
18085 7月21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時10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

46 コスモインペリウム 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 496＋141：53．1 3．9�
611 ソ ス ピ タ 牝2芦 54

52 △野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 442＋181：53．2� 3．5�
11 ロードオマージュ 牡2栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 61：53．41� 4．8�
713 マラジェッツ 牡2黒鹿54 真島 大輔伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 444－ 21：53．61� 66．1�
（大井）

22 ベルジルウェット 牝2黒鹿54 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 464－ 41：53．7� 36．0	

58 ドラゴンウォリアー 牡2鹿 54
53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 490± 0 〃 アタマ 128．0


610 バトーブラン 牝2芦 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 41：53．8� 26．2�

59 リメインオブザデイ 牝2青鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 398＋141：53．9� 11．7�

34 ロッソモラーレ 牡2芦 54
52 △木幡 育也 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 446－ 41：54．0クビ 186．6

712 マイネルアストリア 牡2鹿 54 内田 博幸 �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 476＋14 〃 アタマ 28．1�

35 ニシノコードブルー 牡2青鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 450＋ 41：54．1� 29．7�
23 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 434－ 41：54．2クビ 54．2�
814 ノーブレスサンデー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 428＋ 41：54．83� 278．2�
47 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± 01：54．9クビ 5．9�

815 ネガワンニダ 牡2黒鹿 54
51 ▲山田 敬士�ミルファーム 本間 忍 浦河 富菜牧場 400－ 21：56．07 249．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，523，500円 複勝： 33，896，100円 枠連： 12，680，300円
馬連： 49，440，500円 馬単： 24，298，000円 ワイド： 34，688，400円
3連複： 72，054，000円 3連単： 89，425，300円 計： 341，006，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 280円 �� 330円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 245235 的中 � 52853（2番人気）
複勝票数 計 338961 的中 � 71568（1番人気）� 59369（2番人気）� 55164（3番人気）
枠連票数 計 126803 的中 （4－6） 22834（1番人気）
馬連票数 計 494405 的中 �� 52779（1番人気）
馬単票数 計 242980 的中 �� 13551（1番人気）
ワイド票数 計 346884 的中 �� 32948（1番人気）�� 27119（2番人気）�� 19820（4番人気）
3連複票数 計 720540 的中 ��� 51709（1番人気）
3連単票数 計 894253 的中 ��� 15057（2番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．6―13．8―13．1―12．4―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．6―51．4―1：04．5―1：16．9―1：28．8―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモインペリウム �
�
父 トランセンド �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．6．9 東京5着

2017．4．12生 牡2鹿 母 シップスログ 母母 スムーズセイリング 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マラジェッツ号の騎手真島大輔は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：7番）

コスモインペリウム号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2
番）

※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21日 曇 稍重 （1福島2） 第8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

77 ビ ブ シ ョ ウ 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 408＋ 41：11．9 12．2�

66 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 418－ 6 〃 クビ 3．4�
55 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± 01：12．11� 7．9�
88 ヨネンサンクミ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 420＋101：12．2� 6．8�
22 ブラックトマホーク 牡2黒鹿54 三浦 皇成吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：13．05 2．0�
33 マイネルグッドデイ 牡2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 シンカンファーム 484＋ 41：13．1クビ 124．2

89 テ ィ ナ 牡2鹿 54

52 △野中悠太郎中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 354－ 21：13．2	 31．6�
44 プリズムストーン 牡2青鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 中田 浩美 468－ 81：13．3	 170．6�
11 タマモカスターニャ 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 430＋ 21：14．04 98．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，719，100円 複勝： 48，856，200円 枠連： 7，539，300円
馬連： 42，571，000円 馬単： 30，835，300円 ワイド： 30，481，300円
3連複： 53，508，700円 3連単： 124，771，700円 計： 375，282，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 330円 � 210円 � 280円 枠 連（6－7） 1，680円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 440円 �� 660円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 18，840円

票 数

単勝票数 計 367191 的中 � 25508（5番人気）
複勝票数 計 488562 的中 � 36174（5番人気）� 67834（2番人気）� 43880（4番人気）
枠連票数 計 75393 的中 （6－7） 3468（8番人気）
馬連票数 計 425710 的中 �� 20425（7番人気）
馬単票数 計 308353 的中 �� 5568（15番人気）
ワイド票数 計 304813 的中 �� 17517（7番人気）�� 11128（10番人気）�� 23986（5番人気）
3連複票数 計 535087 的中 ��� 15784（10番人気）
3連単票数 計1247717 的中 ��� 4799（63番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．9―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 ・（6，7）（5，2，8）（3，4）1－9 4 6（5，2，7，8）－（3，4）9，1

勝馬の
紹 介

ビ ブ シ ョ ウ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2019．6．30 福島5着

2017．4．4生 牝2鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 フレンドピース号の調教師南田美知雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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８日



18087 7月21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第3競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走11時15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 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 496－ 41：47．9 14．8�
814 トランスポーター 牡3芦 56 三浦 皇成安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 490＋ 21：48．11 5．8�
34 サクラパルジファル 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 522－ 61：48．42 42．5�
22 � 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 448－101：48．61� 3．0�
610 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 434＋ 41：49．02� 18．3�
713 ファイトフラッシュ 牝3黒鹿54 真島 大輔	天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 464＋ 21：49．1	 112．0


（大井）

46 バンディエラ 牡3栗 56 嘉藤 貴行東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B528＋121：49．41	 4．6�
59 サンロアノーク 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 464－ 21：49．61� 6．3�
815 アララトテソーロ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 476± 01：49．7クビ 40．0

11 フライクーゲル 牡3鹿 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 B482＋ 81：50．33� 6．8�
611 シゲルブドウセキ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 466± 01：50．4� 195．7�
35 ドンウォリマミー 牡3鹿 56 内田 博幸諸江 幸祐氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494－ 61：50．82� 33．4�
23 カフェオセロット 牝3芦 54

52 △野中悠太郎西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 490＋ 41：51．12 102．4�
712 トーアコルシャ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 458＋ 41：51．52� 326．2�
47 レ チ ク ル 牡3芦 56 中井 裕二 �ジェネラルレーシング 中野 栄治 新冠 飯島 功典 456－ 41：51．71 232．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，053，900円 複勝： 43，766，400円 枠連： 13，993，000円
馬連： 60，402，100円 馬単： 27，399，100円 ワイド： 43，630，700円
3連複： 82，866，400円 3連単： 100，663，100円 計： 404，774，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 410円 � 220円 � 860円 枠 連（5－8） 1，390円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 9，560円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 4，960円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 37，800円 3 連 単 ��� 191，040円

票 数

単勝票数 計 320539 的中 � 17263（6番人気）
複勝票数 計 437664 的中 � 26842（7番人気）� 62371（3番人気）� 11458（9番人気）
枠連票数 計 139930 的中 （5－8） 7778（5番人気）
馬連票数 計 604021 的中 �� 10770（16番人気）
馬単票数 計 273991 的中 �� 2149（39番人気）
ワイド票数 計 436307 的中 �� 9609（16番人気）�� 2225（38番人気）�� 3402（30番人気）
3連複票数 計 828664 的中 ��� 1644（82番人気）
3連単票数 計1006631 的中 ��� 382（472番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．6―13．3―12．9―12．6―12．2―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．3―44．6―57．5―1：10．1―1：22．3―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．8
1
3
8，4（2，14）（10，12，13）（1，6，9）15（3，5）11－7・（8，14）（4，13）9（2，6）10，12（1，15）－5（3，11）＝7

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

勝馬の
紹 介

フィストバンプ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．10 東京9着

2016．4．30生 牡3青鹿 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 8戦1勝 賞金 7，550，000円
〔発走状況〕 ドンウォリマミー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔3走成績による出走制限〕 カフェオセロット号・トーアコルシャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月21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。

18088 7月21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時45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
1：45．3
1：43．9

良
良

510 ウエスタンランポ 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 408± 01：51．3 14．6�

611 ルシェルドール 牝3栗 54 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 436± 0 〃 ハナ 51．5�

815 ヒドゥンヴェール 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：51．51� 19．1�
59 ニ シ ノ モ エ 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 412＋ 4 〃 アタマ 78．5�
47 ウインセルリアン 牝3栗 54 三浦 皇成�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 516 ―1：51．6� 6．5�
12 サクラクリスタル 牝3青鹿54 大野 拓弥�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 458± 0 〃 アタマ 14．6	
816 アディクション 牝3芦 54

51 ▲大塚 海渡 
キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452± 01：51．91� 12．2�
713 エ ス デ ス 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎田原 邦男氏 田中 博康 千歳 社台ファーム B434± 01：52．21� 6．6�
24 ブライティアセルバ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 428－ 2 〃 ハナ 2．1
714 ヤースミーン 牝3青鹿54 武士沢友治岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 北俣 牧夫 408－ 61：52．3クビ 332．6�
36 クロッグダンス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也 
社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム 456＋121：52．4� 45．9�
612 ジェイドパンニャー 牝3黒鹿54 菅原 隆一福原 晃氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 61：52．61� 267．6�
11 ワイルドタッチ 牝3栗 54 内田 博幸
キヨタケ牧場 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 456－ 21：52．81 14．4�
35 アイドルズアイ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士榊原源一郎氏 松永 康利 新冠 オリエント牧場 432± 01：53．22� 14．4�
23 ハ ル イ ロ 牝3鹿 54 西田雄一郎吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 486＋ 81：53．51� 152．7�
48 ク ツ ワ ヒ メ 牝3栗 54 江田 照男芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 424－ 21：53．71� 77．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，340，700円 複勝： 49，328，300円 枠連： 16，769，300円
馬連： 58，969，500円 馬単： 29，784，100円 ワイド： 47，916，400円
3連複： 86，832，100円 3連単： 103，320，100円 計： 431，260，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 410円 � 1，030円 � 590円 枠 連（5－6） 12，340円

馬 連 �� 22，880円 馬 単 �� 40，170円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 2，970円 �� 7，230円

3 連 複 ��� 92，110円 3 連 単 ��� 651，360円

票 数

単勝票数 計 383407 的中 � 20959（7番人気）
複勝票数 計 493283 的中 � 33458（7番人気）� 11916（10番人気）� 21914（9番人気）
枠連票数 計 167693 的中 （5－6） 1053（28番人気）
馬連票数 計 589695 的中 �� 1997（50番人気）
馬単票数 計 297841 的中 �� 556（92番人気）
ワイド票数 計 479164 的中 �� 2456（44番人気）�� 4192（34番人気）�� 1699（57番人気）
3連複票数 計 868321 的中 ��� 707（194番人気）
3連単票数 計1033201 的中 ��� 115（1174番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．1―12．9―12．3―12．1―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．7―49．6―1：01．9―1：14．0―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4F49．4―3F37．3
1
3
5，11（4，12，13）16，8，9（7，10）（3，6）－（2，14）－15－1・（5，11）（13，12，16）4－10（8，9）（7，3）（2，6）14－15－1

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンランポ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．2．17 東京15着

2016．2．24生 牝3鹿 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジェイドパンニャー号・ヤースミーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月21日まで平

地競走に出走できない。



18089 7月21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第5競走 ��1，150�2歳新馬
発走12時35分 （ダート・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
1：08．5

良
良

815 オヌシナニモノ 牡2鹿 54 内田 博幸ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 462 ―1：09．4 1．8�
59 デビルスダンサー 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 422 ―1：10．46 41．8�
611 ニシノホライゾン 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 500 ―1：10．71� 36．5�
35 マイネルグローバル 牡2鹿 54 真島 大輔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新ひだか 真歌田中牧場 458 ―1：11．55 62．0�
（大井）

24 トルベジーノ 牝2鹿 54
51 ▲大塚 海渡 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 荒井ファーム 414 ―1：11．6クビ 119．4	

510 チェリーガイア 牝2芦 54 吉田 豊櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 462 ― 〃 クビ 34．7

11 マイネルイリャルギ 牡2鹿 54

52 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 480 ―1：11．7� 22．5�

714 ニシノレオニダス 牡2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 506 ―1：11．8クビ 6．9�
816 タイセイブーティー 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 454 ― 〃 アタマ 24．3
12 ムーニーヴァレー 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：11．9� 8．5�
48 シゲルナガレボシ 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 大林ファーム 442 ― 〃 ハナ 117．4�
612 テイエムビーナス 牝2鹿 54

52 △木幡 育也竹園 正繼氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 470 ―1：12．0クビ 58．6�
23 スタジアムロック 牡2栗 54 三浦 皇成田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478 ―1：12．1� 8．0�
713 モウコフクソウ 牝2鹿 54 津村 明秀石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 462 ―1：12．41� 66．0�
36 ヴォーグロックユー 牡2栗 54 戸崎 圭太志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 458 ―1：12．82� 36．9�
47 エスケイサムソン 牡2鹿 54 武士沢友治伊藤 輔則氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 442 ―1：16．0大差 159．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，057，000円 複勝： 44，695，100円 枠連： 18，191，700円
馬連： 59，268，200円 馬単： 31，453，400円 ワイド： 43，895，100円
3連複： 84，654，200円 3連単： 100，223，900円 計： 433，438，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 140円 � 760円 � 670円 枠 連（5－8） 1，760円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 1，710円 �� 8，230円

3 連 複 ��� 41，520円 3 連 単 ��� 110，420円

票 数

単勝票数 計 510570 的中 � 229018（1番人気）
複勝票数 計 446951 的中 � 124460（1番人気）� 11582（10番人気）� 13266（9番人気）
枠連票数 計 181917 的中 （5－8） 8009（7番人気）
馬連票数 計 592682 的中 �� 8035（20番人気）
馬単票数 計 314534 的中 �� 3833（22番人気）
ワイド票数 計 438951 的中 �� 5803（20番人気）�� 6707（18番人気）�� 1346（65番人気）
3連複票数 計 846542 的中 ��� 1529（112番人気）
3連単票数 計1002239 的中 ��� 658（303番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．2―12．0―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―31．8―43．8―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オヌシナニモノ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 グ ラ ン デ ラ 初出走

2017．3．3生 牡2鹿 母 グラントリノ 母母 インフレッタ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マイネルイリャルギ号の騎手野中悠太郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスケイサムソン号は，「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 トーセンポエム号・ユーアーマイソウル号
※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21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13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
1：07．0
1：06．5

良
良

47 ディザイアソング 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 428± 01：11．2 6．8�

815 ミヤビペルラ 牝3黒鹿54 津村 明秀村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 436＋ 6 〃 ハナ 12．7�
816 ウインカーマイン 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 432－ 41：11．41� 8．5�
59 リブパッション 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 B446± 01：11．61 6．9�
714 ウィローグラウス 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �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 446＋ 4 〃 ハナ 1．9�
713 マ メ シ ボ リ �3黒鹿56 西田雄一郎	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 396－ 4 〃 ハナ 27．5

11 ホシノウチカケ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新冠 赤石 久夫 442－ 41：11．81� 169．1�
510 カツコノユメ 牝3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 414± 01：11．9クビ 104．6�
48 レディオスカル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 444＋ 4 〃 ハナ 8．5
23 チヨビッグシー 牝3黒鹿54 吉田 豊	向別牧場 古賀 史生 千歳 社台ファーム 430－ 61：12．0� 65．9�
36 サ ル ー ス 牝3鹿 54 内田 博幸鈴木 照雄氏 武市 康男 新冠 松浦牧場 430－ 21：12．53 72．3�
12 エタニティマリー 牝3栗 54 丸山 元気村島 昭男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 404－ 61：12．6� 112．7�
35 チャキットコイキ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 浦河 大西ファーム 394＋ 21：12．81� 67．0�
612 ナイトオブゴールド 牡3鹿 56 真島 大輔大島 昌也氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 460± 0 〃 クビ 32．4�

（大井）

611 フォーエバーワン 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 450＋ 61：13．11� 115．1�

（15頭）
24 ミヤコノユメ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉田 和弘氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，265，100円 複勝： 45，600，700円 枠連： 19，599，100円
馬連： 66，073，800円 馬単： 33，407，400円 ワイド： 46，755，600円
3連複： 89，443，500円 3連単： 115，081，400円 計： 454，226，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 280円 � 420円 � 310円 枠 連（4－8） 1，080円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 7，430円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 860円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 45，170円

票 数

単勝票数 差引計 382651（返還計 926） 的中 � 44553（2番人気）
複勝票数 差引計 456007（返還計 1226） 的中 � 45350（3番人気）� 26346（6番人気）� 39404（5番人気）
枠連票数 差引計 195991（返還計 42） 的中 （4－8） 13989（4番人気）
馬連票数 差引計 660738（返還計 5176） 的中 �� 11830（17番人気）
馬単票数 差引計 334074（返還計 2492） 的中 �� 3371（28番人気）
ワイド票数 差引計 467556（返還計 3517） 的中 �� 8619（16番人気）�� 14198（9番人気）�� 11186（13番人気）
3連複票数 差引計 894435（返還計 13199） 的中 ��� 8029（26番人気）
3連単票数 差引計1150814（返還計 12815） 的中 ��� 1847（145番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．1―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディザイアソング �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．17 東京16着

2016．5．4生 牝3鹿 母 マイディアソング 母母 フィールドソング 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ミヤコノユメ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ホシノウチカケ号の騎手木幡育也は，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：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カフェアリアドネ号・ラブサンキュー号・レーヴプランセス号
※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。



18091 7月21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第7競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走13時35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

78 パシフィスタ 牡3黒鹿56 西田雄一郎 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム B484± 02：04．2 44．5�
811� サトノセシル 牝3鹿 54 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf

Alqahtani 458 ―2：04．41� 3．5�
66 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 B456－ 2 〃 アタマ 9．3�
44 � モントカイザー 	3黒鹿56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 470＋ 4 〃 ハナ 3．3�
55 シックガニアン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 464＋ 62：04．72 21．5	
67 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 〃 クビ 26．8

11 シュテルンシチー 牡3栗 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 456＋12 〃 アタマ 3．5�
79 セ オ リ ー 牡3青鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 478± 02：04．8クビ 8．7�
22 ウインエルカミーノ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 4 〃 クビ 20．3
33 イントゥアドリーム 牡3青鹿 56

53 ▲大塚 海渡薪浦 州平氏 和田 雄二 安平 吉田 三郎 434＋ 62：05．11
 145．8�
810 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 498－ 62：05．2
 96．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 37，442，100円 複勝： 42，649，000円 枠連： 12，918，700円
馬連： 63，312，100円 馬単： 29，685，700円 ワイド： 41，863，300円
3連複： 81，681，100円 3連単： 117，769，200円 計： 427，321，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，450円 複 勝 � 1，060円 � 180円 � 230円 枠 連（7－8） 1，170円

馬 連 �� 11，180円 馬 単 �� 31，760円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 4，550円 �� 730円

3 連 複 ��� 30，250円 3 連 単 ��� 330，940円

票 数

単勝票数 計 374421 的中 � 6720（9番人気）
複勝票数 計 426490 的中 � 8008（9番人気）� 72467（3番人気）� 50075（5番人気）
枠連票数 計 129187 的中 （7－8） 8547（6番人気）
馬連票数 計 633121 的中 �� 4387（28番人気）
馬単票数 計 296857 的中 �� 701（62番人気）
ワイド票数 計 418633 的中 �� 3299（30番人気）�� 2295（36番人気）�� 15671（8番人気）
3連複票数 計 816811 的中 ��� 2025（71番人気）
3連単票数 計1177692 的中 ��� 258（529番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．5―12．6―13．2―12．2―12．2―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．0―49．6―1：02．8―1：15．0―1：27．2―1：39．3―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パシフィスタ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2019．1．27 東京14着

2016．3．9生 牡3黒鹿 母 ピューリティー 母母 Pariana 4戦1勝 賞金 5，000，000円

18092 7月21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走14時05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
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 � ワシントンテソーロ 牡3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 490＋ 61：46．2 6．2�

34 フィルストバーン 	3黒鹿54 丸山 元気�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B460＋ 21：46．41
 10．9�
713 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 54 大野 拓弥�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 476＋ 6 〃 クビ 4．0�
712 トミケンエンデレア 牡4鹿 57 真島 大輔冨樫 賢二氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 504＋ 41：47．14 6．1�

（大井）

59 ポップアップスター 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 520－ 21：47．2クビ 5．3	
22 ペイシャシキブ 牡3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 456－ 41：47．41
 16．2

610 メイクグローリー 	5栗 57

54 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 大江原 哲 浦河 絵笛牧場 448＋ 21：47．5� 28．5�
46 スズノアリュール 牡4鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 41：47．6� 20．0�
815 ユ メ ノ サ キ 牡4栗 57 三浦 皇成吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B532－ 41：48．13 10．6
35 ゲンパチシャドウ 牡3鹿 54 江田 照男平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 462＋ 81：48．2� 167．8�
814 ベターハーフ 牝3青鹿52 吉田 豊宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 41：48．3� 50．7�
23 シ ー ル ー ト 	4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 81：48．4クビ 18．4�
47  ブレイクエース 牡7鹿 57

55 △野中悠太郎 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512＋121：49．25 114．9�

11 ゴールドアックス 牡3鹿 54
52 △木幡 育也 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 414± 01：49．51� 15．9�

611� グーガルラヴィ 牡3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Nagako
Fujita 510＋ 41：51．6大差 120．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，308，600円 複勝： 59，762，800円 枠連： 27，493，400円
馬連： 83，098，400円 馬単： 31，893，900円 ワイド： 60，020，200円
3連複： 119，590，600円 3連単： 124，215，300円 計： 543，383，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 260円 � 240円 � 180円 枠 連（3－5） 2，200円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 630円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 40，290円

票 数

単勝票数 計 373086 的中 � 47407（4番人気）
複勝票数 計 597628 的中 � 54360（5番人気）� 61627（4番人気）� 99101（1番人気）
枠連票数 計 274934 的中 （3－5） 9670（9番人気）
馬連票数 計 830984 的中 �� 16555（12番人気）
馬単票数 計 318939 的中 �� 3884（19番人気）
ワイド票数 計 600202 的中 �� 12225（14番人気）�� 25451（4番人気）�� 10831（16番人気）
3連複票数 計1195906 的中 ��� 12172（20番人気）
3連単票数 計1242153 的中 ��� 2235（104番人気）

ハロンタイム 7．0―11．8―12．4―12．7―12．4―12．2―12．2―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．8―31．2―43．9―56．3―1：08．5―1：20．7―1：33．2

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

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

勝馬の
紹 介

�ワシントンテソーロ �
�
父 Curlin �

�
母父 War Chant デビュー 2018．11．4 福島1着

2016．3．18生 牡3黒鹿 母 War Tigress 母母 Tigresa 8戦2勝 賞金 19，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グーガルラヴィ号は，「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 レーヌミラクル号
※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。



18093 7月21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第9競走 ��
��1，200�

し ら か わ

白 河 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．7．21以降1．7．14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

713 サウンドマジック 牝5栗 51 井上 敏樹増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 450＋121：09．6 32．3�
714 シセイヒテン 牡4青 56 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 442± 01：09．81� 3．4�
59 � マリアズハート 牝3鹿 51 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 490＋ 41：09．9	 4．5�

24 イノバティブ 
5鹿 55 木幡 巧也畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 446－101：10．0� 37．6�
815 プリティマックス 牝5栗 52 野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 436＋ 21：10．1	 42．2�
23 スズカプリズム 牝6栗 52 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 482－ 2 〃 アタマ 19．1	
11 シゲルベンガルトラ 牡5栗 56 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 480＋ 81：10．31 4．7

36 バーミーブリーズ 牝5鹿 52 西田雄一郎吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 30．6�
48 � チタンクレバー 牝6青鹿51 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 448＋ 4 〃 クビ 81．6�
47 ツ ヅ ク 牝5鹿 52 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 446－ 2 〃 ハナ 19．0
612 オジョーノキセキ 牝4鹿 53 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 518＋181：10．51 8．4�
35 � レヴァンテライオン 
5黒鹿54 柴田 善臣ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

492＋ 6 〃 クビ 26．5�
510� スズカプリオール 牡8鹿 51 木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B498－ 61：10．81	 202．5�
611� ルマーカーブル 牡3鹿 52 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 520＋ 4 〃 クビ 18．6�
12 セイウンリリシイ 牝4鹿 53 藤田菜七子西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462＋ 21：11．01� 14．7�
816 フォーティプリンス 牡5栗 54 杉原 誠人ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 478＋ 21：11．31� 60．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，452，000円 複勝： 63，347，800円 枠連： 28，599，300円
馬連： 113，611，800円 馬単： 45，051，600円 ワイド： 74，801，600円
3連複： 158，766，400円 3連単： 183，499，700円 計： 713，130，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，230円 複 勝 � 720円 � 150円 � 200円 枠 連（7－7） 5，250円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，880円 �� 430円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 75，070円

票 数

単勝票数 計 454520 的中 � 11224（11番人気）
複勝票数 計 633478 的中 � 16454（11番人気）� 133270（1番人気）� 86639（3番人気）
枠連票数 計 285993 的中 （7－7） 4215（21番人気）
馬連票数 計1136118 的中 �� 16779（19番人気）
馬単票数 計 450516 的中 �� 2820（46番人気）
ワイド票数 計 748016 的中 �� 11333（20番人気）�� 9686（24番人気）�� 49224（2番人気）
3連複票数 計1587664 的中 ��� 15488（20番人気）
3連単票数 計1834997 的中 ��� 1772（229番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．1―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドマジック �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．5．13 東京11着

2014．3．10生 牝5栗 母 ヘイローマジック 母母 ハイランドファンタジー 15戦3勝 賞金 36，007，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ショウナンマッシブ号・ニシノラディアント号・マイティーワークス号
（非抽選馬） 2頭 ディアサルファー号・リバティーホール号

18094 7月21日 曇 稍重 （1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，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

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

815 グラスブルース 牡5鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516－ 21：45．5 16．5�
814 ロ ジ テ ィ ナ 牡4黒鹿57 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 536－ 61：45．71� 7．8�
11 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	 13．9�
47 ケイツーリラ 牝4青鹿55 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 442－ 4 〃 クビ 135．7�
34 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B510± 0 〃 アタマ 4．1�
23 エピックアン 牡4芦 57 三浦 皇成 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B514＋121：45．9	 4．1	
22 フィールザファラオ 牡4黒鹿57 内田 博幸櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 454－ 4 〃 ハナ 35．6

610
 ヒルノサルバドール 牡6栗 57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 458－ 2 〃 ハナ 3．4�
35 カラリエーヴァ 牝4鹿 55 宮崎 北斗天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 490＋ 21：46．0� 23．6
59 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 482－ 21：46．42� 100．3�
46 メンターモード 牡5鹿 57 藤田菜七子青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B514＋181：46．61 15．1�
712 ラ イ ナ ス 牡4栗 57 真島 大輔橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 486＋ 81：46．7	 32．0�

（大井）

713 フレッシビレ 牝4栗 55 柴田 善臣�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 506＋ 81：47．23 149．7�
611 キョウエイソフィア 牝4鹿 55 野中悠太郎田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 21：47．3クビ 100．5�
58 ノーザンクリス 牡4芦 57 江田 照男 C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 528＋121：47．72� 104．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，310，400円 複勝： 64，944，400円 枠連： 30，824，400円
馬連： 135，017，900円 馬単： 55，485，900円 ワイド： 77，275，200円
3連複： 185，246，200円 3連単： 239，943，500円 計： 839，047，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 430円 � 270円 � 270円 枠 連（8－8） 5，570円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，720円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 18，670円 3 連 単 ��� 111，220円

票 数

単勝票数 計 503104 的中 � 24335（7番人気）
複勝票数 計 649444 的中 � 36259（6番人気）� 66239（4番人気）� 64500（5番人気）
枠連票数 計 308244 的中 （8－8） 4288（21番人気）
馬連票数 計1350179 的中 �� 22150（17番人気）
馬単票数 計 554859 的中 �� 3761（41番人気）
ワイド票数 計 772752 的中 �� 13081（20番人気）�� 7214（30番人気）�� 14137（17番人気）
3連複票数 計1852462 的中 ��� 7439（57番人気）
3連単票数 計2399435 的中 ��� 1564（328番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．2―42．1―54．3―1：06．4―1：19．2―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

グラスブルース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．4．22 東京6着

2014．3．30生 牡5鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 24戦3勝 賞金 42，549，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブリクスト号
（非抽選馬） 3頭 カフェアトラス号・ジュンパッション号・ドゥラリュール号
※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21日 曇 稍重 （1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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

813 リライアブルエース 牡6黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494± 01：48．9 3．7�

33 	 マウントゴールド 牡6鹿 58 丸山 元気青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 クビ 13．6�
46 ミライヘノツバサ 牡6芦 56 柴田 大知三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 502－ 21：49．0クビ 24．4�
34 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 武士沢友治瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B442－ 41：49．1
 16．4	
45 � リコーワルサー 牡4黒鹿56 真島 大輔土橋 正雄氏 荒山 勝徳 新ひだか レースホース牧場 496－ 31：49．52
 43．1


（大井） （大井）

712 グ レ イ ル 牡4黒鹿56 内田 博幸 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 510＋161：49．81
 3．9�

58 ベステンダンク 牡7栗 57 戸崎 圭太市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 508－ 61：49．9
 8．2�

610� ストーンウェア 牡7鹿 56 蛯名 正義吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 472＋121：50．11 12．6
11 コズミックフォース 牡4鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 61：50．31
 5．5�
57 プラチナムバレット 牡5芦 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：50．61
 37．9�
69 ロジチャリス 牡7栗 57 大野 拓弥久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546－ 21：50．7
 57．9�
711 クラウンディバイダ �6黒鹿56 木幡 巧也�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 468－ 41：50．8
 141．9�
814 ミュゼエイリアン �7鹿 57 野中悠太郎菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 14．3�
22 ベ ル ー ガ 牝4青 54 中井 裕二 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 アタマ 30．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 95，871，300円 複勝： 114，534，400円 枠連： 65，766，900円 馬連： 287，515，000円 馬単： 104，827，500円
ワイド： 150，555，400円 3連複： 425，134，400円 3連単： 550，962，700円 5重勝： 465，775，100円 計： 2，260，942，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 430円 � 520円 枠 連（3－8） 1，140円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，690円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 15，330円 3 連 単 ��� 63，820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����� 1，325，370円

票 数

単勝票数 計 958713 的中 � 204291（1番人気）
複勝票数 計1145344 的中 � 223743（1番人気）� 61381（8番人気）� 48911（9番人気）
枠連票数 計 657669 的中 （3－8） 44682（4番人気）
馬連票数 計2875150 的中 �� 86462（9番人気）
馬単票数 計1048275 的中 �� 18700（13番人気）
ワイド票数 計1505554 的中 �� 42496（10番人気）�� 22759（22番人気）�� 11164（40番人気）
3連複票数 計4251344 的中 ��� 20788（57番人気）
3連単票数 計5509627 的中 ��� 6258（213番人気）
5重勝票数 差引計4657751（返還計 91947） 的中 ����� 246

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．5―48．8―1：00．8―1：12．7―1：24．6―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リライアブルエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2016．4．16 阪神3着

2013．1．13生 牡6黒鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 20戦5勝 賞金 105，005，000円
※プラチナムバレット号・リライアブルエース号は，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21日 曇 稍重 （1福島2） 第8日 第12競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
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

46 サニーストーム 牝3青鹿52 戸崎 圭太陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 452＋ 41：07．9 1．5�
35 サトノユニゾン �4鹿 57

55 △野中悠太郎 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 496＋ 41：08．75 7．9�
34 � シャイニングカフェ 牡7黒鹿57 大野 拓弥西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 520＋ 21：08．8� 35．6�
712 カッチョエペペ 牝3栗 52

51 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 452＋16 〃 ハナ 6．1�
58 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 内田 博幸金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 454＋ 8 〃 アタマ 14．7�
22 スマートアムール 牝5栗 55 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 464＋ 61：08．9クビ 79．6	
610 シルバーストーン 牡5芦 57 横山 典弘峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 502－ 41：09．11 12．1

47 アースヴィグラス 牝5鹿 55 丸山 元気松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 474＋ 4 〃 クビ 34．1�
815 シアトルトウショウ 牝4青鹿55 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋ 6 〃 ハナ 19．8�
23 � エリープラネット 牝4栗 55 柴田 大知谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 436＋ 61：09．42 181．5
814� スズカファイン 牡7栗 57

55 △木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 492－ 41：09．71	 129．4�
713� ファインキャプテン �6栗 57

54 ▲藤田菜七子湯浅 健司氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 2 〃 アタマ 69．8�
59 シ キ シ マ 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 504＋ 81：09．8クビ 98．2�
611� 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 B474＋ 21：10．01� 207．2�
11 ブルーシューズ 牡3鹿 54 中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 460± 01：10．21
 81．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 88，654，600円 複勝： 182，827，700円 枠連： 42，987，400円
馬連： 185，946，300円 馬単： 113，393，500円 ワイド： 131，647，900円
3連複： 281，875，800円 3連単： 564，736，100円 計： 1，592，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 400円 枠 連（3－4） 430円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 250円 �� 740円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 6，690円

票 数

単勝票数 計 886546 的中 � 451048（1番人気）
複勝票数 計1828277 的中 � 1090956（1番人気）� 140087（2番人気）� 45040（8番人気）
枠連票数 計 429874 的中 （3－4） 75925（1番人気）
馬連票数 計1859463 的中 �� 287263（2番人気）
馬単票数 計1133935 的中 �� 134986（1番人気）
ワイド票数 計1316479 的中 �� 156392（1番人気）�� 42538（7番人気）�� 14651（24番人気）
3連複票数 計2818758 的中 ��� 65162（12番人気）
3連単票数 計5647361 的中 ��� 61154（16番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．1―11．8―12．0―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．2―43．0―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーストーム �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．9．15 中山2着

2016．5．4生 牝3青鹿 母 バーミスキャット 母母 Timely Broad 6戦2勝 賞金 22，900，000円

５レース目



（1福島2）第8日 7月21日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

202，000，000円
2，590，000円
20，520，000円
1，520，000円
22，270，000円
71，893，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
575，998，300円
794，208，900円
297，362，800円
1，205，226，600円
557，515，400円
783，531，100円
1，721，653，400円
2，414，612，000円
465，775，100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 8，815，883，600円

総入場人員 12，622名 （有料入場人員 10，647名）



令和1年度 第2回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，342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

1，663，600，000円
31，050，000円
153，130，000円
11，580，000円
186，690，000円
549，234，000円
39，044，400円
12，883，200円

勝馬投票券売得金
4，702，647，500円
6，312，862，000円
2，495，490，400円
10，412，910，200円
4，580，495，300円
6，681，247，300円
15，322，265，100円
20，431，516，700円
1，399，538，100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 72，338，972，600円

総入場延人員 98，950名 （有料入場延人員 70，599名）
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