
17013 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2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 5，100，000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
1：46．2
1：44．5

良
良

55 コスモアシュラ 牡2芦 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 488－ 21：50．2 26．1�
33 マジカルステージ 牝2鹿 54 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 3．2�
66 セイウンゴールド 牡2青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 476－ 81：50．3クビ 5．5�
22 アルバトリア 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 428－ 61：51．25 16．5�
11 ナンヨーローズ 牡2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 438± 01：51．3� 32．4�
44 モンサンテゾーロ 牝2青鹿54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 438± 01：51．72� 35．9�
79 トーセンチャールズ 牡2鹿 54 吉田 豊島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 41：51．91� 168．5

67 アドマイヤレビン 牡2鹿 54 D．レーン 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：52．11 2．0�

（豪）

810 ワールドナカヤマ 牝2鹿 54
52 △菅原 明良�中山牧場 小手川 準 浦河 中山牧場 386＋ 2 〃 クビ 51．6

78 ウインアミュレット 牡2鹿 54 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 三石橋本牧場 438＋ 41：53．05 171．1�
811 マ ラ ド ー ナ 牡2栗 54 石川裕紀人中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 466± 01：54．06 52．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，570，900円 複勝： 60，343，300円 枠連： 11，153，200円
馬連： 59，666，200円 馬単： 33，386，500円 ワイド： 50，746，300円
3連複： 93，607，400円 3連単： 136，735，100円 計： 488，208，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 520円 � 160円 � 220円 枠 連（3－5） 3，970円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，090円 �� 340円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 45，660円

票 数

単勝票数 計 425709 的中 � 13813（5番人気）
複勝票数 計 603433 的中 � 23571（5番人気）� 116992（2番人気）� 73495（3番人気）
枠連票数 計 111532 的中 （3－5） 2172（10番人気）
馬連票数 計 596662 的中 �� 12460（12番人気）
馬単票数 計 333865 的中 �� 2256（30番人気）
ワイド票数 計 507463 的中 �� 13535（10番人気）�� 11134（13番人気）�� 42625（3番人気）
3連複票数 計 936074 的中 ��� 15653（15番人気）
3連単票数 計1367351 的中 ��� 2171（124番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．7―13．0―12．3―11．8―12．4―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．2―49．2―1：01．5―1：13．3―1：25．7―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモアシュラ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Jump Start デビュー 2020．6．14 東京8着

2018．2．21生 牡2芦 母 チアフルドーラ 母母 Cheer Cheer 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※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。

17014 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第2競走 ��1，150�3歳未勝利
発走10時45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
1：06．9
1：06．9

良
良

714 シゲルガラテア 牡3栗 56
54 △菅原 明良森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B496＋ 41：08．1 4．0�

611 アイアムスゴスギル 牡3栗 56 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 494± 01：08．31� 2．5�
59 ショウナンサモン 牡3栗 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 486－ 81：08．51 4．8�
12 トーレスデルパイネ 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 468＋10 〃 クビ 11．6�
713 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 482＋101：08．6クビ 9．7�
612 ムーンライトリバー 牝3鹿 54 柴田 善臣山口 正行氏 中野 栄治 浦河 田中スタッド 422＋ 41：08．81 14．7	
24 パワポケプリメーロ 牡3栗 56 坂井 瑠星柳原 達也氏 中野 栄治 新ひだか グランド牧場 418＋ 11：08．9� 56．7

35 アシュモレアン 牡3鹿 56 木幡 巧也�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424－ 21：09．11� 38．3�
510 テントップギヤ 牡3鹿 56 津村 明秀天白 泰司氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 442－141：09．42 54．6
47 サンマルクリスエス 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹相馬 勇氏 和田 勇介 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 444 ― 〃 クビ 102．9�

816 ゼ ン カ 牝3黒鹿54 的場 勇人田中 春美氏 的場 均 新ひだか 田中 春美 512－181：09．61� 346．6�
36 キタノエスポワール 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 446＋ 81：09．81� 44．1�
23 マ ホ ウ シ ョ 牡3芦 56 西田雄一郎谷口 祐人氏 藤原 辰雄 日高 佐々木 康治 458＋ 61：09．9� 353．2�
11 アンビルクローラー 牝3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 448＋ 21：10．43 49．5�
815 ケイツーキャット 牝3鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 446 ―1：10．61� 76．9�
48 フェアリーモナック 牡3栗 56 江田 照男田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 小倉牧場 496 ―1：12．210 63．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，125，300円 複勝： 55，718，400円 枠連： 15，301，600円
馬連： 68，047，900円 馬単： 28，742，200円 ワイド： 58，739，800円
3連複： 106，530，100円 3連単： 106，809，100円 計： 479，014，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 240円 �� 450円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 391253 的中 � 76861（2番人気）
複勝票数 計 557184 的中 � 101855（2番人気）� 142225（1番人気）� 74757（3番人気）
枠連票数 計 153016 的中 （6－7） 37287（1番人気）
馬連票数 計 680479 的中 �� 110405（1番人気）
馬単票数 計 287422 的中 �� 19631（2番人気）
ワイド票数 計 587398 的中 �� 67643（1番人気）�� 30347（6番人気）�� 47059（2番人気）
3連複票数 計1065301 的中 ��� 72488（2番人気）
3連単票数 計1068091 的中 ��� 15709（5番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．0―11．9―12．1―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルガラテア �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．2．16 東京12着

2017．5．23生 牡3栗 母 シロキタカーニバル 母母 コガネテスコ 8戦1勝 賞金 7，170，000円
〔その他〕 フェアリーモナック号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非抽選馬） 4頭 キョウエイリビード号・スナイプトウショウ号・プロンタン号・マインヒロイン号

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２日



17015 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

12 ヒガシヴァルキリー 牝3青鹿 54
52 △菅原 明良�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 412± 01：09．1 2．6�

35 マイネルチューダ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 436－ 81：09．2� 3．6�

24 ホルダンモル 牝3青鹿54 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 450＋141：09．94 39．5�
611 ホイッスルヴォイス 牝3鹿 54 D．レーン 藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：10．32� 3．2�
（豪）

510 グリエクレール 牝3芦 54
53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 448＋101：10．4� 150．1	
815 ユ ニ テ ィ コ 牝3鹿 54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 浦河 バンブー牧場 452－ 21：10．61� 18．5

714 サンデスヴァレー 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 株式会社
ケイズ 402＋ 61：10．81� 120．8�

11 ハナノルージュ 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 420－121：10．9クビ 105．0�

59 ロジマジェスティ 牝3黒鹿54 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 アタマ 16．6
713 ニットウイロンデル 牝3鹿 54 武藤 雅藤井 謙氏 黒岩 陽一 新ひだか 沖田 忠幸 404＋18 〃 クビ 123．7�
48 レッドカルマン 	3鹿 56 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B514－201：11．0
 94．2�
816 バ ル セ ロ ナ 牝3鹿 54 武士沢友治 �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 478＋ 21：11．63� 213．8�
612 マ イ ラ ニ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 402＋ 61：11．7
 357．3�
23 ピュアムーン 牝3鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 436－12 〃 アタマ 14．4�
36 アイファーレッド 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介中島 稔氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 410－ 41：12．44 261．4�
47 ココリミッション 牡3黒鹿56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木下牧場 B442± 01：13．57 46．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，275，600円 複勝： 50，360，200円 枠連： 11，362，800円
馬連： 68，598，600円 馬単： 30，970，100円 ワイド： 55，129，600円
3連複： 103，856，800円 3連単： 128，368，900円 計： 489，922，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 150円 � 440円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，220円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 11，610円

票 数

単勝票数 計 412756 的中 � 125048（1番人気）
複勝票数 計 503602 的中 � 102082（2番人気）� 100062（3番人気）� 20754（7番人気）
枠連票数 計 113628 的中 （1－3） 17670（2番人気）
馬連票数 計 685986 的中 �� 107389（2番人気）
馬単票数 計 309701 的中 �� 24569（2番人気）
ワイド票数 計 551296 的中 �� 64808（2番人気）�� 10521（13番人気）�� 7558（17番人気）
3連複票数 計1038568 的中 ��� 19190（12番人気）
3連単票数 計1283689 的中 ��� 8014（30番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．8―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒガシヴァルキリー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．9．15 中山3着

2017．4．22生 牝3青鹿 母 ラブエーヤン 母母 ケイコフラワー 7戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーレッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月5日まで平地競走

に出走できない。
ココリミッション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月5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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルピニズム号・クラップユアハンズ号・ダウンタウンスピカ号・テンジュイン号
※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。

17016 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時45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

713 ストリートピアノ 牝3芦 54 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 462－ 41：45．0 13．7�
46 サトノトリガー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 462 ―1：45．32 6．3�
35 ホテルカリホルニア 牡3鹿 56 D．レーン 池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 496－ 21：45．51� 1．4�
（豪）

47 タイムモーメント 牡3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462 ―1：46．03 71．5�

712 キットサクラサク 牡3栗 56 木幡 巧也塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 470－ 21：46．32 22．0	
34 ゼ ノ ン 牡3鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 454± 01：46．4� 103．2

815 ラ フ ァ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B476－ 81：46．82� 14．5�
59 ディーズギャラント 牝3栗 54

52 △菅原 明良秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446＋ 41：47．22� 48．4�
22 タイセイダンク 牡3鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 富田牧場 B450＋ 61：47．3� 40．0
610 ヤマニンパジャッソ 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 光夫 454－ 6 〃 クビ 32．6�
11 トゥインクルウェイ 牝3鹿 54 坂井 瑠星ライオンレースホース� 林 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454－ 81：47．51 193．6�
23 アキリザーブ 牝3黒鹿54 武士沢友治石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 470－ 81：47．6� 156．4�
814 セイウンノア 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 504－ 21：47．81� 15．5�
611 コスモシャルドネ 牡3芦 56 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 520＋ 41：48．12 70．1�
58 トウカイラルゴ 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成内村 正則氏 栗田 徹 日高 碧雲牧場 496＋ 21：48．31� 26．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，239，500円 複勝： 170，881，100円 枠連： 14，961，000円
馬連： 66，441，600円 馬単： 45，519，300円 ワイド： 69，692，200円
3連複： 115，172，200円 3連単： 171，465，000円 計： 706，371，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 200円 � 170円 � 110円 枠 連（4－7） 2，770円

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 15，390円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 320円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 36，390円

票 数

単勝票数 計 522395 的中 � 30432（3番人気）
複勝票数 計1708811 的中 � 67900（3番人気）� 85755（2番人気）� 1246422（1番人気）
枠連票数 計 149610 的中 （4－7） 4181（9番人気）
馬連票数 計 664416 的中 �� 8178（13番人気）
馬単票数 計 455193 的中 �� 2217（35番人気）
ワイド票数 計 696922 的中 �� 13508（13番人気）�� 57066（2番人気）�� 69431（1番人気）
3連複票数 計1151722 的中 ��� 44301（4番人気）
3連単票数 計1714650 的中 ��� 3416（110番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．0―13．1―13．1―11．6―12．4―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．8―42．9―56．0―1：07．6―1：20．0―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．4
1
3
11，13，10，12，5（4，15）（2，8）14，3，1－9－7，6
6，13（11，7）（10，5）12（4，8）15，9（2，14）（1，3）

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

勝馬の
紹 介

ストリートピアノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．3．14 中山4着

2017．4．22生 牝3芦 母 トウカイメリー 母母 トウカイロータス 5戦1勝 賞金 8，070，000円
〔3走成績による出走制限〕 アキリザーブ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月5日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



17017 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第5競走 ��1，800�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
1：46．2
1：44．5

良
良

714 タウゼントシェーン 牝2青 54 戸崎 圭太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 414 ―1：51．2 5．3�
23 スワーヴエルメ 牡2栗 54 D．レーン �NICKS 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492 ―1：51．3� 1．8�

（豪）

36 オーホンブリック 牡2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508 ―1：51．51� 9．1�

11 ヴ ィ ス ナ ー 牝2青鹿 54
53 ☆団野 大成西 浩明氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 442 ― 〃 ハナ 48．3�

815 スペシャルドラマ 牡2鹿 54 石橋 脩大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 5．3	
（アドマイヤエピ）

24 スバラシイヒビ 牡2栗 54 吉田 豊山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 木田牧場 466 ―1：51．82 47．3

713 レッドヴェロシティ 牡2黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532 ―1：51．9� 24．8�
47 ニシノアジャスト 牡2青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 522 ―1：52．11� 140．7�
612 セイウンロミオ 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 514 ―1：52．52� 82．7
35 エアーレジーナ 牝2鹿 54 武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：53．77 66．0�
510 アヴォロンティ 牝2青 54 木幡 巧也�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466 ―1：53．8クビ 43．0�
59 コ タ 牡2青鹿 54

52 △菅原 明良小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 448 ―1：54．11� 229．1�
48 エクスカリバー 牡2鹿 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 440 ―1：54．31� 177．3�
12 パイルドライバー 牡2栗 54 丸田 恭介横田 恵子氏 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 424 ―1：54．51� 193．0�
816 タクミチョウサン 牡2栗 54 津村 明秀�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 512 ―1：59．4大差 264．2�
611 エコロカナワン 牡2鹿 54 野中悠太郎原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 482 ―1：59．5� 266．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，260，100円 複勝： 59，007，900円 枠連： 13，043，700円
馬連： 69，332，600円 馬単： 36，721，100円 ワイド： 56，910，800円
3連複： 99，207，000円 3連単： 127，814，500円 計： 532，297，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 240円 �� 520円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 702601 的中 � 111269（2番人気）
複勝票数 計 590079 的中 � 97468（3番人気）� 168651（1番人気）� 79109（4番人気）
枠連票数 計 130437 的中 （2－7） 24587（1番人気）
馬連票数 計 693326 的中 �� 106202（1番人気）
馬単票数 計 367211 的中 �� 23280（3番人気）
ワイド票数 計 569108 的中 �� 66656（2番人気）�� 25426（5番人気）�� 38618（4番人気）
3連複票数 計 992070 的中 ��� 61878（2番人気）
3連単票数 計1278145 的中 ��� 16777（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．7―50．8―1：03．8―1：15．9―1：27．9―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3
1
3

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

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

タウゼントシェーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Big Shuffle 初出走

2018．3．13生 牝2青 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タクミチョウサン号・エコロカナワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月

5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 フルネーズ号・マイネルキュリアス号・ヤマノグリッターズ号
※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。

17018 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2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

56 マ ル ス 牡2青鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 石郷岡 五月 442 ―1：11．8 12．3�
44 ロンギングバース 牡2鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 444 ― 〃 クビ 3．6�
55 ニューフィー 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 酒井牧場 422 ―1：12．01� 5．7�
22 キチロクレディス 牝2鹿 54 江田 照男山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 谷川牧場 426 ―1：12．63� 11．1�
79 セ イ ー サ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 城地牧場 380 ―1：12．7クビ 11．6�
68 ラッキーフレイム 牝2鹿 54 丸田 恭介松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 444 ― 〃 クビ 33．8	
67 ファーマスター 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成中西 功氏 深山 雅史 日高 高山牧場 432 ―1：12．8� 44．4

33 ビギニングドリーム 牝2鹿 54

52 △菅原 明良石川 佳弘氏 加藤士津八 新冠 村田牧場 418 ―1：13．01� 3．7�
812 マイネルカーニバル 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 神垣 道弘 442 ― 〃 ハナ 8．3
11 ビヨンドザシーン 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 450 ―1：13．31	 63．9�
811 スターダストプレス 牡2栗 54 内田 博幸西森 功氏 高橋 義博 浦河 北俣 牧夫 468 ―1：13．51 51．5�
710 アンジェリケ 牝2栗 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 藤本ファーム 410 ―1：13．81	 199．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，946，700円 複勝： 46，875，700円 枠連： 10，209，500円
馬連： 61，835，500円 馬単： 28，724，200円 ワイド： 46，043，900円
3連複： 86，783，400円 3連単： 104，526，900円 計： 426，945，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 270円 � 140円 � 170円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 550円 �� 790円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 18，290円

票 数

単勝票数 計 419467 的中 � 28922（7番人気）
複勝票数 計 468757 的中 � 34283（6番人気）� 102881（1番人気）� 75750（3番人気）
枠連票数 計 102095 的中 （4－5） 13430（1番人気）
馬連票数 計 618355 的中 �� 33074（5番人気）
馬単票数 計 287242 的中 �� 5346（15番人気）
ワイド票数 計 460439 的中 �� 21071（4番人気）�� 14076（11番人気）�� 33448（2番人気）
3連複票数 計 867834 的中 ��� 27652（5番人気）
3連単票数 計1045269 的中 ��� 4143（55番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―12．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．7―47．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ル ス �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2018．4．2生 牡2青鹿 母 モンテドーター 母母 カディザデー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



17019 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・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
1：57．3
1：56．1

良
良

815 トラストワージー 牝3鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 堀 宣行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432 ―2：02．2 7．2�

59 ミスミルドレッド 牝3黒鹿54 武 豊丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 22：02．41� 1．8�
612 コンカルノー 牝3鹿 54 江田 照男中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B444＋ 22：02．61� 28．6�
23 インテリジェンス 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454－ 22：03．23� 14．5�
713 レッドジャンヌ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 442－ 82：03．3� 13．7�
35 ブラウローゼン 牝3芦 54 D．レーン 	サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474± 02：03．72� 4．2


（豪）

24 リメインオブザデイ 牝3青鹿54 柴田 大知 	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 402＋ 6 〃 ハナ 76．2�
611 ファインアイリス 牝3黒鹿54 津村 明秀井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 440＋16 〃 クビ 25．9�
36 エバーバリュー 牝3黒鹿54 武藤 雅宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 402＋182：04．44 213．4
816 ペ ル ー ジ ュ 牝3鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 422± 02：05．46 115．5�
510 ヨネンサンクミ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 B430－102：06．03� 337．8�
714 カ リ カ ン テ 牝3青鹿54 西田雄一郎吉田 和美氏 加藤士津八 安平 ノーザンファーム B482－ 22：06．1� 220．7�
11 フェイタリズム 牝3栗 54

52 △菅原 明良池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476 ―2：14．6大差 157．0�
47 ハイランドヴィラ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成	下河辺牧場 栗田 徹 日高 下河辺牧場 434 ― （競走中止） 16．2�
48 オルプランタン 牝3鹿 54 西村 淳也岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 420－ 4 （競走中止） 129．1�

（15頭）
12 ランサムトラップ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 416－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 54，821，300円 複勝： 72，177，900円 枠連： 13，578，600円
馬連： 76，496，900円 馬単： 38，555，600円 ワイド： 62，764，000円
3連複： 107，517，700円 3連単： 141，190，500円 計： 567，102，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 110円 � 370円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，890円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 25，130円

票 数

単勝票数 差引計 548213（返還計 6817） 的中 � 60251（3番人気）
複勝票数 差引計 721779（返還計 11441） 的中 � 81799（3番人気）� 289891（1番人気）� 29001（8番人気）
枠連票数 差引計 135786（返還計 124） 的中 （5－8） 16195（2番人気）
馬連票数 差引計 764969（返還計 30966） 的中 �� 84376（2番人気）
馬単票数 差引計 385556（返還計 15659） 的中 �� 15398（6番人気）
ワイド票数 差引計 627640（返還計 30096） 的中 �� 53093（2番人気）�� 5002（29番人気）�� 23168（7番人気）
3連複票数 差引計1075177（返還計 98398） 的中 ��� 17215（16番人気）
3連単票数 差引計1411905（返還計125057） 的中 ��� 4072（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．3―47．9―1：01．1―1：13．7―1：26．1―1：38．6―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラストワージー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Diktat 初出走

2017．3．17生 牝3鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走除外〕 ランサムトラップ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 ハイランドヴィラ号は，3コーナーで，外側に斜行した「ブラウローゼン」号に触れ，転倒したため競走中止。

オルプランタン号は，3コーナーで，転倒した「ハイランドヴィラ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ブラウローゼン号の騎手D．レーンは，3コーナーで外側に斜行したことについて令和2年7月18日から令和2年7月19日まで

騎乗停止。（被害馬：7番・8番・1番）
〔その他〕 フェイタリズム号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 ペルージュ号・ヨネンサンクミ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月5日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17020 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 7，600，000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
1：43．1
1：40．9

不良
重

47 イマジナリーライン 牡3栗 54 武 豊 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492± 01：44．0 2．8�
713� チェリートリトン 牡6芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 486－ 41：44．1� 20．6�
11 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 468－ 61：44．31� 24．5�
46 サ ル ー テ 牡5鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 560－ 4 〃 クビ 38．8�
22 フラッフィクラウド 牡3芦 54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 468－ 41：44．4クビ 3．5	
712 サトノワールド 牡3鹿 54

52 △菅原 明良 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B514＋ 41：44．82� 4．5

59 ユイノチョッパー 牡5黒鹿57 野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B506－ 81：44．9� 73．8�
610 サンビュート 	3栗 54 井上 敏樹 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ 480－ 41：45．32� 26．2�
23 ロードスラッシュ 牡3黒鹿54 D．レーン �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 大柳ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 6．9

（豪）

34 � プレストレジェーロ 牝3鹿 52
50 ◇藤田菜七子米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 448＋181：45．4
 61．8�

814 ゴールドパッション 牡5栗 57
56 ☆菊沢 一樹居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 524－ 61：45．71
 87．4�

58 ワセダウォリアー 牡3黒鹿54 伊藤 工真大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：45．8� 74．3�
611 ナムラアイアイサー 牡4栗 57 木幡 初也奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 484－ 61：46．43� 110．1�
815 リンガスウォリアー 牡3栗 54 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：46．72 32．8�
35 ディスモーメント 牡4黒鹿57 坂井 瑠星大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 524＋ 41：47．65 99．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，316，200円 複勝： 78，273，200円 枠連： 20，744，600円
馬連： 101，584，300円 馬単： 42，821，100円 ワイド： 78，747，600円
3連複： 153，140，500円 3連単： 179，979，200円 計： 706，606，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 330円 � 470円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 740円 �� 970円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 22，620円

票 数

単勝票数 計 513162 的中 � 143647（1番人気）
複勝票数 計 782732 的中 � 192487（1番人気）� 52902（5番人気）� 33602（7番人気）
枠連票数 計 207446 的中 （4－7） 28305（3番人気）
馬連票数 計1015843 的中 �� 37900（6番人気）
馬単票数 計 428211 的中 �� 11388（9番人気）
ワイド票数 計 787476 的中 �� 28338（6番人気）�� 21036（9番人気）�� 7575（26番人気）
3連複票数 計1531405 的中 ��� 11491（28番人気）
3連単票数 計1799792 的中 ��� 5768（61番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．3―12．6―12．5―12．1―12．2―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．1―41．7―54．2―1：06．3―1：18．5―1：30．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イマジナリーライン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Starborough デビュー 2020．1．25 中山1着

2017．5．9生 牡3栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina 5戦2勝 賞金 17，300，000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） 2頭 ビービーデフィ号・ロダルキラー号
（非抽選馬） 3頭 アナザークイーン号・キョウエイゴー号・プロース号
※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。



17021 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

み な み そ う ま

南 相 馬 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

南相馬市長賞（1着）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

77 エリスライト 牝5鹿 55 D．レーン �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：48．5 3．3�
（豪）

11 ガ ト ン �4芦 57 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 504＋ 61：48．82 21．5�
22 ビバヴィットーリオ 牡3鹿 54 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 518＋ 41：49．11	 1．6�
33 
 トライゲッター �4黒鹿57 井上 敏樹畑佐 博氏 伊藤 大士 浦河 中島牧場 494＋ 21：49．41	 51．7�
55 マイネルプリンチペ 牡5黒鹿57 柴田 大知 �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 464－ 21：49．5	 5．4	
44 
 タックボーイ 牡6鹿 57 原田 和真Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 61：50．24 71．1

88 ドルフィンマーク �7黒鹿57 菊沢 一樹大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B494－ 61：50．62� 240．4�
66 ジュピターズライト 牡4鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456－201：50．7	 24．5�
89 アスクフラッシュ 牡4黒鹿57 内田 博幸廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 下河辺牧場 498－101：50．8クビ 23．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 55，280，500円 複勝： 83，579，800円 枠連： 11，246，200円
馬連： 77，003，100円 馬単： 50，086，800円 ワイド： 52，549，300円
3連複： 103，917，000円 3連単： 248，267，100円 計： 681，929，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（1－7） 3，340円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 520円 �� 150円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 計 552805 的中 � 132915（2番人気）
複勝票数 計 835798 的中 � 126916（2番人気）� 43400（4番人気）� 477114（1番人気）
枠連票数 計 112462 的中 （1－7） 2604（9番人気）
馬連票数 計 770031 的中 �� 25476（7番人気）
馬単票数 計 500868 的中 �� 10381（10番人気）
ワイド票数 計 525493 的中 �� 20405（5番人気）�� 125042（1番人気）�� 27744（4番人気）
3連複票数 計1039170 的中 ��� 68149（2番人気）
3連単票数 計2482671 的中 ��� 18940（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．3―12．1―11．8―12．3―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．7―48．0―1：00．1―1：11．9―1：24．2―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリスライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．12．3 中山1着

2015．2．10生 牝5鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 10戦2勝 賞金 25，073，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔騎手変更〕 ジュピターズライト号の騎手団野大成は，第7競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※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。

17022 7月5日 曇 稍重 （2福島2） 第2日 第10競走 ��
��1，200�さくらんぼ特別

発走15時10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

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

46 ペイシャドリーム 牝4鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 462＋ 61：09．3 4．7�
58 シャインサンデー 牝6栗 55 武 豊森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424＋ 41：09．51� 8．0�
610 ツ ヅ ク 牝6鹿 55 江田 照男清水 敏氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 61：09．6	 90．2�
712
 ドリームジャンボ 牝5鹿 55 菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 484＋121：09．7� 40．0�
814 ジュニパーベリー 牝3鹿 52 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B462－ 4 〃 クビ 4．7�
45 マイネルアルケミー 牡4栗 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 470－101：09．91� 7．4

711 メジャーレート 牡5栗 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B448－ 8 〃 ハナ 11．4�
22 ウインオルビット 牡5鹿 57 内田 博幸	ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B490－ 41：10．0� 35．6�
69 シオミチクレバ 牝3鹿 52 蛯名 正義谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474± 01：10．1� 8．0
11 
 スタークニナガ �5青鹿57 野中悠太郎山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 谷岡スタット 440－ 21：10．63 72．7�
813
 スターシード 牡5栗 57 村田 一誠谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 中央牧場 474± 0 〃 クビ 136．7�
34 シセイタイガ 牡4青鹿57 D．レーン 猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 61：16．7大差 5．4�
（豪）

33 リノワールド 牝5栗 55 武藤 雅星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 428＋16 （競走中止） 22．1�
57 
 ルマーカーブル 牡4鹿 57 津村 明秀伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B530＋10 （競走中止） 21．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 56，990，800円 複勝： 89，196，600円 枠連： 25，335，200円
馬連： 141，508，100円 馬単： 49，653，600円 ワイド： 99，760，900円
3連複： 213，872，200円 3連単： 222，918，000円 計： 899，235，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 260円 � 2，630円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 720円 �� 8，370円 �� 12，080円

3 連 複 ��� 55，080円 3 連 単 ��� 220，180円

票 数

単勝票数 計 569908 的中 � 96047（1番人気）
複勝票数 計 891966 的中 � 142631（1番人気）� 95723（5番人気）� 6753（14番人気）
枠連票数 計 253352 的中 （4－5） 22853（3番人気）
馬連票数 計1415081 的中 �� 56059（6番人気）
馬単票数 計 496536 的中 �� 9973（13番人気）
ワイド票数 計 997609 的中 �� 37945（5番人気）�� 2973（62番人気）�� 2054（74番人気）
3連複票数 計2138722 的中 ��� 2912（143番人気）
3連単票数 計2229180 的中 ��� 734（630番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．7―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャドリーム �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．12．9 阪神6着

2016．4．25生 牝4鹿 母 ドリームプレイ 母母 シネマライフ 14戦3勝 賞金 49，879，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔競走中止〕 ルマーカーブル号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，向正面で転倒したため競走中止。

リノワールド号は，向正面で，転倒した「ルマーカーブル」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 シセイタイガ号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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レース目



17023 7月5日 曇 稍重 （2福島2） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第69回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，1．6．29以降2．6．28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

ラジオNIKKEI賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

11 バ ビ ッ ト 牡3栗 53 内田 博幸宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 454± 01：47．3 20．2�
811 パンサラッサ 牡3鹿 54 三浦 皇成広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 458－ 41：48．15 15．8�
22 ディープキング 牡3鹿 52 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 アタマ 9．5�
79 パラスアテナ 牝3鹿 52 武 豊広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 452＋101：48．2� 3．8�
812 ル リ ア ン 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512－ 21：48．41� 4．8	
55 サクラトゥジュール 牡3青鹿54 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 488± 01：48．5� 7．0

33 ア ル サ ト ワ 牡3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 41：48．6	 11．9�
56 アールクインダム 牝3黒鹿51 吉田 豊前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 466－ 21：49．13 126．0�
67 ベ レ ヌ ス 牡3鹿 53 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 524＋141：50．37 43．0
68 グレイトオーサー 牡3栗 54 D．レーン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508－ 61：50．83 4．5�

（豪）

44 コンドゥクシオン 牡3栗 53 石川裕紀人吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 508＋ 21：50．9� 21．8�
710 コスモインペリウム 牡3鹿 53 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 508－ 4 〃 クビ 20．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 282，924，800円 複勝： 333，949，000円 枠連： 83，073，200円 馬連： 736，319，200円 馬単： 249，279，500円
ワイド： 450，627，400円 3連複： 1，256，570，900円 3連単： 1，560，593，100円 5重勝： 743，284，800円 計： 5，696，621，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 500円 � 580円 � 360円 枠 連（1－8） 3，260円

馬 連 �� 11，240円 馬 単 �� 25，750円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 1，870円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 22，480円 3 連 単 ��� 173，020円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／福島10R／函館11R／阪神11R／福島11R

キャリーオーバー なし����� 30，605，840円

票 数

単勝票数 計2829248 的中 � 111776（8番人気）
複勝票数 計3339490 的中 � 171342（7番人気）� 146321（9番人気）� 261698（5番人気）
枠連票数 計 830732 的中 （1－8） 19725（14番人気）
馬連票数 計7363192 的中 �� 50737（43番人気）
馬単票数 計2492795 的中 �� 7259（93番人気）
ワイド票数 計4506274 的中 �� 33878（46番人気）�� 62271（28番人気）�� 67803（26番人気）
3連複票数 計12565709 的中 ��� 41905（104番人気）
3連単票数 計15605931 的中 ��� 6539（679番人気）
5重勝票数 計7432848 的中 ����� 17

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．8―35．4―47．3―59．6―1：11．5―1：23．4―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ビ ッ ト �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．11．24 京都2着

2017．5．1生 牡3栗 母 アートリョウコ 母母 グランスオークス 5戦3勝 賞金 58，784，000円
〔騎手変更〕 バビット号の騎手団野大成は，第7競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。

コスモインペリウム号の騎手武藤雅は，第10競走での落馬負傷のため柴田大知に変更。
※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。

17024 7月5日 曇 重 （2福島2） 第2日 第12競走 ��
��1，150�3歳以上2勝クラス

発走16時30分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

612 アイアムハヤスギル 牡4黒鹿57 田辺 裕信堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 61：07．1 5．2�
11 � パリテソーロ 牝4黒鹿55 伊藤 工真了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 米
A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

432－ 21：07．41	 75．0�
611 マリアルージュ 牝4青鹿55 北村 宏司河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 474＋14 〃 クビ 6．5�
713 コンセッションズ 牝5栗 55 蛯名 正義 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 438± 0 〃 ハナ 12．1�
48 タフチョイス 牡5鹿 57 吉田 豊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 41：07．61 14．5�
12 ダウンタウンプリマ 牝4栗 55 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 470＋12 〃 アタマ 21．1	
59 エースロッカー 
5栗 57 江田 照男西森 功氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 480－ 8 〃 クビ 39．6

36 カシマフウリン 牝5栗 55

53 △菅原 明良松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 B490－ 21：07．7クビ 58．3�
24 リフタスフェルト 牝4鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋14 〃 ハナ 14．1
815 サトノユニゾン 
5鹿 57 坂井 瑠星 �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 B498－ 21：07．91� 16．6�
47  スズカユース 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452± 0 〃 ハナ 13．3�
35 サトノブレイズ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 504－ 61：08．43 30．0�
510 アロハブリーズ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 474＋ 21：08．82� 8．8�
816 ヴァンドゥメール 牡3青鹿54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B492± 01：09．01� 3．6�
23 ペイシャエヴァー 牡6鹿 57 内田 博幸北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 B486－ 61：10．06 65．6�
714 イノバティブ 
6鹿 57 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 440－121：11．27 75．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 122，304，900円 複勝： 171，505，300円 枠連： 59，334，000円
馬連： 243，284，700円 馬単： 89，419，800円 ワイド： 207，067，600円
3連複： 414，771，500円 3連単： 441，991，000円 計： 1，749，678，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 1，500円 � 220円 枠 連（1－6） 2，940円

馬 連 �� 20，030円 馬 単 �� 31，100円

ワ イ ド �� 7，640円 �� 720円 �� 8，060円

3 連 複 ��� 50，130円 3 連 単 ��� 312，930円

票 数

単勝票数 計1223049 的中 � 186580（2番人気）
複勝票数 計1715053 的中 � 249317（2番人気）� 22785（15番人気）� 229416（3番人気）
枠連票数 計 593340 的中 （1－6） 15626（12番人気）
馬連票数 計2432847 的中 �� 9411（67番人気）
馬単票数 計 894198 的中 �� 2156（111番人気）
ワイド票数 計2070676 的中 �� 6754（75番人気）�� 79468（3番人気）�� 6397（76番人気）
3連複票数 計4147715 的中 ��� 6205（178番人気）
3連単票数 計4419910 的中 ��� 1024（1048番人気）

ハロンタイム 9．2―10．7―10．9―11．5―12．1―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―19．9―30．8―42．3―54．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムハヤスギル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 東京4着

2016．3．2生 牡4黒鹿 母 アイアムネフライト 母母 アイアムアドーター 16戦3勝 賞金 45，076，000円
〔騎手変更〕 タフチョイス号の騎手津村明秀は，第10競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。

サトノユニゾン号の騎手団野大成は，第7競走での落馬負傷のため武藤雅に変更したが，武藤雅は第10競走での落
馬負傷のため更に坂井瑠星に変更。

〔調教再審査〕 イノバティブ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イノバティブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月5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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イナズママンボ号・キョウエイオビエド号・シルバーストーン号・マイネルバトゥータ号

５レース目



（2福島2）第2日 7月5日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

231，320，000円
1，710，000円
28，070，000円
1，430，000円
27，510，000円
70，605，500円
4，769，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
911，056，600円
1，271，868，400円
289，343，600円
1，770，118，700円
723，879，800円
1，288，779，400円
2，854，946，700円
3，570，658，400円
743，284，800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 13，423，936，400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2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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