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17001 7月4日 雨 重 （2福島2） 第1日 第1競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� 基準タイム2：57．4良

45 � レヴァンテライオン �6黒鹿60 平沢 健治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＋ 23：03．3 6．8�
33 ニシノオクタゴン 牡5青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 478－ 43：03．4� 37．0�
610 トーセンクロノス 牡5鹿 60 大庭 和弥島川 �哉氏 松永 康利 新ひだか 片岡 博 444－ 6 〃 クビ 43．7�
711 レイヴンキング �4青鹿60 石神 深一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 522＋ 63：03．5クビ 4．5�
57 	 ブラックアンバー 牡4黒鹿60 高野 和馬田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 大栄牧場 518－ 63：03．6� 118．9	
11 インシュラー �6鹿 60 五十嵐雄祐 
シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 470＋103：04．23� 1．9�
34 リーチザサミット �4青鹿60 大江原 圭岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 444＋ 63：04．3� 21．7�
814 ジョーカーワイルド 牡5鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 512＋ 23：04．61
 9．3
712 ピボットポイント 牡5鹿 60 中村 将之 
シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B488－ 83：05．02� 36．8�
46 ウインドシャルム 牝4栗 58 上野 翔福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 83：05．1� 114．9�
69 オウケンランボー 牡4黒鹿60 山本 康志福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 508－ 23：06．05 64．5�
813 ジュブリーユ 牝6芦 58 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 490± 03：07．17 68．6�
58 カクテルドレス 牝5芦 58 白浜 雄造 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 496＋103：08．27 12．2�
22 クラウンディバイダ �7黒鹿60 伴 啓太�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 460± 03：08．3クビ 69．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，876，100円 複勝： 35，405，300円 枠連： 9，367，300円
馬連： 39，217，200円 馬単： 20，743，000円 ワイド： 32，899，000円
3連複： 70，706，700円 3連単： 84，368，500円 計： 316，583，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 260円 � 780円 � 880円 枠 連（3－4） 3，170円

馬 連 �� 9，940円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 2，910円 �� 8，180円

3 連 複 ��� 81，330円 3 連 単 ��� 339，810円

票 数

単勝票数 計 238761 的中 � 27898（3番人気）
複勝票数 計 354053 的中 � 41187（4番人気）� 10976（7番人気）� 9703（8番人気）
枠連票数 計 93673 的中 （3－4） 2287（13番人気）
馬連票数 計 392172 的中 �� 3055（25番人気）
馬単票数 計 207430 的中 �� 926（42番人気）
ワイド票数 計 328990 的中 �� 3859（21番人気）�� 2929（28番人気）�� 1024（56番人気）
3連複票数 計 707067 的中 ��� 652（144番人気）
3連単票数 計 843685 的中 ��� 180（633番人気）
上り 1マイル 1：49．8 4F 54．3－3F 40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レヴァンテライオン �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2016．6．26 函館1着

2014．3．23生 �6黒鹿 母 Ghostly Darkness 母母 Dark Hours 障害：5戦1勝 賞金 11，100，000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 シゲルシマダイ号・ストロングヘヴン号

17002 7月4日 雨 不良 （2福島2） 第1日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

46 ズ ー ル ー 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 474＋ 21：47．4 2．6�

33 リングアベル 牝3青鹿54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 21：47．61� 3．7�

22 トップブランド 牝3黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 41：48．13 13．1�
34 ダイユウローズ 牝3鹿 54 木幡 巧也大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 516± 01：48．31� 6．9�
45 ピュアファンタジー 牝3鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 B470－ 21：48．83 17．8�
58 ヒットパレード 牝3黒鹿54 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 428－ 41：49．01� 131．8	
712 ユキノレベッカ 牝3鹿 54 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 456＋ 41：49．1� 11．1

813 ラインキャロット 牝3黒鹿54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 13．7�
57 キタノマナザシ 牝3青鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 456－141：49．2� 152．0�
610 ラヴイズブルー 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 464－ 81：49．3クビ 322．8
711 フルールエトワール 牝3芦 54 内田 博幸髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 490－ 21：49．62 7．6�
814 ナオラブリイ 牝3鹿 54 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 安平 ゼットステーブル 432－ 81：52．3大差 197．4�
11 グランセニョリータ 牝3栗 54

52 △木幡 育也堀 祥子氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 498＋ 81：52．51� 53．1�
（13頭）

69 グレイトサンディー 牝3栗 54
52 △菅原 明良大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 452＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，514，000円 複勝： 47，901，000円 枠連： 13，457，000円
馬連： 60，689，000円 馬単： 28，958，000円 ワイド： 45，914，000円
3連複： 87，347，400円 3連単： 102，680，100円 計： 422，460，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 130円 � 240円 枠 連（3－4） 280円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 220円 �� 520円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 差引計 355140（返還計 2928） 的中 � 106430（1番人気）
複勝票数 差引計 479010（返還計 5637） 的中 � 114525（1番人気）� 109582（2番人気）� 35995（5番人気）
枠連票数 差引計 134570（返還計 69） 的中 （3－4） 36107（1番人気）
馬連票数 差引計 606890（返還計 15224） 的中 �� 94702（1番人気）
馬単票数 差引計 289580（返還計 6792） 的中 �� 25813（1番人気）
ワイド票数 差引計 459140（返還計 18272） 的中 �� 65006（1番人気）�� 20790（6番人気）�� 14189（9番人気）
3連複票数 差引計 873474（返還計 50258） 的中 ��� 42621（4番人気）
3連単票数 差引計1026801（返還計 53608） 的中 ��� 18043（5番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．6―13．2―13．4―12．6―12．8―13．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．5―42．7―56．1―1：08．7―1：21．5―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ズ ー ル ー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．5．2 福島3着

2017．2．16生 牝3鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔競走除外〕 グレイトサンディー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右前球節部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅

延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グレイトサンディー号は，令和2年7月5日から令和2年8月3日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔その他〕 グランセニョリータ号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランセニョリータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4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〕 キタノマナザシ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月4日まで平地競走に出走できな

い。

第２回 福島競馬 第１日



17003 7月4日 曇 不良 （2福島2） 第1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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

11 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 D．レーン �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 500＋ 21：45．7 2．4�

（豪）

34 スマートコマンダー 牡3青鹿56 吉田 豊大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 482＋141：45．8� 7．7�
23 アイアムイチリュウ 牡3黒鹿56 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 506＋ 21：46．22� 2．1�
22 ブライトンビーチ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良坂巻 勝彦氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 470－101：46．62� 32．0�
59 シゲルフタゴザ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 土田農場 B474＋ 2 〃 クビ 79．4�
814	 デイオブサンダー 
3栗 56

54 △木幡 育也ゴドルフィン 田中 剛 愛
B. Kennedy &
Mrs Ann Marie
Kennedy

454－121：47．45 18．3	
611 マッチザハッチ 牡3黒鹿56 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 484＋ 2 〃 クビ 40．5

46 ピ ュ テ ィ 牝3鹿 54 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 北見 久田 公氣 424＋ 2 〃 アタマ 72．9�
815 テイエムエンドレス 牡3黒鹿56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 高岸 順一 498± 01：47．61� 149．2�
712 リ ア リ ー カ 牡3鹿 56 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 470＋ 21：47．7クビ 159．0
35 アルコンシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 日高大洋牧場 B454＋ 21：48．12� 24．7�
47 サクラトラジャー 牡3栗 56 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 B448－ 6 〃 クビ 43．7�
58 グラスエルファロ 牡3鹿 56 江田 照男半沢� 菊川 正達 日高 ヤナガワ牧場 442－ 21：48．73� 131．3�
713 アグネスクレバー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか カタオカフアーム 396－ 6 〃 アタマ 127．2�
610	 アトランタテソーロ 牡3鹿 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米
Paget Bloodstock
& Galtee Blood-
stock Ltd.

542－ 41：49．23 49．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，010，400円 複勝： 57，898，300円 枠連： 13，750，600円
馬連： 57，804，800円 馬単： 35，078，200円 ワイド： 50，054，700円
3連複： 99，828，500円 3連単： 132，356，700円 計： 483，782，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（1－3） 650円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 330円 �� 130円 �� 290円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 370104 的中 � 121185（2番人気）
複勝票数 計 578983 的中 � 196937（1番人気）� 50540（3番人気）� 177002（2番人気）
枠連票数 計 137506 的中 （1－3） 16184（3番人気）
馬連票数 計 578048 的中 �� 45642（3番人気）
馬単票数 計 350782 的中 �� 15368（4番人気）
ワイド票数 計 500547 的中 �� 31272（3番人気）�� 127324（1番人気）�� 35987（2番人気）
3連複票数 計 998285 的中 ��� 145173（1番人気）
3連単票数 計1323567 的中 ��� 29058（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．5―43．2―55．8―1：07．9―1：20．5―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルイリャルギ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．7．21 福島7着

2017．4．13生 牡3鹿 母 ヒカリヴィグラス 母母 マ イ ム ー ン 12戦1勝 賞金 18，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時20分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 グラスエルファロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月4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） 1頭 トップヴェスパー号
（非抽選馬） 1頭 カラヤン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17004 7月4日 曇 重 （2福島2） 第1日 第4競走 ��2，750�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （ 芝 ）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム2：57．4良

22 フォイヤーヴェルク 牡7青鹿60 森 一馬 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456± 03：01．0 2．5�
711 セイウンフォーカス 牡5鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 482－ 23：01．1� 13．7�
45 テイエムコンドル 牡9鹿 60 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 466－ 43：01．63 27．4�
712 トラキアンコード �8芦 60 石神 深一原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 512－ 23：02．23	 6．6�
610
 リボンナイト 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 446＋ 2 〃 ハナ 23．7�
34 オブリゲーション 牡7鹿 60 小坂 忠士�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472－123：02．3	 5．0	
814 アースドラゴン 牡4鹿 60 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 480－ 4 〃 クビ 159．9

33 インフルエンサー 牡6鹿 60 草野 太郎中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 452＋103：02．62 98．0�
813 ワンスインアライフ 牡7鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 B488＋ 63：02．91	 127．9�
58 フライクーゲル 牡4鹿 60 小野寺祐太水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 486－10 〃 クビ 9．5
46 スマートボムシェル 牡8栗 60 平沢 健治大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508－ 43：03．0クビ 24．2�
69 エムアイグランツ 牡4黒鹿60 伊藤 工真岩崎 充利氏 青木 孝文 日高 細川牧場 512－ 63：03．1	 54．5�
11 � カポラヴォーロ �5栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 494± 03：04．16 6．2�

57 
 サダムドミニック �6黒鹿60 黒岩 悠大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 452－123：05．05 190．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，420，500円 複勝： 39，337，500円 枠連： 11，172，800円
馬連： 46，044，100円 馬単： 23，854，100円 ワイド： 40，733，200円
3連複： 80，369，900円 3連単： 97，341，300円 計： 371，273，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 250円 � 520円 枠 連（2－7） 690円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，260円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 9，650円 3 連 単 ��� 29，350円

票 数

単勝票数 計 324205 的中 � 102896（1番人気）
複勝票数 計 393375 的中 � 91867（1番人気）� 37930（5番人気）� 14824（9番人気）
枠連票数 計 111728 的中 （2－7） 12511（2番人気）
馬連票数 計 460441 的中 �� 20615（5番人気）
馬単票数 計 238541 的中 �� 7602（6番人気）
ワイド票数 計 407332 的中 �� 15533（6番人気）�� 8235（15番人気）�� 3633（33番人気）
3連複票数 計 803699 的中 ��� 6242（33番人気）
3連単票数 計 973413 的中 ��� 2404（86番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．4－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォイヤーヴェルク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2015．11．22 京都13着

2013．2．23生 牡7青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 障害：3戦2勝 賞金 23，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時50分に変更。
〔制裁〕 フォイヤーヴェルク号の騎手森一馬は，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：11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） 2頭 シゲルロウニンアジ号・マイネルヴァッサー号



17005 7月4日 曇 重 （2福島2） 第1日 第5競走 ��1，200�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
1：08．5
1：07．8

良
良

89 バイシクルキック 牡2鹿 54
52 △菅原 明良東海林貴大氏 栗田 徹 新冠 パカパカ

ファーム 462 ―1：10．2 8．2�
44 セイウンダイモス 牡2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 478 ―1：10．73 5．5�
77 ギョベクリテペ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 深山 雅史 浦河 栄進牧場 390 ― 〃 クビ 74．4�
810 サツキティアラ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ

アーム 440 ―1：11．33� 6．6�
33 ブライテストダーク 牡2栗 54 津村 明秀小田 吉男氏 岩戸 孝樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：11．51� 14．9	
55 ビーマイベイビー 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 430 ― 〃 ハナ 11．5

22 テ セ ウ ス 牡2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 420 ― 〃 クビ 37．8�
78 ラインオブフェイト 牝2栗 54 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 456 ―1：11．71� 1．9�
11 タイプチョウサン 牡2鹿 54 江田 照男�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 384 ―1：12．65 43．3
66 フィロクセニア 牡2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 430 ―1：13．55 198．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，269，500円 複勝： 40，149，200円 枠連： 8，346，700円
馬連： 51，060，400円 馬単： 29，247，000円 ワイド： 38，755，200円
3連複： 63，747，000円 3連単： 99，872，400円 計： 377，447，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 210円 � 200円 � 1，070円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 590円 �� 4，150円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 18，910円 3 連 単 ��� 86，400円

票 数

単勝票数 計 462695 的中 � 47030（4番人気）
複勝票数 計 401492 的中 � 53407（4番人気）� 61322（2番人気）� 7490（9番人気）
枠連票数 計 83467 的中 （4－8） 8620（3番人気）
馬連票数 計 510604 的中 �� 23673（7番人気）
馬単票数 計 292470 的中 �� 5989（14番人気）
ワイド票数 計 387552 的中 �� 18031（6番人気）�� 2308（30番人気）�� 2581（28番人気）
3連複票数 計 637470 的中 ��� 2528（51番人気）
3連単票数 計 998724 的中 ��� 838（229番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．0―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．8―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．4
3 9（5，2）（7，8）（4，10）－3－1＝6 4 9（7，5）2（4，8）（3，10）－1＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バイシクルキック �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Theatrical 初出走

2018．3．1生 牡2鹿 母 トリプルアクト 母母 Multiply 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 テセウス号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

17006 7月4日 小雨 不良 （2福島2） 第1日 第6競走 ��
��1，150�2歳新馬

発走13時05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

47 ミスズグランドオー 牡2栗 54 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472 ―1：08．5 4．5�
815 マイネルレスペト 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 484 ―1：09．67 33．1�
714 トランザクト 牡2鹿 54 武藤 雅�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 494 ― 〃 アタマ 12．8�
12 ア ヴ ォ カ ド 牝2鹿 54

51 ▲原 優介小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 460 ― 〃 ハナ 8．5�
612 キープイットシンポ 牝2黒鹿54 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452 ―1：10．02� 66．5�
35 バ ク シ ン 牡2鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490 ―1：10．1� 2．1	
48 ニシノブライアント 牡2青鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 436 ― 〃 ハナ 75．0

23 コスモコラッジョ 牡2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 468 ―1：10．3� 8．7�
611 キタノシンスケ 牡2鹿 54 木幡 巧也北所 直人氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 484 ―1：10．93� 79．3
24 キミョウキテレツ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 中地 義次 442 ―1：11．0クビ 146．5�
510 チェリーオリオン 牡2栗 54

51 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 488 ―1：11．74 21．7�
11 マイネルタイムリー 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム 454 ― 〃 クビ 30．2�
713 インペリアルツアー 牡2黒鹿54 吉田 豊 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 436 ―1：12．01� 60．3�
59 キタノロビンソン 牡2鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 見上牧場 470 ― 〃 アタマ 155．6�
36 ドンシーゲル 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹村田 滋氏 柄崎 孝 安平 	橋本牧場 488 ―1：12．32 160．3�
816 ホットスポット 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石栗 龍彦 むかわ 真壁 信一 438 ―1：13．57 265．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，374，700円 複勝： 43，051，400円 枠連： 12，499，500円
馬連： 58，959，000円 馬単： 27，971，200円 ワイド： 47，981，000円
3連複： 88，383，700円 3連単： 101，669，100円 計： 423，889，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 640円 � 310円 枠 連（4－8） 5，270円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 8，520円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 850円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 14，200円 3 連 単 ��� 65，050円

票 数

単勝票数 計 433747 的中 � 80366（2番人気）
複勝票数 計 430514 的中 � 83102（2番人気）� 13993（8番人気）� 34634（5番人気）
枠連票数 計 124995 的中 （4－8） 1836（18番人気）
馬連票数 計 589590 的中 �� 8341（16番人気）
馬単票数 計 279712 的中 �� 2460（26番人気）
ワイド票数 計 479810 的中 �� 10066（12番人気）�� 15047（7番人気）�� 4276（30番人気）
3連複票数 計 883837 的中 ��� 4668（42番人気）
3連単票数 計1016691 的中 ��� 1133（182番人気）

ハロンタイム 9．7―10．7―11．1―11．8―12．5―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．4―31．5―43．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズグランドオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2018．4．1生 牡2栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 2頭 アジアノジュンシン号・ヴァルプルギス号

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 8日第 1競走）
〔その他〕　　ゴールドポディウム号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



17007 7月4日 曇 重 （2福島2） 第1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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

714 ステラドーロ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 22：02．5 10．4�

12 キタノポケット 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 深山 雅史 日高 森永牧場 388± 02：02．81� 97．9�
11 ソルメンシス 牡3栗 56 野中悠太郎ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B482± 02：03．01� 24．8�
36 ソードライン 牡3鹿 56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 洞	湖 レイクヴィラファーム 500－ 8 〃 クビ 1．5�
（豪）

612 ハワーマハル 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456± 0 〃 クビ 48．5	
611 ワ ー ウ ル フ 牡3黒鹿56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 B466＋122：03．42
 14．2

23 ハスキージュリー 牝3黒鹿54 吉田 豊渡邊 隆氏 土田 稔 浦河 高野牧場 436－ 6 〃 アタマ 65．7�

815 ララロトリー �3黒鹿56 大庭 和弥フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 470－ 42：03．5クビ 96．6�
（法942）

510 コスモタイシ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 468＋ 22：03．6� 5．9
48 キミノミラクル 牝3栃栗 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 484－ 42：04．13 25．7�
713� レイクマッジョーレ �3鹿 56 木幡 巧也ゴドルフィン 土田 稔 愛 Lismacue Mare

Syndicate 454－182：04．2
 230．4�
816 モ カ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 436－ 6 〃 クビ 60．9�
59 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 武藤 雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B468－ 42：04．51
 10．7�
24 フロントフリップ 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 524＋ 4 〃 クビ 50．4�
47 キタノブルー 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 464－ 22：04．71� 132．1�
35 ラストダンス 牡3鹿 56 内田 博幸福島 徳佑氏 根本 康広 浦河 杵臼牧場 494＋ 22：04．91� 129．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，601，700円 複勝： 100，262，000円 枠連： 15，647，800円
馬連： 73，828，500円 馬単： 39，698，900円 ワイド： 64，492，600円
3連複： 107，594，300円 3連単： 152，727，700円 計： 598，853，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 460円 � 2，640円 � 700円 枠 連（1－7） 10，660円

馬 連 �� 35，530円 馬 単 �� 71，400円

ワ イ ド �� 7，520円 �� 1，960円 �� 10，860円

3 連 複 ��� 160，420円 3 連 単 ��� 1，054，540円

票 数

単勝票数 計 446017 的中 � 34004（3番人気）
複勝票数 計1002620 的中 � 61545（4番人気）� 9300（12番人気）� 37894（6番人気）
枠連票数 計 156478 的中 （1－7） 1137（22番人気）
馬連票数 計 738285 的中 �� 1610（49番人気）
馬単票数 計 396989 的中 �� 417（88番人気）
ワイド票数 計 644926 的中 �� 2194（50番人気）�� 8642（19番人気）�� 1515（62番人気）
3連複票数 計1075943 的中 ��� 503（212番人気）
3連単票数 計1527277 的中 ��� 105（1114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―34．9―47．9―1：01．1―1：14．1―1：26．5―1：38．8―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
1（6，8）－2－（12，14，15）3（11，10，16）13，9－4－7，5
1（6，8）（2，14，15）10（12，3）－（11，16）（13，9）－（4，7）＝5

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

勝馬の
紹 介

ステラドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．7．13 中京2着

2017．2．15生 牝3栗 母 マイネプリンセス 母母 マイネカトリーヌ 10戦1勝 賞金 13，920，000円
〔制裁〕 ララロトリー号の騎手大庭和弥は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17008 7月4日 曇 不良 （2福島2） 第1日 第8競走 ��
��1，150�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

48 ドラゴンズバック 牡3鹿 54 北村 宏司田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 454＋101：07．3 28．4�
11 タイキメサイア 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 516± 01：07．4� 8．8�

24 デルマガーネット 牝3黒鹿 52
51 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 452＋ 2 〃 クビ 132．3�

713 ネバーランド 牡3鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 428＋101：07．5� 3．6�
59 ホウオウモントレー 牝4芦 55 柴田 大知小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 498＋ 61：07．92� 50．1�
12 	 リュウノゾロ 
3鹿 54 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 470± 0 〃 クビ 7．9	
612 コトブキレイア 牝3鹿 52

50 △木幡 育也尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 446＋ 41：08．0� 45．7

35 サ ノ マ ナ 牝3栗 52

50 ◇藤田菜七子佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 462＋ 41：08．1� 2．3�
47 グランドストローク 牡3黒鹿54 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 442＋ 2 〃 ハナ 22．7�
714 バナナボート 牡6栗 57 津村 明秀田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 448－121：08．31� 48．9
510 ダンシングサンダー 牡3栗 54

52 △菅原 明良永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 466－ 21：08．4� 26．6�
816 サトノポーラスター 牡3栗 54 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 21：08．61� 44．7�
611	 シャイニングカフェ 牡8黒鹿57 横山 典弘西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 522－ 41：08．7クビ 49．5�
36 ツインシップ 牡3芦 54 田辺 裕信合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 452＋ 81：08．8� 13．5�
815 アメノムラクモ 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 532－ 21：08．9� 315．1�
23 	 エムオーマックス 牡4栗 57 江田 照男大浅 貢氏 藤原 辰雄 日高 Wing Farm B480－ 6 〃 ハナ 83．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，144，700円 複勝： 70，413，200円 枠連： 20，138，200円
馬連： 84，716，500円 馬単： 36，704，600円 ワイド： 70，450，400円
3連複： 126，615，500円 3連単： 142，426，300円 計： 606，609，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 700円 � 310円 � 2，090円 枠 連（1－4） 1，530円

馬 連 �� 7，230円 馬 単 �� 20，950円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 13，770円 �� 5，990円

3 連 複 ��� 116，660円 3 連 単 ��� 657，700円

票 数

単勝票数 計 551447 的中 � 15510（8番人気）
複勝票数 計 704132 的中 � 25591（8番人気）� 69241（3番人気）� 7963（15番人気）
枠連票数 計 201382 的中 （1－4） 10198（6番人気）
馬連票数 計 847165 的中 �� 9069（24番人気）
馬単票数 計 367046 的中 �� 1314（61番人気）
ワイド票数 計 704504 的中 �� 7866（22番人気）�� 1306（91番人気）�� 3024（62番人気）
3連複票数 計1266155 的中 ��� 814（257番人気）
3連単票数 計1424263 的中 ��� 157（1366番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―10．9―11．7―12．0―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．0―42．7―54．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンズバック �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2019．7．13 福島7着

2017．5．1生 牡3鹿 母 イゾラトウショウ 母母 ブリストウショウ 10戦2勝 賞金 16，730，000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。
（非抽選馬） 1頭 アテンフェアリー号



17009 7月4日 曇 重 （2福島2） 第1日 第9競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 山 特 別
発走14時35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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

11 リ ス ペ ク ト 牡3鹿 54 D．レーン 石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 458－ 22：42．1 2．0�
（豪）

812 ファンタスティック 牡4栗 57 田辺 裕信佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 466－ 6 〃 ハナ 22．3�
811 カ ン バ ラ 牝3栗 52 武藤 雅ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 6 〃 クビ 3．2�
33 マイネルコロンブス 牡3鹿 54 柴田 大知 �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 460－ 22：42．73� 57．2�
68 ダノンアポロン 牡5鹿 57 丸田 恭介�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 500＋ 62：42．8� 10．3�
67 ナ ミ ブ 	4鹿 57 三浦 皇成	ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：43．01
 22．7

44 � ゾ ロ 牡4栗 57 津村 明秀北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 462± 0 〃 クビ 24．3�
22 ジューンバラード 牝4青鹿55 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 428± 02：43．1クビ 25．2
79 ナムアミダブツ 牡3鹿 54 石橋 脩ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B468＋ 42：43．52� 7．9�
56 ロビンズソング 	5黒鹿57 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B518－ 22：43．71
 81．0�
55 ディライトラッシュ 牡6鹿 57 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 深山 雅史 浦河 小倉牧場 B496－ 62：44．44 195．4�
710 ブライトアクトレス 牝4栗 55 柴田 善臣岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 516－ 82：45．88 34．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，010，400円 複勝： 73，578，100円 枠連： 14，682，200円
馬連： 86，436，600円 馬単： 41，116，800円 ワイド： 70，734，200円
3連複： 127，880，000円 3連単： 176，977，900円 計： 644，416，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 320円 � 140円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 900円 �� 210円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 530104 的中 � 207646（1番人気）
複勝票数 計 735781 的中 � 251587（1番人気）� 34660（6番人気）� 136220（2番人気）
枠連票数 計 146822 的中 （1－8） 33854（1番人気）
馬連票数 計 864366 的中 �� 25906（9番人気）
馬単票数 計 411168 的中 �� 9390（12番人気）
ワイド票数 計 707342 的中 �� 17610（13番人気）�� 107209（1番人気）�� 21151（10番人気）
3連複票数 計1278800 的中 ��� 43178（7番人気）
3連単票数 計1769779 的中 ��� 11375（28番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．0―13．4―13．4―12．0―12．0―12．4―12．1―11．7―12．0―12．0―12．7

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�
13．2―25．4―38．4―51．8―1：05．2―1：17．2―1：29．2―1：41．6―1：53．7―2：05．4―2：17．4―2：29．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ス ペ ク ト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．7．13 福島9着

2017．3．13生 牡3鹿 母 ラヴィアンフルール 母母 フィジーガール 9戦2勝 賞金 28，094，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17010 7月4日 曇 重 （2福島2） 第1日 第10競走 ��1，800�
ま つ し ま

松 島 特 別
発走15時10分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 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

33 ミスニューヨーク 牝3青鹿52 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 458＋ 41：48．3 3．6�
11 グレイテスト 牝4芦 55 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 466± 01：48．51 4．8�
710 リトミカメンテ 牝4栗 55 D．レーン �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 444－12 〃 ハナ 3．4�
（豪）

57 メ イ オ ー ル 牝4鹿 55 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 456－ 61：48．81� 26．6�
56 ウルクラフト 牝4黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋101：48．9� 57．3�
812 ナ リ ス 牝4鹿 55 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 478－ 21：49．11� 15．7	
45 メトロポール 牝4黒鹿55 田辺 裕信ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 480－ 2 〃 クビ 12．2

813� カ サ ー レ 牝5青鹿55 木幡 巧也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 440－ 41：49．2� 101．4�
711 ア シ ェ ッ ト 牝5鹿 55 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 428－ 8 〃 アタマ 118．6�
68 ダノンポピー 牝5栗 55 戸崎 圭太ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474－101：49．3� 4．9�
69 フ ラ ル 牝4鹿 55 内田 博幸ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 21：49．51	 60．1�
22 マイエンフェルト 牝4鹿 55 石橋 脩 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 468＋201：49．92� 28．1�
44 ドヒョウギワ 牝5栗 55 菊沢 一樹芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 498－101：51．8大差 249．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，083，300円 複勝： 85，588，100円 枠連： 16，736，900円
馬連： 122，839，500円 馬単： 47，874，400円 ワイド： 88，345，500円
3連複： 169，839，300円 3連単： 208，110，000円 計： 797，417，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（1－3） 900円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 360円 �� 320円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 580833 的中 � 125989（2番人気）
複勝票数 計 855881 的中 � 181146（1番人気）� 131739（4番人気）� 165277（2番人気）
枠連票数 計 167369 的中 （1－3） 14374（4番人気）
馬連票数 計1228395 的中 �� 106483（5番人気）
馬単票数 計 478744 的中 �� 22895（2番人気）
ワイド票数 計 883455 的中 �� 62240（5番人気）�� 70854（2番人気）�� 64176（4番人気）
3連複票数 計1698393 的中 ��� 120051（1番人気）
3連単票数 計2081100 的中 ��� 31623（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．6―12．3―11．8―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―49．1―1：01．4―1：13．2―1：24．7―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスニューヨーク �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．12．22 阪神3着

2017．4．10生 牝3青鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 6戦3勝 賞金 35，307，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔制裁〕 ミスニューヨーク号の騎手加藤祥太は，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10，000円。（被害馬：10番）
※出走取消馬 レッドイリーゼ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



17011 7月4日 曇 不良 （2福島2） 第1日 第11競走 ��
��1，700�

あ だ た ら

安達太良ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：43．1
1：40．9

不良
重

35 ハヤブサレジェンド 牡5黒鹿57 菊沢 一樹�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 516＋ 81：44．2 7．2�
46 ブランクエンド 牡4鹿 57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 クビ 6．4�
11 エクリリストワール 牡4栗 57 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 526－ 81：44．41 2．3�
713 ヴァイトブリック 牡4青鹿57 三浦 皇成 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496－101：44．72 12．4�
47 グランデストラーダ 牝4鹿 55 D．レーン �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 490－ 21：44．8クビ 5．1�

（豪）

22 ラスティユース 牡5栗 57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 500－ 21：45．01� 109．1	
58 	 ジ ェ ミ ニ ズ 牡6栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース
 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 508－ 8 〃 クビ 69．2�
23 ラ レ ー タ 牡6栗 57 木幡 巧也
G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 61：45．1
 112．0�
611 フクサンローズ 牝6鹿 55 柴田 善臣小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 462＋14 〃 アタマ 23．8
59 	 クリノヒビキ �5栗 57 加藤 祥太栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 490－ 41：45．2クビ 223．5�
814 マイネルツァイト 牡6青鹿57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 510＋ 4 〃 クビ 332．3�
815 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿57 北村 宏司中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 アタマ 13．1�
34 リョウランヒーロー 牡6黒鹿57 武藤 雅佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 476－101：45．3クビ 81．3�
610 フラワーストリーム �5鹿 57 野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B472＋ 2 〃 ハナ 43．0�
712 ヴィーヴァバッカス 牡5栗 57 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 476＋ 21：45．51
 14．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 96，413，300円 複勝： 124，280，300円 枠連： 51，873，800円
馬連： 261，678，100円 馬単： 99，221，500円 ワイド： 158，872，800円
3連複： 411，923，000円 3連単： 508，261，600円 計： 1，712，524，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 190円 � 120円 枠 連（3－4） 1，210円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 820円 �� 390円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 15，230円

票 数

単勝票数 計 964133 的中 � 106221（4番人気）
複勝票数 計1242803 的中 � 133209（4番人気）� 149703（3番人気）� 337956（1番人気）
枠連票数 計 518738 的中 （3－4） 33049（5番人気）
馬連票数 計2616781 的中 �� 81001（9番人気）
馬単票数 計 992215 的中 �� 15287（16番人気）
ワイド票数 計1588728 的中 �� 45444（9番人気）�� 107293（3番人気）�� 125157（2番人気）
3連複票数 計4119230 的中 ��� 181580（3番人気）
3連単票数 計5082616 的中 ��� 24190（35番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．5―43．2―55．9―1：08．1―1：20．1―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサレジェンド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．6．4 東京5着

2015．2．8生 牡5黒鹿 母 イチゴイチエ 母母 アイチェックユー 14戦4勝 賞金 59，937，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 キタサンタイドー号・クリノフラッシュ号・シベリウス号・ステイパーシスト号・スマートセラヴィー号・

バーンスター号・マンカストラップ号・ララメダイユドール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17012 7月4日 曇 重 （2福島2） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

36 リッチクレマチス 牝3青 52
50 △菅原 明良長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 440－101：09．2 18．3�

612 シネマトグラフ 牝3芦 52 戸崎 圭太江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 アタマ 1．6�
815 フジノタカネ 牡4芦 57 D．レーン 星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B516－ 61：09．3� 10．2�

（豪）

12 � ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 52
49 ▲小林 凌大西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 464± 01：09．4クビ 64．5�

816 グッドマックス 牝3芦 52 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 446－ 81：09．61� 7．6�
510 アイワナビリーヴ 牝4黒鹿55 吉田 豊 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 11．0	
48 エレガンテレイナ 牝3鹿 52 武藤 雅 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：09．81� 24．5

23 ボンジョルノ 牝3栗 52

50 ◇藤田菜七子谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 424－ 41：09．9	 17．1�
24 � クリッパークラス 牝4栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 436－10 〃 クビ 28．4
713 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 57 内田 博幸本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 482－ 2 〃 クビ 68．5�
714 エヌワイパフューム 牝4鹿 55

52 ▲原 優介サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B512＋ 41：10．0	 79．3�

35 シ コ ウ 牡3青鹿54 石橋 脩岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：10．21 16．1�
59 ア マ デ ウ ス 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 B454± 01：10．3	 80．3�

11 � カズミドリーム 牝5栗 55 田中 勝春藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 460－ 2 〃 クビ 85．7�
611 レッドパラス 牝4芦 55

53 △木幡 育也 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 480＋121：10．93	 97．8�
47 マイネルパッセ 牡7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 456－101：11．64 154．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 105，315，100円 複勝： 153，646，200円 枠連： 38，193，600円
馬連： 177，813，600円 馬単： 92，323，300円 ワイド： 165，436，100円
3連複： 301，466，500円 3連単： 419，310，600円 計： 1，453，505，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 340円 � 110円 � 240円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，570円 �� 430円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 42，250円

票 数

単勝票数 計1053151 的中 � 46011（7番人気）
複勝票数 計1536462 的中 � 77378（7番人気）� 553447（1番人気）� 127295（3番人気）
枠連票数 計 381936 的中 （3－6） 39437（3番人気）
馬連票数 計1778136 的中 �� 91646（6番人気）
馬単票数 計 923233 的中 �� 13788（15番人気）
ワイド票数 計1654361 的中 �� 65486（6番人気）�� 15179（28番人気）�� 105331（3番人気）
3連複票数 計3014665 的中 ��� 41346（16番人気）
3連単票数 計4193106 的中 ��� 7194（116番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．7―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッチクレマチス �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2019．9．15 中山6着

2017．2．28生 牝3青 母 グリーンモネ 母母 グリーンオリーヴ 8戦2勝 賞金 17，247，000円
〔発走状況〕 レッドパラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（2福島2）第1日 7月4日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 170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

208，680，000円
7，340，000円
19，430，000円
1，280，000円
23，070，000円
73，978，000円
6，327，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
631，033，700円
871，510，600円
225，866，400円
1，121，087，300円
522，791，000円
874，668，700円
1，735，701，800円
2，226，102，200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 8，208，761，700円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回福島競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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