 54 井上 敏樹田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 426＋ 21：45．3 25．2�
57 ワンダーマンボ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 41：46．36 2．7�
814 フ ィ ナ ル タ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム B436＋101：46．72� 17．9�
33 ピチカートポルカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 2 〃 アタマ 2．5�
813 サイファリス 牝3黒鹿54 三浦 皇成水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 436± 01：46．8クビ 4．5�
34 アースエアブリーズ 牝3鹿 54 吉田 豊松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 462＋ 21：47．01� 19．0	
11 マジックブルーム 牝3鹿 54 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 21：47．31� 63．8

711 ゼ ロ カ ラ 牝3黒鹿54 西田雄一郎谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 450＋ 61：47．4� 33．8�
58 グランデエス 牝3鹿 54 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 478＋ 41：47．82� 65．2�
712 コ ー ラ ル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 424± 01：48．33 69．3
22 ハ ナ ギ リ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 480－ 41：48．72� 44．3�
45 パッションクイン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 新ひだか 岡野牧場 454－ 11：49．23 188．1�

46 フロンサック 牝3鹿 54
52 △野中悠太郎村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 468＋ 81：49．83� 152．1�

69 パーフェクトレース 牝3芦 54
51 ▲木幡 育也松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 41：50．11� 37．3�
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売 得 金
単勝： 27，583，700円 複勝： 36，571，200円 枠連： 13，853，500円
馬連： 55，847，600円 馬単： 28，347，300円 ワイド： 42，662，800円
3連複： 88，353，300円 3連単： 115，941，900円 計： 409，161，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 510円 � 160円 � 320円 枠 連（5－6） 2，020円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 9，630円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 4，490円 �� 920円

3 連 複 ��� 17，380円 3 連 単 ��� 141，750円

票 数

単勝票数 計 275837 的中 � 8743（6番人気）
複勝票数 計 365712 的中 � 15173（6番人気）� 77112（2番人気）� 26655（4番人気）
枠連票数 計 138535 的中 （5－6） 5311（5番人気）
馬連票数 計 558476 的中 �� 12099（10番人気）
馬単票数 計 283473 的中 �� 2206（30番人気）
ワイド票数 計 426628 的中 �� 8687（13番人気）�� 2361（36番人気）�� 12278（7番人気）
3連複票数 計 883533 的中 ��� 3812（42番人気）
3連単票数 計1159419 的中 ��� 593（303番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ス ー ス ー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．17 東京8着

2016．3．24生 牝3栗 母 ナムラエラン 母母 アンバロビン 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ワンダーマンボ号の騎手藤田菜七子は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔3走成績による出走制限〕 ハナギリ号・パーフェクトレース号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月14日まで平地

競走に出走できない。

第２回 福島競馬 第６日



18063 7月14日 小雨 重 （1福島2） 第6日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時05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
1：46．2
1：45．6

良
良

23 ウイングレイテスト 牡2栗 54 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 41：52．2 1．9�
611 コスモタイシ 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 456＋10 〃 ハナ 13．0�
46 デ ィ ン ブ ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：52．3� 15．0�
712 グラスデスティーノ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 462＋ 41：52．51� 29．0�
814 グレイトホーン 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466－ 2 〃 アタマ 3．9	

59 ワセダウォリアー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460－ 61：52．71� 33．3

34 ザ ン パ ー タ 牡2鹿 54

52 △野中悠太郎山口 裕介氏 田中 博康 平取 船越 伸也 B434＋ 4 〃 ハナ 81．9�
713 ラインストリーム 牡2栗 54 西田雄一郎大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B444＋ 2 〃 アタマ 252．9�
610 ラシカルガイブ 牝2栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 木田牧場 440＋ 81：52．8クビ 127．0
815 ジェイケイエピファ 牝2青鹿54 内田 博幸小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 466＋ 4 〃 ハナ 50．6�
35 クルワールデジール 牝2鹿 54 津村 明秀鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 466＋121：53．33 60．2�
11 クラウンマハロ 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 492＋ 21：53．4	 214．6�
47 トーセンソワレ 牡2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 480＋ 61：53．71� 198．6�

58 ソ ヨ ギ 牝2青鹿54 吉田 豊海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 9．0�
22 シゲルスイセイ 牡2黒鹿54 横山 典弘森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 470± 01：54．55 63．8�
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売 得 金
単勝： 38，970，500円 複勝： 68，743，300円 枠連： 13，545，200円
馬連： 57，079，000円 馬単： 35，775，300円 ワイド： 43，931，400円
3連複： 82，228，800円 3連単： 123，569，200円 計： 463，842，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 250円 枠 連（2－6） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 390円 �� 460円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 389705 的中 � 172570（1番人気）
複勝票数 計 687433 的中 � 379776（1番人気）� 52451（4番人気）� 34145（5番人気）
枠連票数 計 135452 的中 （2－6） 13272（3番人気）
馬連票数 計 570790 的中 �� 54250（3番人気）
馬単票数 計 357753 的中 �� 24304（4番人気）
ワイド票数 計 439314 的中 �� 30791（3番人気）�� 25154（4番人気）�� 8160（14番人気）
3連複票数 計 822288 的中 ��� 24607（6番人気）
3連単票数 計1235692 的中 ��� 13233（14番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．0―13．1―12．9―12．3―12．4―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．5―49．6―1：02．5―1：14．8―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイングレイテスト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2019．6．23 東京2着

2017．3．31生 牡2栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン 2戦1勝 賞金 7，800，000円

18064 7月14日 小雨 重 （1福島2） 第6日 第4競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走11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

22 タイセイシャトル 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋101：46．1 2．2�
46 ジェイケイエース 牡3鹿 56 丸山 元気小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 528± 01：46．2� 4．9�
711� ラスベガステソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Lochlow
Farm 518－ 21：46．41 4．2�

69 ゼヒニオヨバズ 牡3黒鹿56 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B522＋ 21：47．14 11．0�
34 マイティウェイ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 B476－ 2 〃 アタマ 12．1�
712 フェブタイズ 牡3鹿 56 吉田 豊釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 B498－ 81：47．42 25．9	
610 マッシヴレジェンド 牡3栗 56 高倉 稜小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476＋ 41：47．61	 248．7

813 セイクリッドキング 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B506± 01：48．45 35．1�
58 サンマルジョーダン 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 438－ 41：49．03� 185．6�
57 グレートイソエイ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士磯部 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 静内酒井牧場 472＋ 8 〃 クビ 107．2
33 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 B478－ 2 〃 アタマ 148．0�
814 コパノアダムス 牡3鹿 56 大野 拓弥小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 伊藤 敏明 490± 01：49．1クビ 13．0�
45 ヤマニンポラール 
3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 446＋ 21：49．2� 216．8�
11 モンサンスペラーレ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B454－ 21：49．51� 94．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，061，700円 複勝： 49，095，200円 枠連： 13，475，500円
馬連： 56，931，800円 馬単： 33，340，700円 ワイド： 43，124，600円
3連複： 83，592，600円 3連単： 121，049，300円 計： 438，671，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 200円 �� 290円 �� 440円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 380617 的中 � 138395（1番人気）
複勝票数 計 490952 的中 � 174509（1番人気）� 78485（2番人気）� 61775（3番人気）
枠連票数 計 134755 的中 （2－4） 18676（2番人気）
馬連票数 計 569318 的中 �� 79910（1番人気）
馬単票数 計 333407 的中 �� 32526（1番人気）
ワイド票数 計 431246 的中 �� 61574（1番人気）�� 36931（2番人気）�� 22122（5番人気）
3連複票数 計 835926 的中 ��� 68482（1番人気）
3連単票数 計1210493 的中 ��� 33375（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．2―12．6―12．5―12．3―12．6―12．7―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．8―43．4―55．9―1：08．2―1：20．8―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3
11（4，13）（1，3，14）6（5，2）12（9，8）－7，10・（11，4）（13，14）6（2，12）1（3，9，8）5－10－7

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

勝馬の
紹 介

タイセイシャトル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2019．3．16 中山2着

2016．1．31生 牡3栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress 7戦1勝 賞金 14，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 モンサンスペラーレ号・ヤマニンポラール号・サンマルジョーダン号は，「3走成績による出走制限」のた

め，令和元年9月14日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 フリータックス号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



18065 7月14日 曇 重 （1福島2） 第6日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時25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

22 マイネルテナシャス 牡2青鹿54 松岡 正海 �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 ―1：12．0 44．3�

69 コスモビートイット 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 442 ― 〃 クビ 8．0�
68 チンクエテッレ 牝2鹿 54 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 408 ―1：12．1� 28．2�
813� プリンスチャーム 牡2鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 438 ―1：12．2� 1．7�
711 ハ ー デ ィ ン 牡2青鹿 54

51 ▲木幡 育也松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 416 ―1：12．41	 53．6	
44 ワイルドブリット 牡2黒鹿 54

52 △野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 432 ―1：12．82� 37．4

11 ケイティディライト 牝2鹿 54 横山 典弘瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 450 ― 〃 アタマ 8．0�
56 ショウリオウ 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 438 ―1：12．9� 13．2�
710 フレンチクイーン 牝2鹿 54 伴 啓太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422 ―1：13．43 41．3
812 ディアシオドージア 牡2栗 54 江田 照男琴浦 諒氏 的場 均 日高 門別牧場 444 ―1：13．5� 127．1�
45 � シカゴテソーロ 牝2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 加 Josham Farms
Limited 472 ―1：14．45 9．0�

33 セ キ セ キ 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 金石牧場 430 ―1：15．03� 41．7�
57 マクゴナガル 牝2栗 54 西田雄一郎清水 敏氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 406 ―1：23．0大差 207．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，339，800円 複勝： 44，986，800円 枠連： 12，468，400円
馬連： 57，144，800円 馬単： 32，201，100円 ワイド： 37，927，400円
3連複： 74，859，300円 3連単： 105，637，200円 計： 404，564，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，430円 複 勝 � 970円 � 260円 � 610円 枠 連（2－6） 8，240円

馬 連 �� 11，410円 馬 単 �� 31，810円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 6，160円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 47，740円 3 連 単 ��� 324，520円

票 数

単勝票数 計 393398 的中 � 7541（10番人気）
複勝票数 計 449868 的中 � 10938（8番人気）� 53993（2番人気）� 18151（6番人気）
枠連票数 計 124684 的中 （2－6） 1172（21番人気）
馬連票数 計 571448 的中 �� 3881（27番人気）
馬単票数 計 322011 的中 �� 759（61番人気）
ワイド票数 計 379274 的中 �� 3946（24番人気）�� 1561（46番人気）�� 5706（17番人気）
3連複票数 計 748593 的中 ��� 1176（98番人気）
3連単票数 計1056372 的中 ��� 236（570番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．6―12．3―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．8―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルテナシャス �
�
父 アンライバルド �

�
母父 スターオブコジーン 初出走

2017．5．23生 牡2青鹿 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マイネルテナシャス号の騎手松岡正海は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・11番）

ケイティディライト号の騎手横山典弘は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・8番・11
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マクゴナガル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14日まで平地競
走に出走できない。

※チンクエテッレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18066 7月14日 曇 重 （1福島2） 第6日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・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
1：57．3
1：56．1

良
良

59 スパークオブライフ 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 398＋ 42：02．2 6．7�

814 スズロザーナ 牝3栗 54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 430＋ 42：02．83� 8．2�

815 ココリアッピア 牝3黒鹿 54
52 △野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 442＋ 22：03．12 50．4�

610 グロリアーナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B510－ 62：03．2クビ 2．0�
34 シビックテック 牝3栗 54 横山 典弘吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 426＋ 8 〃 クビ 22．9�
58 マリノオードリー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也	クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 468＋102：03．41� 93．4

11 アーブルルージュ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 2 〃 クビ 11．7�

46 ビジュティエ 牝3鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 404± 02：03．61� 4．2�

22 エレンボーゲン 牝3鹿 54
51 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B446＋102：04．45 24．8

47 サクラテゾーロ 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 育也	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 428＋122：05．14 170．9�

712 ラ テ ル ネ ラ 牝3栗 54 江田 照男一村 哲也氏 高木 登 日高 高山牧場 436＋ 22：05．52� 119．0�
611 ノアクリスティン 牝3鹿 54 松岡 正海佐山 公男氏 古賀 史生 平取 びらとり牧場 476＋ 2 〃 ハナ 145．1�
35 ベストデイエヴァー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士 	ローレルレーシング 深山 雅史 青森 ワールドファーム 444＋ 62：06．03 137．1�
713 オールイズスパーブ 牝3青鹿54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 442＋102：06．2� 44．1�
23 プリンセスシャイン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 402＋122：06．41� 164．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，572，700円 複勝： 49，846，000円 枠連： 15，153，200円
馬連： 75，729，000円 馬単： 35，786，100円 ワイド： 52，379，100円
3連複： 104，631，500円 3連単： 135，909，700円 計： 512，007，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 230円 � 900円 枠 連（5－8） 1，830円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，660円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 19，660円 3 連 単 ��� 80，170円

票 数

単勝票数 計 425727 的中 � 50700（3番人気）
複勝票数 計 498460 的中 � 56426（4番人気）� 64651（3番人気）� 11748（9番人気）
枠連票数 計 151532 的中 （5－8） 6386（8番人気）
馬連票数 計 757290 的中 �� 23377（9番人気）
馬単票数 計 357861 的中 �� 5689（17番人気）
ワイド票数 計 523791 的中 �� 17813（9番人気）�� 4955（24番人気）�� 5065（22番人気）
3連複票数 計1046315 的中 ��� 3990（52番人気）
3連単票数 計1359097 的中 ��� 1229（209番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―11．8―12．6―12．3―12．2―12．6―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．6―47．4―1：00．0―1：12．3―1：24．5―1：37．1―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スパークオブライフ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．20 東京9着

2016．4．28生 牝3黒鹿 母 スパークオンアイス 母母 ア ゲ ヒ バ リ 6戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 エレンボーゲン号の騎手大塚海渡は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・15番）
〔3走成績による出走制限〕 サクラテゾーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月14日まで平地競走に出走でき

ない。



18067 7月14日 小雨 重 （1福島2） 第6日 第7競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走13時25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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 トミケンルーア �3鹿 56 丸山 元気冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 458± 01：10．3 4．3�
815� ランドルーラー 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 512－ 4 〃 クビ 3．7�
510 マ カ リ カ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 61：10．93	 13．8�
24 スターアイランド 牝3鹿 54 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 406－ 21：11．0	 28．0�
612 モメチョッタ 牝3黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 432＋ 21：11．21
 10．5	
816 ラ ス ボ ス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �CHEVAL AT-
TACHE 田島 俊明 日高 碧雲牧場 492＋101：11．3クビ 68．5


47 テ ミ ス 牝3青 54
52 △野中悠太郎 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 モリナガファーム 434－ 21：11．4	 8．2�
59 � パリテソーロ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 金成 貴史 米

A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

434－ 41：11．82	 4．1�
36 ローゼンオルデン 牝3芦 54

51 ▲大塚 海渡宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412－10 〃 クビ 29．8

23 デルマトリアノン 牝3鹿 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 458 ―1：11．9	 109．1�
48 ク ツ ワ ヒ メ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 426± 0 〃 アタマ 9．8�
714 テンフライト 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 420＋181：12．11
 154．5�
611 シルフィーナ 牝3芦 54

51 ▲山田 敬士大島 芳子氏 本間 忍 日高 本間牧場 406－ 21：12．31 151．7�
713 アーバーデイ 牝3青 54

51 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 前川 隆範 450－ 41：12．51 177．3�
12 ヒ バ ナ 牝3黒鹿54 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 424－ 21：13．35 214．9�
35 ギ ブ リ 牝3鹿 54 宮崎 北斗芳賀 滿男氏 青木 孝文 新ひだか フジワラフアーム 446± 01：14．79 162．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，247，400円 複勝： 48，907，800円 枠連： 19，735，500円
馬連： 77，261，400円 馬単： 33，542，900円 ワイド： 52，507，400円
3連複： 110，654，500円 3連単： 128，637，600円 計： 507，494，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 150円 � 330円 枠 連（1－8） 810円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 440円 �� 970円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 14，840円

票 数

単勝票数 計 362474 的中 � 66860（3番人気）
複勝票数 計 489078 的中 � 73761（3番人気）� 101707（1番人気）� 29916（7番人気）
枠連票数 計 197355 的中 （1－8） 18727（4番人気）
馬連票数 計 772614 的中 �� 60747（2番人気）
馬単票数 計 335429 的中 �� 12523（5番人気）
ワイド票数 計 525074 的中 �� 32137（3番人気）�� 13295（14番人気）�� 16954（11番人気）
3連複票数 計1106545 的中 ��� 24952（11番人気）
3連単票数 計1286376 的中 ��� 6281（38番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．9―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンルーア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．23 中山2着

2016．5．3生 �3鹿 母 オーバーザムーン 母母 メイプルダンス 7戦1勝 賞金 11，650，000円
〔制裁〕 モメチョッタ号の騎手江田照男は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギブリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14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〕 ヒバナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カフェアリアドネ号・ホットスタンプ号

18068 7月14日 小雨 重 （1福島2） 第6日 第8競走 ��
��1，150�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・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
1：06．9
1：06．9

良
良

816 アロハブリーズ 牝3栗 52 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 466＋ 61：07．3 4．7�
11 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 468± 01：07．51� 12．9�
510 ワイルドフォックス 	5黒鹿57 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 浦河 鳥井 征士 512± 01：07．81
 18．5�
47 シュピールカルテ 牝5青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム B472－ 2 〃 クビ 12．7�
48 シゲルジルコン 牝3栗 52 江田 照男森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 482＋ 6 〃 ハナ 23．4	
36 ココロノイコロ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 育也海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 440－101：07．9� 5．5

714 コトブキハウンド 牡4鹿 57 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 484－ 41：08．22 6．3�
611� ゴールデンビコー 牝4鹿 55 武士沢友治村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 428± 01：08．41� 27．0�
612 ブルーシューズ 牡3鹿 54 内田 博幸田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 460－ 21：08．5クビ 59．7
12 オルダージュ 牡3黒鹿54 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 466＋ 21：08．82 2．9�
713 ダウンタウンプリマ 牝3栗 52 大野 拓弥林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 456－ 6 〃 クビ 39．9�
35 � アロースコルトン 牡6鹿 57 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B472＋ 21：09．11
 337．7�
59 � ブライトンピア 牡5栗 57

54 ▲小林 凌大浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460± 0 〃 ハナ 210．2�
23 ダディフィンガー 牡3鹿 54 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 494－ 21：09．2
 42．7�
815 スッチェッソ 牝5栗 55

52 ▲大塚 海渡 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 91：09．3� 326．1�

24 � タニマサベーカ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行谷 正之氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 460＋ 81：09．51 319．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，180，700円 複勝： 56，107，800円 枠連： 23，103，900円
馬連： 88，682，800円 馬単： 35，920，800円 ワイド： 60，635，100円
3連複： 120，453，000円 3連単： 132，935，600円 計： 557，019，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 350円 � 510円 枠 連（1－8） 610円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，720円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 18，970円 3 連 単 ��� 82，790円

票 数

単勝票数 計 391807 的中 � 65623（2番人気）
複勝票数 計 561078 的中 � 83701（2番人気）� 39336（5番人気）� 25382（8番人気）
枠連票数 計 231039 的中 （1－8） 29125（1番人気）
馬連票数 計 886828 的中 �� 19498（14番人気）
馬単票数 計 359208 的中 �� 4440（21番人気）
ワイド票数 計 606351 的中 �� 12858（13番人気）�� 9085（21番人気）�� 5530（35番人気）
3連複票数 計1204530 的中 ��� 4761（70番人気）
3連単票数 計1329356 的中 ��� 1164（293番人気）

ハロンタイム 9．5―10．3―10．5―11．4―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―19．8―30．3―41．7―54．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F37．0
3 ・（2，7）－1，8（6，10）16（4，12，14）（5，11）（3，9）－15－13 4 2，7－1－（8，10）（6，16）14，12（4，11）（5，9）3，15，13

勝馬の
紹 介

アロハブリーズ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．10．21 新潟5着

2016．3．18生 牝3栗 母 コンドルショット 母母 リープフォージョイ 5戦2勝 賞金 15，950，000円
※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 サトノユニゾン号・シキシマ号・シャイニングカフェ号・シルバーストーン号・スマートアムール号



18069 7月14日 小雨 重 （1福島2） 第6日 第9競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

58 カイザーヴェッター 牡4青鹿57 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B478－182：42．8 4．3�
813 エフェクトオン 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 438＋ 22：42．9� 4．3�
22 エイプリルミスト 牝5芦 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：43．43 9．0�
45 インペリアルフィズ 牡5栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B472－ 42：43．61� 9．1�
34 ロイヤルディクリー 牡4鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528± 02：43．7クビ 6．5�
11 ウインレーヴドール 牡4黒鹿57 松岡 正海	ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム B466＋ 22：43．8	 10．6

46 ヨ シ ヒ コ 牡5黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B492＋122：44．11	 44．2�
69 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466＋ 42：45．16 26．0�
33 ファントムグレイ 牡6芦 57 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 430－ 42：45．63 13．7
57 
 ユキノレーヌ 牝5栗 55 武士沢友治井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか 服部 牧場 426－ 82：46．34 112．2�
712 アルビオリクス 牡4鹿 57 大塚 海渡 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B528＋ 22：46．5	 19．3�
711 ロゼフェニックス 牡4黒鹿57 内田 博幸髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424－142：47．67 27．6�
814 イイコトズクシ 牡4鹿 57 野中悠太郎小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 B498－ 22：52．6大差 114．2�
610 カフェプリンス 牡3鹿 54 横山 典弘西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 504－ 62：53．34 11．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，894，500円 複勝： 66，571，000円 枠連： 25，033，800円
馬連： 108，107，100円 馬単： 39，997，800円 ワイド： 71，225，700円
3連複： 157，068，000円 3連単： 171，595，500円 計： 681，493，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 180円 � 210円 枠 連（5－8） 950円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 540円 �� 770円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 15，230円

票 数

単勝票数 計 418945 的中 � 77834（1番人気）
複勝票数 計 665710 的中 � 112798（1番人気）� 100560（2番人気）� 75219（3番人気）
枠連票数 計 250338 的中 （5－8） 20399（2番人気）
馬連票数 計1081071 的中 �� 65299（1番人気）
馬単票数 計 399978 的中 �� 11925（2番人気）
ワイド票数 計 712257 的中 �� 35134（1番人気）�� 23407（5番人気）�� 22947（6番人気）
3連複票数 計1570680 的中 ��� 35734（3番人気）
3連単票数 計1715955 的中 ��� 8164（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．0―12．4―12．0―12．8―12．9―12．8―12．7―13．0―13．0―12．3―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�
12．9―24．4―36．4―48．8―1：00．8―1：13．6―1：26．5―1：39．3―1：52．0―2：05．0―2：18．0―2：30．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．8―3F37．8
1
�
14－1，6，12＝（10，11）（4，13）（3，5，8）（2，9）7
1（14，12）6（4，13）（11，8）（3，5，9）（7，2）－10

2
�

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

カイザーヴェッター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．10．29 東京4着

2015．5．1生 牡4青鹿 母 カ イ ゼ リ ン 母母 ブロードアピール 9戦2勝 賞金 22，754，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イイコトズクシ号・カフェプリンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月

14日まで平地競走に出走できない。

18070 7月14日 曇 重 （1福島2） 第6日 第10競走 ��
��1，150�

つ る が じ ょ う

鶴 ヶ 城 特 別
発走15時00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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

815� グランティエラ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 502－ 21：07．0 6．5�

47 スズカグラーテ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B472＋101：07．21	 5．8�
35 スマートマルシェ 牝3鹿 52 大野 拓弥大川 徹氏 加藤 征弘 浦河 山口 義彦 488＋101：07．41	 3．6�
714 ショウナンガナドル 牡3黒鹿54 横山 典弘国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 480－ 2 〃 クビ 13．6�
59 レッドランサー 牡4黒鹿57 丸山 元気 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 466＋ 21：07．61	 4．5�
713 ヨドノビクトリー 牡5鹿 57 松岡 正海海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 484＋ 61：07．7
 30．2	
11 スナークライデン 牡5芦 57 津村 明秀杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480－ 2 〃 クビ 8．9

23 � ステラルーチェ 牡7栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B478－121：07．8クビ 49．3�
36 � サウンドジャンゴ 牡7鹿 57 野中悠太郎増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus

Stables 528＋ 81：07．9
 147．9�
510 ナムラムート 牡5栗 57 柴田 大知奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 512＋16 〃 クビ 22．2
48 ボクノナオミ 牝7鹿 55 菊沢 一樹塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：08．0クビ 21．1�
612 ショウナンカイドウ 牡6栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B540＋ 21：08．1� 34．2�
816� エタニティーワルツ 牡6黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B490－121：08．2� 88．0�
24 サンデュランゴ 牝5栗 55 江田 照男 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 484＋ 21：08．4� 111．7�
611 カフェライジング 牡7鹿 57 吉田 豊西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 506＋121：08．61	 27．7�
12 � セルバンテスカズマ 牡6黒鹿57 内田 博幸合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 532－ 21：09．13 98．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，371，000円 複勝： 85，460，000円 枠連： 31，701，500円
馬連： 150，257，800円 馬単： 58，413，200円 ワイド： 95，427，400円
3連複： 206，158，300円 3連単： 255，790，500円 計： 942，579，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 190円 � 160円 枠 連（4－8） 1，690円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 800円 �� 560円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 20，890円

票 数

単勝票数 計 593710 的中 � 72277（4番人気）
複勝票数 計 854600 的中 � 112625（3番人気）� 110213（4番人気）� 146110（1番人気）
枠連票数 計 317015 的中 （4－8） 14526（8番人気）
馬連票数 計1502578 的中 �� 56397（9番人気）
馬単票数 計 584132 的中 �� 10812（17番人気）
ワイド票数 計 954274 的中 �� 29683（9番人気）�� 44433（3番人気）�� 42662（6番人気）
3連複票数 計2061583 的中 ��� 42859（8番人気）
3連単票数 計2557905 的中 ��� 8876（50番人気）

ハロンタイム 9．3―10．8―11．2―11．6―11．7―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．1―31．3―42．9―54．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グランティエラ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ク ロ フ ネ

2014．5．3生 牡5鹿 母 アースファイヤー 母母 プリンセスデリーデ 14戦3勝 賞金 39，943，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダブルコーク号
（非抽選馬） 8頭 コウエイアンカ号・スズカプリズム号・スーパーモリオン号・ディーズフェイク号・ヒデノヴィーナス号・

ブリクスト号・メイショウヒボタン号・メイショウラビエ号

１レース目



18071 7月14日 曇 重 （1福島2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�バーデンバーデンカップ

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，30．7．14以降1．7．7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

バーデンバーデン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

816 カラクレナイ 牝5栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 506＋ 61：09．3 8．4�
612 ア ン ヴ ァ ル 牝4鹿 54 松岡 正海 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 6 〃 アタマ 3．6�
47 メイソンジュニア 牡5鹿 54 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 7．1�
12 フロンティア 牡4栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋241：09．4� 17．7�
714 レジーナフォルテ 牝5黒鹿53 内田 博幸永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 498－ 21：09．5クビ 6．6	
611� コパノディール 牝6黒鹿49 江田 照男小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 442－ 4 〃 クビ 42．8

24 クインズサリナ 牝5黒鹿51 藤田菜七子亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 462－ 61：09．6	 20．9�
510 エメラルエナジー 牡7栗 52 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B506－ 61：09．7クビ 51．2�
11 � シベリアンスパーブ 牡10鹿 52 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 508＋ 4 〃 クビ 157．1
23 イエローマリンバ 牝4青鹿53 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 438－ 21：09．8クビ 8．9�
815 アンフィトリテ 牝4鹿 52 丸山 元気 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486＋16 〃 ハナ 15．2�
713 エントリーチケット 牝5栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 21：10．11� 8．1�
35 モアニケアラ 牝7芦 51 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 480＋101：10．41� 32．3�
48 トウショウピスト 牡7鹿 54 柴田 善臣トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B482＋ 2 〃 ハナ 119．5�
36 クイーンズテソーロ 牝4栗 53 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 460± 01：10．61	 33．8�
59 オールポッシブル 牝5鹿 51 野中悠太郎�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 494± 01：10．81
 22．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，535，400円 複勝： 107，329，700円 枠連： 72，603，700円
馬連： 322，947，600円 馬単： 112，865，500円 ワイド： 157，419，600円
3連複： 504，285，900円 3連単： 629，044，900円 計： 1，987，032，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 240円 � 150円 � 210円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，170円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 805354 的中 � 76461（5番人気）
複勝票数 計1073297 的中 � 101384（4番人気）� 215549（1番人気）� 123614（3番人気）
枠連票数 計 726037 的中 （6－8） 51190（4番人気）
馬連票数 計3229476 的中 �� 149527（5番人気）
馬単票数 計1128655 的中 �� 20556（13番人気）
ワイド票数 計1574196 的中 �� 62512（4番人気）�� 33186（12番人気）�� 72713（3番人気）
3連複票数 計5042859 的中 ��� 93217（8番人気）
3連単票数 計6290449 的中 ��� 16860（60番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．9―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．7―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カラクレナイ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．23 京都4着

2014．4．29生 牝5栗 母 バーニングレッド 母母 レッドチリペッパー 21戦4勝 賞金 133，875，000円
〔制裁〕 クインズサリナ号の騎手藤田菜七子は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パーリオミノル号

18072 7月14日 曇 重 （1福島2） 第6日 第12競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時15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
1：43．1
1：40．9

不良
重

35 レ ア バ ー ド 牡4鹿 57
54 ▲木幡 育也田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 534＋ 61：45．2 10．4�

11 ファイナルマズル 牡3鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：45．52 9．7�
46 シセイタケル 牡4栗 57 戸崎 圭太猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 464± 0 〃 クビ 14．4�
814� スズカアポロ 牡8黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B472－ 61：45．92� 36．9�
713 フクサンダーク 牡3鹿 54

52 △野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 488＋ 4 〃 ハナ 5．1�
23 � ヒロノワカムシャ �5黒鹿57 江田 照男小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 482－ 21：46．0クビ 29．6	
611� コスモクウェンチ 牡5鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 4 〃 クビ 24．4

22 カウンターエア 牡3鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 536－101：46．21 8．2�
712 セイカヤマノ 牡3黒鹿54 三浦 皇成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B486－ 2 〃 アタマ 7．1
815 キタノナシラ �4鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新冠 村上 欽哉 B472＋ 21：46．3� 25．8�
34 � サンシャイアン 牡4鹿 57 村田 一誠 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 B470＋ 21：46．4� 98．9�
58 キングスバレイ 牡3栗 54 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 526＋181：47．25 6．1�
59 ゴールドパッション 牡4栗 57 松岡 正海居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 520± 01：47．62� 6．7�
610 ゴールデンウェル 牡3栗 54

53 ☆菊沢 一樹江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 454－181：47．7� 17．5�
47 アオテンジョウ 牡5栗 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 松永 康利 登別 ユートピア牧場 490＋ 21：48．97 99．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，414，700円 複勝： 88，122，500円 枠連： 47，283，800円
馬連： 181，993，400円 馬単： 64，997，200円 ワイド： 116，512，500円
3連複： 285，635，500円 3連単： 329，688，900円 計： 1，178，648，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 390円 � 420円 � 500円 枠 連（1－3） 5，560円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 13，340円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，930円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 21，200円 3 連 単 ��� 148，090円

票 数

単勝票数 計 644147 的中 � 49490（7番人気）
複勝票数 計 881225 的中 � 61563（6番人気）� 54903（8番人気）� 45512（9番人気）
枠連票数 計 472838 的中 （1－3） 6580（23番人気）
馬連票数 計1819934 的中 �� 20242（32番人気）
馬単票数 計 649972 的中 �� 3653（64番人気）
ワイド票数 計1165125 的中 �� 11712（36番人気）�� 15665（27番人気）�� 9976（41番人気）
3連複票数 計2856355 的中 ��� 10104（88番人気）
3連単票数 計3296889 的中 ��� 1614（624番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．1―12．4―12．5―12．2―12．2―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―30．8―43．2―55．7―1：07．9―1：20．1―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レ ア バ ー ド �
�
父 サムライハート �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2017．10．21 東京3着

2015．5．20生 牡4鹿 母 ディアレイラ 母母 ハ シ コ 21戦2勝 賞金 20，600，000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。
（非当選馬） 1頭 ロードソリスト号

４レース目



（1福島2）第6日 7月14日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
重

競走回数 12回 出走頭数 173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

196，880，000円
3，890，000円
16，690，000円
1，430，000円
21，710，000円
69，724，500円
5，021，800円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
522，912，400円
719，928，100円
293，699，600円
1，262，458，800円
528，091，200円
792，942，700円
1，863，422，600円
2，322，154，200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 8，305，609，600円

総入場人員 14，454名 （有料入場人員 12，363名）
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