
17025 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第1競走 ��
��1，200�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
1：08．5
1：07．8

良
良

59 ユイノチャッキー 牡2栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 61：10．5 6．3�
23 レオテソーロ 牡2栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 442－ 21：10．92� 2．0�
12 ランディングホース 牡2栗 54

52 △菅原 明良矢野 恭裕氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 420＋ 81：11．0� 33．6�
35 ワイオミアロール 牝2栗 54 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 赤田牧場 412＋ 41：11．1� 179．0�
713 トーセンガイア 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 438－ 81：11．41� 17．2


815 ノットイェット 牝2鹿 54 内田 博幸東海林貴大氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 474－121：11．5� 11．6�
36 エコロテッチャン 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子原村 正紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 402－ 4 〃 クビ 4．0�
24 アーバンヒーロー 牡2栗 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 480＋ 4 〃 アタマ 118．4
11 リッチアロマ 牝2栗 54 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 前谷 武志 408± 0 〃 ハナ 162．8�
611 ハイレリーフ 牝2青鹿54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：11．6クビ 26．2�
612 ボンバーガール 牝2鹿 54 嶋田 純次田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田ファーム 476－ 81：11．7� 370．1�
47 コスモマッドネス 牡2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 シンカンファーム 444－ 21：11．91� 93．6�
510 トーセンヘンリー 牡2栗 54 木幡 初也島川 	哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 21：12．11	 105．8�
48 ユ ウ ガ 牝2鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 376＋ 21：12．73� 146．7�
816 レモンソーダ 牝2鹿 54 石川裕紀人田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 426＋ 21：13．87 153．5�
714 キュンキュンハート 牝2鹿 54

52 △木幡 育也堀口 晴男氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 竜馬 412＋ 41：13．9� 39．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，688，500円 複勝： 58，904，100円 枠連： 11，434，200円
馬連： 67，255，100円 馬単： 33，657，200円 ワイド： 56，686，300円
3連複： 104，594，300円 3連単： 120，006，000円 計： 497，225，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 160円 � 110円 � 400円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，300円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 16，630円

票 数

単勝票数 計 446885 的中 � 59428（3番人気）
複勝票数 計 589041 的中 � 82474（3番人気）� 213634（1番人気）� 22398（7番人気）
枠連票数 計 114342 的中 （2－5） 17283（2番人気）
馬連票数 計 672551 的中 �� 97231（2番人気）
馬単票数 計 336572 的中 �� 16155（4番人気）
ワイド票数 計 566863 的中 �� 56679（2番人気）�� 10166（16番人気）�� 16405（10番人気）
3連複票数 計1045943 的中 ��� 26227（9番人気）
3連単票数 計1200060 的中 ��� 5231（46番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．9―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユイノチャッキー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．6．7 東京6着

2018．3．31生 牡2栗 母 マンイーター 母母 フォーチュン 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔その他〕 レモンソーダ号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

キュンキュンハート号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 レモンソーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11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 アンジェリケ号

17026 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時45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
1：45．3
1：43．9

良
良

816 ゴルトベルク 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428＋161：48．9 3．1�
713 パ イ ネ 牝3黒鹿54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 クビ 5．1�
36 ローズパルファン 牝3鹿 54 荻野 極 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 436＋101：49．0� 138．9�
35 ボンバーミューラー 牡3栗 56 田辺 裕信渡邊 隆氏 小桧山 悟 新ひだか 真歌田中牧場 446－ 21：49．42 4．5�
510 エクスプレッサー 牡3鹿 56 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 494＋ 61：49．72 5．4	

（豪）

59 アニマフレスカ 牝3青鹿54 横山 典弘吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 456＋121：50．23 24．1

24 ペンタグラム 牡3青 56 石橋 脩 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 クビ 87．9�
11 ゲームアルアル 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478＋ 41：50．3クビ 13．7�
612 ペルセウスシチー 牡3黒鹿56 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 466＋ 6 〃 クビ 18．9
815 ザ ン セ ツ �3栗 56 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 426＋ 4 〃 ハナ 24．5�
23 ナンヨーユウヤク 牡3鹿 56 木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 478－161：50．51 73．1�
611 スパークルアゲン 牡3鹿 56

54 △菅原 明良浅川 皓司氏 加藤士津八 新ひだか 乾 皆雄 440－ 61：51．35 78．0�
47 シャドウワルツ 牡3黒鹿56 M．デムーロ飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 420＋ 21：51．51 13．9�
714 ソ テ ィ ラ ス 牝3芦 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 81：51．71	 300．1�
12 プラチナヴルール �3芦 56 高野 和馬 �YGGホースクラブ 根本 康広 新ひだか 加野牧場 456－ 81：53．310 175．7�
48 アナザーチャンス 牡3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 21：56．2大差 194．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，353，100円 複勝： 68，248，800円 枠連： 12，062，200円
馬連： 69，001，900円 馬単： 28，592，000円 ワイド： 60，332，000円
3連複： 101，542，200円 3連単： 98，522，800円 計： 485，655，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 170円 � 2，500円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 460円 �� 10，450円 �� 7，210円

3 連 複 ��� 49，380円 3 連 単 ��� 170，880円

票 数

単勝票数 計 473531 的中 � 120516（1番人気）
複勝票数 計 682488 的中 � 110273（3番人気）� 125194（2番人気）� 4871（14番人気）
枠連票数 計 120622 的中 （7－8） 12670（2番人気）
馬連票数 計 690019 的中 �� 54674（1番人気）
馬単票数 計 285920 的中 �� 12283（1番人気）
ワイド票数 計 603320 的中 �� 37187（2番人気）�� 1401（61番人気）�� 2038（53番人気）
3連複票数 計1015422 的中 ��� 1542（111番人気）
3連単票数 計 985228 的中 ��� 418（457番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．8―12．2―12．3―12．3―12．3―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．3―47．5―59．8―1：12．1―1：24．4―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
5，13（6，16）10（11，14）1（4，15）－（3，12）（8，9）－7，2
5－13，16（6，10）（1，11）15，4（14，9）（3，12）7＝2，8

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

勝馬の
紹 介

ゴルトベルク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．11．16 東京2着

2017．2．18生 牝3黒鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナザーチャンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11日まで平地

競走に出走できない。
プラチナヴルール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月11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。
（非抽選馬） 3頭 グロワールポン号・ナンヨーショウエイ号・ヌンシーズ号
※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。

第２回 福島競馬 第３日
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



17027 7月11日 曇 重 （2福島2） 第3日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15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

58 ナーシサステソーロ 牝3芦 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 440＋ 21：47．5 7．7�

34 ウィップラッシュ 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B470± 01：47．71� 6．0�

815 ミルキーハート 牝3鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 448＋ 21：48．55 14．8�
59 ココリミネルヴァ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 422± 01：48．71� 5．7�
11 ジュールサイクル 牝3青 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 436－ 61：48．8� 2．6	
814 スマイルフェイス 牝3栗 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 492－101：49．11� 27．7

23 セイプレシャス 牝3鹿 54 荻野 極金田 成基氏 浅野洋一郎 新冠 アサヒ牧場 428－ 21：49．52� 58．8�
713 クイックスタディ 牝3黒鹿 54

52 △菅原 明良下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B470－ 61：49．92� 155．6�
35 ミヤコシャンティ 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 434＋ 61：50．0� 214．9
22 ルージュキッス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 平取 有限会社中
田牧場 B438＋ 81：50．1クビ 177．3�

712 ラルワースコーヴ 牝3青鹿 54
52 △木幡 育也 �キャロットファーム 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 61：50．52� 42．7�
46 エアジャミラ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 416－ 81：50．92� 47．6�
610 プ ー ラ ン 牝3青鹿54 江田 照男梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 480＋ 41：51．11� 156．1�
611 ナ ム ラ イ ト 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 八田ファーム 412＋ 4 〃 クビ 354．7�
47 ネオアマゾネス 牝3栗 54 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 472－ 21：53．2大差 4．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，822，600円 複勝： 58，554，000円 枠連： 12，931，700円
馬連： 61，970，300円 馬単： 27，770，000円 ワイド： 55，800，600円
3連複： 88，509，700円 3連単： 95，709，100円 計： 448，068，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 200円 � 290円 枠 連（3－5） 1，170円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，430円 �� 870円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 58，060円

票 数

単勝票数 計 468226 的中 � 48519（5番人気）
複勝票数 計 585540 的中 � 56463（5番人気）� 82932（3番人気）� 49051（6番人気）
枠連票数 計 129317 的中 （3－5） 8525（5番人気）
馬連票数 計 619703 的中 �� 15551（11番人気）
馬単票数 計 277700 的中 �� 3266（24番人気）
ワイド票数 計 558006 的中 �� 16293（10番人気）�� 9825（16番人気）�� 16748（9番人気）
3連複票数 計 885097 的中 ��� 6641（32番人気）
3連単票数 計 957091 的中 ��� 1195（181番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．4―44．0―57．5―1：10．2―1：22．9―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3
4，9，15（8，13，14）（6，7）（5，10）（2，11，12）3－1・（4，9，15）－（8，13，14，1）7（5，6）（2，10，11，12）3

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

勝馬の
紹 介

ナーシサステソーロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．6 中山2着

2017．3．3生 牝3芦 母 ウインラフィナート 母母 ゴールドデイ 6戦1勝 賞金 8，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオアマゾネス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11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〕 プーラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月11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。
（非当選馬） 1頭 ラブリーモーション号

17028 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第4競走 ��
��2，600�3歳未勝利

発走11時45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
2：37．3
2：37．1

良
良

48 エクセレントラン 牡3鹿 56 柴田 善臣田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 468－ 42：43．3 3．8�
59 ウインエアフォルク 牡3鹿 56

54 △木幡 育也�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 450－ 62：43．93� 40．6�
12 マイネルケイローン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B432－ 2 〃 クビ 4．7�
815 ベリンダアン 牝3青鹿54 田辺 裕信 TURFレーシング 大竹 正博 むかわ 平岡牧場 432＋142：44．11� 5．7�
713 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54 吉田 豊田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 484－ 4 〃 ハナ 30．6�
816 コスモレペティール 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 62：44．2クビ 20．0

24 エキスパート 牝3栗 54 内田 博幸 �京都ホースレーシング 小手川 準 様似 様似渡辺牧場 448＋ 22：44．3� 97．0�
510 ウインランウェイ 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 428－ 4 〃 クビ 9．9�
11 オプティマス 	3栗 56 野中悠太郎 	社台レースホース宮田 敬介 千歳 社台ファーム 444－262：44．62 43．2
36 スパイラルバンブー 牝3栗 54 江田 照男�ジェイアール 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 456＋ 8 〃 ハナ 92．0�
47 ショウナンハリマオ 牡3芦 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 登別 青藍牧場 500＋ 42：45．02� 16．6�
611 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B466－ 22：45．63� 12．0�
35 ダンスグルーヴィ 牝3鹿 54 D．レーン 	社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 452－ 62：45．8
 6．5�

（豪）

23 ショウナンアサヤケ 牡3鹿 56
54 △菅原 明良国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 494＋ 22：46．01� 40．4�

612 ミユキリバタリアン 牡3黒鹿56 武士沢友治長井 純一氏 小手川 準 むかわ 貞広 賢治 B476＋ 22：46．85 55．4�
714 オルフェチョウサン 牡3青鹿56 石川裕紀人�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 B412－ 42：50．0大差 63．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，969，100円 複勝： 67，592，800円 枠連： 13，367，200円
馬連： 64，830，600円 馬単： 26，679，400円 ワイド： 60，613，400円
3連複： 102，378，100円 3連単： 97，097，000円 計： 471，527，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 900円 � 190円 枠 連（4－5） 1，530円

馬 連 �� 12，040円 馬 単 �� 19，910円

ワ イ ド �� 3，400円 �� 350円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 94，870円

票 数

単勝票数 計 389691 的中 � 80215（1番人気）
複勝票数 計 675928 的中 � 147376（1番人気）� 13499（11番人気）� 96356（2番人気）
枠連票数 計 133672 的中 （4－5） 6759（6番人気）
馬連票数 計 648306 的中 �� 4172（33番人気）
馬単票数 計 266794 的中 �� 1005（63番人気）
ワイド票数 計 606134 的中 �� 4243（39番人気）�� 50101（1番人気）�� 5095（32番人気）
3連複票数 計1023781 的中 ��� 5939（36番人気）
3連単票数 計 970970 的中 ��� 742（289番人気）

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

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�
13．0―24．1―36．5―49．0―1：01．7―1：13．8―1：26．9―1：40．3―1：52．9―2：05．2―2：18．3―2：30．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．4―3F38．1
1
�

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

勝馬の
紹 介

エクセレントラン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2020．2．29 中山5着

2017．5．24生 牡3鹿 母 カタズオノンデ 母母 オグラトウシヨウ 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔騎手変更〕 オルフェチョウサン号の騎手丸山元気は，検査のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 ベリンダアン号の騎手田辺裕信は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オルフェチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11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〕 スパイラルバンブー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月11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。



17029 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3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

69 ドゥラモンド 牡2黒鹿54 D．レーン �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468 ―1：50．9 2．4�
（豪）

711 ゴールドベレー 牡2栗 54 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 448 ―1：51．0� 32．7�
22 トロワエスポワール 牡2鹿 54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446 ―1：51．32 5．3�
11 ロ ス コ フ 牡2鹿 54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 478 ―1：51．83 7．5�
45 フ ク ウ ン 牡2黒鹿54 石川裕紀人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 448 ―1：52．01� 60．6�
710 ヤマノグリッターズ 牡2黒鹿54 蛯名 正義澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 478 ―1：52．1クビ 126．1	
812 セ ル ジ ュ 牡2鹿 54 横山 典弘多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：52．41� 28．2

813 ヴォスペランツァ 牡2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ� 加用 正 日高 戸川牧場 458 ― 〃 クビ 111．7�
68 ヒットザシーン 牝2黒鹿54 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 466 ―1：53．03� 4．9
33 マイネルキュリアス 牡2鹿 54 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 484 ―1：53．95 111．9�
44 ロ リ ポ ッ プ 牝2栗 54

52 △菅原 明良�前川企画 武藤 善則 新冠 須崎牧場 422 ―1：54．32� 19．0�
57 ト ラ ハ ト 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 458 ―1：54．4� 53．6�
56 ナ ヴ ィ リ オ 牡2鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 474 ― 〃 クビ 13．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，142，400円 複勝： 45，498，100円 枠連： 11，686，500円
馬連： 56，003，800円 馬単： 26，903，100円 ワイド： 45，448，700円
3連複： 76，244，200円 3連単： 90，075，900円 計： 401，002，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 400円 � 170円 枠 連（6－7） 1，890円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 290円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 23，270円

票 数

単勝票数 計 491424 的中 � 170312（1番人気）
複勝票数 計 454981 的中 � 112877（1番人気）� 20384（7番人気）� 70720（3番人気）
枠連票数 計 116865 的中 （6－7） 4771（8番人気）
馬連票数 計 560038 的中 �� 12120（12番人気）
馬単票数 計 269031 的中 �� 4218（18番人気）
ワイド票数 計 454487 的中 �� 9059（15番人気）�� 46163（1番人気）�� 8268（18番人気）
3連複票数 計 762442 的中 ��� 13308（13番人気）
3連単票数 計 900759 的中 ��� 2806（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．0―49．0―1：02．3―1：14．6―1：26．8―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドゥラモンド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Include 初出走

2018．2．1生 牡2黒鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ヴォスペランツァ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。
※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。

17030 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05分 （芝・右）

牝；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

713 ブルーバード 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 新ひだか 水丸牧場 414 ―1：11．6 8．0�

611 ニシノイルマーレ 牝2黒鹿 54
52 △菅原 明良西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 フクオカファーム 482 ―1：11．7� 3．5�

23 ヒロインカラーズ 牝2黒鹿 54
52 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 456 ―1：12．23 4．7�

22 ウインシャーロット 牝2鹿 54 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 462 ― 〃 アタマ 29．5�
814 チャーチャンテン 牝2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 394 ―1：12．73 239．5�
46 ハ ル ハ ル 牝2鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 398 ―1：12．8� 66．4

35 スズカラブローズ 牝2栗 54 柴田 善臣永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 422 ― 〃 クビ 29．9�
47 メジャーグルーヴ 牝2栗 54 D．レーン �G1レーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 456 ―1：13．01� 4．1�

（豪）

712 トーアテンニョ 牝2栗 54 田中 勝春高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 406 ―1：13．21� 36．8
34 コトブキアルニラム 牝2芦 54

51 ▲原 優介尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 432 ― 〃 アタマ 69．3�
815 ショウナンアドール 牝2鹿 54 三浦 皇成国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム 440 ―1：13．3クビ 11．2�
59 ア デ ウ ス 牝2鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 440 ―1：13．61� 61．2�
610 アラゴナイト 牝2黒鹿54 荻野 極重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 426 ―1：13．7� 207．8�
11 イッツアメモリー 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行	ミルファーム 清水 英克 浦河 南部 功 420 ―1：13．91� 149．4�
58 クレマチステソーロ 牝2鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 450 ―1：14．75 12．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，592，600円 複勝： 50，127，900円 枠連： 11，194，600円
馬連： 54，977，100円 馬単： 24，262，400円 ワイド： 45，928，400円
3連複： 75，896，100円 3連単： 83，675，200円 計： 391，654，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 400円 �� 500円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 11，570円

票 数

単勝票数 計 455926 的中 � 47900（4番人気）
複勝票数 計 501279 的中 � 55646（4番人気）� 111853（1番人気）� 87336（2番人気）
枠連票数 計 111946 的中 （6－7） 7650（4番人気）
馬連票数 計 549771 的中 �� 37080（4番人気）
馬単票数 計 242624 的中 �� 6594（10番人気）
ワイド票数 計 459284 的中 �� 29337（3番人気）�� 22152（5番人気）�� 37678（1番人気）
3連複票数 計 758961 的中 ��� 34444（2番人気）
3連単票数 計 836752 的中 ��� 5243（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．6―12．0―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．5―47．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーバード �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2018．5．22生 牝2鹿 母 エーシンベタラネリ 母母 Vermont Girl 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



17031 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第7競走 ��
��1，150�3歳未勝利

発走13時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

35 プ ロ ン タ ン 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム 458± 01：09．2 6．7�

47 キョウエイリヴァル 牡3鹿 56 戸崎 圭太田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム B454－ 81：09．41 2．8�
23 マインヒロイン 牝3栗 54

51 ▲原 優介峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 416－ 81：10．03� 12．7�
11 ウイルホースバイオ 牡3青鹿 56

54 △菅原 明良バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 438－141：10．63� 13．2�
713 シゲルトリトン 牡3青鹿56 吉田 豊森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 466－ 61：10．7� 6．8	
59 ホ ト ダ ニ ー 牡3鹿 56 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 464＋12 〃 クビ 12．0

612 オンリーザブレイブ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 シグラップファーム 474＋ 21：10．8クビ 158．3�

36 バ ー グ マ ン 牝3青鹿 54
53 ☆菊沢 一樹中辻 明氏 菊沢 隆徳 新ひだか レースホース牧場 428－ 21：11．01� 5．9�

510 サフランフラワー 牝3黒鹿54 丸田 恭介海原 聖一氏 古賀 史生 平取 高橋 啓 426＋ 2 〃 クビ 12．8
611	 グロリアスブレイク 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子�レッドマジック田島 俊明 米
Teneri Farm Inc, Bernardo Al-
verez Calderon & Distorted
Humor Syndicate

426－141：11．85 28．2�
24 ト モ エ タ カ 牡3鹿 56 蛯名 正義石井 義孝氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 434＋161：11．9� 113．0�
815 シゲルエリス 牡3黒鹿56 柴田 大知森中 蕃氏 的場 均 むかわ ヤマイチ牧場 B472－ 21：12．11
 46．1�
714 ゼンダンラビット 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 広中 稔 428－16 〃 クビ 157．6�
48 クラップユアハンズ 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：12．84 101．5�
816 プログラマー 牡3青 56 内田 博幸島井新一郎氏 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B492＋ 21：12．9� 67．5�
12 プリティーハニー 牝3鹿 54 野中悠太郎大田 恭充氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 486 ―1：14．38 58．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，251，000円 複勝： 46，872，100円 枠連： 16，059，600円
馬連： 61，791，200円 馬単： 28，709，100円 ワイド： 51，607，500円
3連複： 91，360，500円 3連単： 96，987，400円 計： 430，638，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 140円 � 280円 枠 連（3－4） 330円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，060円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 20，470円

票 数

単勝票数 計 372510 的中 � 44187（3番人気）
複勝票数 計 468721 的中 � 44235（4番人気）� 110108（1番人気）� 35763（6番人気）
枠連票数 計 160596 的中 （3－4） 36947（1番人気）
馬連票数 計 617912 的中 �� 42891（3番人気）
馬単票数 計 287091 的中 �� 7247（9番人気）
ワイド票数 計 516075 的中 �� 31327（3番人気）�� 11801（11番人気）�� 20106（5番人気）
3連複票数 計 913605 的中 ��� 20078（9番人気）
3連単票数 計 969874 的中 ��� 3434（51番人気）

ハロンタイム 9．7―11．4―11．7―11．9―12．1―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―21．1―32．8―44．7―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ン タ ン �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．9．28 中山10着

2017．3．3生 牝3栗 母 トーセンデイジー 母母 イ レ イ シ ャ 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリティーハニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グランドジュビリー号・セストリエール号
（非抽選馬） 3頭 ウイングシューズ号・フクジュ号・リーガルレディ号

17032 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3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）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

610 セクシーフェイス 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 418－141：46．0 14．5�
46 ウィーンソナタ 牝3青鹿 52

50 △木幡 育也星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 486－ 21：46．21� 6．8�
22 ラブロッソー 牝3青鹿 52

50 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 478－ 61：46．41 13．2�
611� ココリモアナ 牝5鹿 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 454＋ 61：47．04 61．7�
34 クールマキシマム 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 474＋ 61：47．31� 4．8	
35 ヤ マ メ 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 454－ 81：47．4� 142．5

59 クリノファイヤー 牝3栗 52 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 444－ 21：47．61� 78．7�
712 サツキワルツ 牝5鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 458－ 2 〃 クビ 40．3�
814 アサクサマヤ 牝4鹿 55 横山 典弘蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488＋ 21：47．81	 14．7
23 デルマシャンパン 牝5黒鹿55 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 464± 01：48．22	 8．5�
815 アトムアストレア 牝5鹿 55

54 ☆菊沢 一樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 482＋ 21：48．3	 185．0�
11 � マーチャンスルー 牝4鹿 55 嶋田 純次庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 446＋141：48．51	 291．5�
47 チアフルローズ 牝4青鹿55 吉田 豊ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 468＋141：48．82 125．5�
713 ミユキダイアモンド 牝4鹿 55 田辺 裕信長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 460＋181：49．22	 20．9�
58 シングシングシング 牝5鹿 55 D．レーン �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B456－122：05．8大差 2．2�
（豪）

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，276，600円 複勝： 62，655，700円 枠連： 14，410，100円
馬連： 79，632，900円 馬単： 36，736，400円 ワイド： 63，190，200円
3連複： 112，404，500円 3連単： 132，400，500円 計： 550，706，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 410円 � 320円 � 390円 枠 連（4－6） 4，040円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 11，780円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，490円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 15，650円 3 連 単 ��� 107，490円

票 数

単勝票数 計 492766 的中 � 27071（6番人気）
複勝票数 計 626557 的中 � 39558（7番人気）� 54490（4番人気）� 41096（6番人気）
枠連票数 計 144101 的中 （4－6） 2761（17番人気）
馬連票数 計 796329 的中 �� 12660（18番人気）
馬単票数 計 367364 的中 �� 2338（41番人気）
ワイド票数 計 631902 的中 �� 10810（19番人気）�� 10954（17番人気）�� 9340（22番人気）
3連複票数 計1124045 的中 ��� 5386（51番人気）
3連単票数 計1324005 的中 ��� 893（316番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．3―13．1―13．1―12．5―12．4―11．9―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．9―44．0―57．1―1：09．6―1：22．0―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セクシーフェイス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Ready’s Image デビュー 2019．7．20 福島2着

2017．2．27生 牝3黒鹿 母 アイムオールレディセクシー 母母 Klohho 6戦2勝 賞金 15，400，000円
〔その他〕 シングシングシング号は，競走中に疾病〔熱射病〕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。
※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 ショウナンバービー号・タイセイプルミエ号
※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。



17033 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

こおりやま

郡 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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

67 ニシノコデマリ 牝5鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 428－101：09．7 11．5�
68 � ディスパーション 牝6栗 55 戸崎 圭太村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 61：10．12	 6．5�
44 � スーパーノーマル 牝5黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 468＋ 2 〃 クビ 25．9�
79 マイネルテナシャス 牡3青鹿54 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 454－121：10．31
 4．7�
22 ノーブルプルート 牝6鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 486－ 2 〃 ハナ 8．0�
55 � ドクターデューン 牝5鹿 55 菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 488＋ 61：10．4クビ 13．1	
811 パラレルキャリア 牝4鹿 55 D．レーン 
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 438＋ 4 〃 クビ 8．4�
（豪）

710 リーディングエッジ �5鹿 57 嘉藤 貴行ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 81：10．5	 7．2�

33 ディザイアソング 牝4鹿 55 藤田菜七子尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 442－ 21：10．92	 29．4
11 � クリノモリゾ 牝5鹿 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 上井農場 452－ 21：11．53	 228．6�
56 アメージングサン 牡3鹿 54 柴田 善臣 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 468＋ 61：11．82 3．9�
812� クルージーン 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 486＋ 31：11．9クビ 104．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，337，200円 複勝： 75，730，600円 枠連： 16，198，900円
馬連： 98，289，700円 馬単： 38，737，600円 ワイド： 71，879，400円
3連複： 130，939，900円 3連単： 150，360，700円 計： 631，474，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 350円 � 220円 � 600円 枠 連（6－6） 3，720円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 8，280円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，820円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 23，890円 3 連 単 ��� 120，320円

票 数

単勝票数 計 493372 的中 � 34050（7番人気）
複勝票数 計 757306 的中 � 54918（8番人気）� 104372（3番人気）� 28876（9番人気）
枠連票数 計 161989 的中 （6－6） 3372（13番人気）
馬連票数 計 982897 的中 �� 19118（22番人気）
馬単票数 計 387376 的中 �� 3506（44番人気）
ワイド票数 計 718794 的中 �� 19882（15番人気）�� 6433（35番人気）�� 7723（31番人気）
3連複票数 計1309399 的中 ��� 4109（88番人気）
3連単票数 計1503607 的中 ��� 906（446番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．6―11．8―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．3―47．1―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 ・（7，8）（4，11）（5，10，9）2（1，3，12）－6 4 ・（7，8）（4，11）（5，10，9）2，3，1－12，6

勝馬の
紹 介

ニシノコデマリ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Johannesburg デビュー 2017．8．27 新潟1着

2015．4．3生 牝5鹿 母 ニシノツインクル 母母 サ イ ン ヒ ア 18戦2勝 賞金 25，380，000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。

17034 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

い な わ し ろ

猪 苗 代 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

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ココロノトウダイ 牡3鹿 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518－ 22：00．9 3．5�
69 コンダクトレス 牝5黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 474－122：01．11� 7．2�
711	 ココナッツスルー 牝5黒鹿55 三浦 皇成飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 442－12 〃 アタマ 44．4�
22 デジマノハナ 牝3栗 52 横山 典弘大島有志生氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 472－ 42：01．31
 3．4�
813 サ ペ ラ ヴ ィ 牡3鹿 54 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 462－ 42：01．4
 7．9�
56 ス マ イ ル 牡4鹿 57 D．レーン 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 4．6	

（豪）

44 ブレーヴユニコーン 牡4青鹿57 江田 照男諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 520± 02：01．72 17．7

33 ディアシューター 牡6黒鹿57 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 502－ 22：01．91 67．8�
45 	 イ チ ダ イ 牡7鹿 57 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B532－102：02．0
 54．4
710 ホウオウエーデル 牡4鹿 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 22：02．21� 22．9�
812 コスモインザハート 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 浦河 栄進牧場 488＋ 22：02．52 32．7�
57 マサキノテソーロ 牡6栗 57 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 新冠 山岡牧場 532－182：05．5大差 109．4�
68 スワンボート 牡10鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 490－ 82：05．6� 353．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，732，800円 複勝： 86，937，700円 枠連： 19，457，100円
馬連： 135，580，600円 馬単： 50，951，900円 ワイド： 94，269，800円
3連複： 181，772，000円 3連単： 207，515，800円 計： 843，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 220円 � 750円 枠 連（1－6） 1，570円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，970円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 13，740円 3 連 単 ��� 47，140円

票 数

単勝票数 計 667328 的中 � 149757（2番人気）
複勝票数 計 869377 的中 � 165059（2番人気）� 107220（4番人気）� 22777（9番人気）
枠連票数 計 194571 的中 （1－6） 9554（9番人気）
馬連票数 計1355806 的中 �� 74515（5番人気）
馬単票数 計 509519 的中 �� 15679（8番人気）
ワイド票数 計 942698 的中 �� 42137（7番人気）�� 11965（22番人気）�� 9439（28番人気）
3連複票数 計1817720 的中 ��� 9915（47番人気）
3連単票数 計2075158 的中 ��� 3191（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―35．3―48．1―1：00．9―1：13．1―1：24．6―1：36．6―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ココロノトウダイ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．7．13 福島2着

2017．2．13生 牡3鹿 母 フェアリーダンス 母母 フェアリードール 6戦3勝 賞金 37，041，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11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。



17035 7月11日 曇 稍重 （2福島2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�テレビユー福島賞

発走15時45分 （芝・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

テレビユー福島賞（1着）
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 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

815 アユツリオヤジ 牡6栗 57 柴田 大知 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 498－ 21：08．5 47．2�
816 ブレイブメジャー 牡4鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482－ 41：09．35 3．4�
36 エンゲージリング 牝5芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 482＋ 8 〃 クビ 17．2�
24 ナンヨーアミーコ 	7栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430＋ 21：09．4クビ 12．4�
11 コロラトゥーレ 牝6鹿 55 石川裕紀人廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 470－ 41：09．5
 29．5	
48 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿57 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470－ 81：09．71
 20．2

35 アーバンイェーガー 牡6黒鹿57 江田 照男西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 498－121：09．8
 36．7�
713� クラヴィスオレア 	4黒鹿57 木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B472＋ 21：10．01
 7．7�
12 スカイパッション 牝8栗 55 野中悠太郎小林都美子氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 474＋16 〃 ハナ 150．5
59 ゲンキチハヤブサ 	8栗 57 西田雄一郎荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 482－ 61：10．1クビ 105．0�
714 ムスコローソ 牡5栗 57 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520± 01：10．2� 93．0�
23 バーニングペスカ 牡5鹿 57 丸山 元気山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 468－ 81：10．3
 9．0�
47 ワールドフォーラブ 牝6黒鹿55 石橋 脩 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 468＋121：11．25 8．0�
510� プレディクト 牡5鹿 57 菊沢 一樹西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 490－ 61：11．41
 273．0�
612 ダイワメモリー 牝5栗 55 蛯名 正義大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 456－141：13．3大差 20．9�
611 キ ル ロ ー ド 	5鹿 57 吉田 豊エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B500－ 2 （競走中止） 3．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，768，800円 複勝： 147，594，800円 枠連： 54，145，000円
馬連： 273，342，200円 馬単： 93，229，800円 ワイド： 185，088，500円
3連複： 447，843，100円 3連単： 462，611，000円 計： 1，766，623，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，720円 複 勝 � 1，270円 � 190円 � 470円 枠 連（8－8） 11，400円

馬 連 �� 14，140円 馬 単 �� 36，170円

ワ イ ド �� 4，330円 �� 8，370円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 67，960円 3 連 単 ��� 556，200円

票 数

単勝票数 計1027688 的中 � 17413（12番人気）
複勝票数 計1475948 的中 � 24908（12番人気）� 261547（2番人気）� 75811（8番人気）
枠連票数 計 541450 的中 （8－8） 3680（29番人気）
馬連票数 計2733422 的中 �� 14974（44番人気）
馬単票数 計 932298 的中 �� 1933（106番人気）
ワイド票数 計1850885 的中 �� 10939（47番人気）�� 5616（67番人気）�� 30082（17番人気）
3連複票数 計4478431 的中 ��� 4942（184番人気）
3連単票数 計4626110 的中 ��� 603（1239番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．5―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．5
3 15－7（6，13）（1，2，3，14，16）9（10，8）（5，12）4 4 15－6（1，7，13，14，16）（2，3）（9，4）（8，12）5，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アユツリオヤジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．9 函館8着

2014．3．19生 牡6栗 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 36戦5勝 賞金 72，906，000円
〔競走中止〕 キルロード号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ブレイブメジャー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14

番）
〔その他〕 ダイワメモリー号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し死亡。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 キラーコンテンツ号・グッドジュエリー号・シセイヒテン号・タイキサターン号・ニシノキントウン号・

ヒロイックアゲン号・フェルトベルク号・ブリッツアウェイ号・ラフィングマッチ号・レジーナドーロ号

17036 7月11日 小雨 稍重 （2福島2） 第3日 第12競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走16時30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
1：43．1
1：40．9

不良
重

814 シゲルタイタン 牡3鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476± 01：46．2 2．8�
712 バイシュラバナ 牡3栗 54 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468－ 41：46．94 5．6�
610 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 54 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 492＋141：47．11� 5．6�
58 ベルウッドヨウサン 	3鹿 54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 494＋ 81：47．2
 12．3�
47 エ ウ ロ パ 牝3栗 52

49 ▲小林 凌大 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 〃 ハナ 44．0�
815� ヒロノブシドウ 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 496－ 61：47．51
 18．8	
23 � プ ロ ー ス 牡4栗 57 吉田 豊髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 496－ 41：47．6� 20．3

22 ファイナルマズル 牡4鹿 57

55 ◇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 464－ 81：47．7� 7．4�

611 ラブエスポー 牝3鹿 52
49 ▲小林 脩斗増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 452－ 41：48．12 107．1�

59 ビービーデフィ 	5黒鹿57 西田雄一郎坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 492－ 61：48．52� 59．2�
34 ロダルキラー 牡4栗 57 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 B516－ 2 〃 クビ 12．7�
35 � ア イ ル ビ ー 牡3鹿 54 木幡 初也東海林貴大氏 武市 康男 浦河 大北牧場 460－111：49．77 156．8�
46 キングキャラット 牡4栗 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 504－201：50．23 91．2�
713 イ ン プ ル ソ 牡3鹿 54 原田 和真 コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 480± 01：50．3
 25．2�
11 ドンヒューズ 牡4栗 57

55 △菅原 明良山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 536＋181：50．93� 23．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 95，057，200円 複勝： 122，312，700円 枠連： 33，921，200円
馬連： 178，308，700円 馬単： 75，811，500円 ワイド： 152，218，600円
3連複： 270，894，900円 3連単： 318，074，600円 計： 1，246，599，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 200円 � 200円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 390円 �� 410円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 950572 的中 � 268346（1番人気）
複勝票数 計1223127 的中 � 279416（1番人気）� 144684（3番人気）� 137084（4番人気）
枠連票数 計 339212 的中 （7－8） 52800（1番人気）
馬連票数 計1783087 的中 �� 151773（2番人気）
馬単票数 計 758115 的中 �� 39331（2番人気）
ワイド票数 計1522186 的中 �� 102243（2番人気）�� 97736（3番人気）�� 52672（6番人気）
3連複票数 計2708949 的中 ��� 96423（2番人気）
3連単票数 計3180746 的中 ��� 30582（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．4―43．2―56．1―1：08．4―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルタイタン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2019．6．22 阪神4着

2017．2．15生 牡3鹿 母 メリーウェザー 母母 パシフィックベル 10戦2勝 賞金 23，250，000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 ウインメテオーラ号・ブレイクザボーダー号

〔その他〕 ダイワメモリー号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症。なお，同馬は入線後に死亡。〔その他〕 ダイワメモリー号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症。なお，同馬は入線後に死亡。



（2福島2）第3日 7月11日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

187，300，000円
5，620，000円
22，190，000円
1，270，000円
20，740，000円
74，363，000円
4，895，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
672，991，900円
891，029，300円
226，868，300円
1，200，984，100円
492，040，400円
943，063，400円
1，784，379，500円
1，953，036，000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 8，164，392，900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3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。


