
１６０６１ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （芝・右）

未勝利；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

１：０８．８
１：０７．８

良

良

８１１ スガノメダリスト 牡２栗 ５４ 江田 照男菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 田上 稔 ４５８＋ ２１：０９．８ ３．９�

７９ ケージーカチボシ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 ５２６－ ４１：１０．５４ ４．４�
６７ ディアトウシロウ 牡２栃栗５４ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４３６± ０ 〃 ハナ ２１．５�
６６ エストシャイン 牝２青鹿５４ 村田 一誠橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４５６－１０ 〃 ハナ ３．９�
４４ トゥールザンレール 牝２栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 浦河 富菜牧場 ４３０－ ４１：１０．７１� １５４．９�
５５ アーバンテースト 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 日高 田辺 静一 ４４６＋ ６１：１０．８� ３．３�
３３ エレガントステージ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 	グリーンファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４１６－ ６ 〃 クビ ９．３

７８ ドゥミポワント 牝２栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４４８－ ６１：１１．５４ ２４０．３�
２２ バットマンデガジェ 牡２栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�ミルファーム 菊川 正達 浦河 中馬 賢治 ４３２＋ ２１：１１．８１� １３９．６�
１１ タカラクエスト 牡２鹿 ５４ 中舘 英二村山 義男氏 田村 康仁 新ひだか 矢野牧場 ４９２－ ２１：１２．４３� ３１．１
８１０ ケージーハマナス 牝２黒鹿５４ 田中 勝春川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 ４４２－ ４１：１３．４６ １３４．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，９７１，１００円 複勝： ２８，１５０，６００円 枠連： １５，４６３，８００円

普通馬連： ６７，６１２，８００円 馬単： ７４，５２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０３１，２００円

３連複： ９８，４５７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，２０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ４７０円 枠 連（７－８） ７６０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，１７０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ５，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９７１１ 的中 � ４１０９９（２番人気）
複勝票数 計 ２８１５０６ 的中 � ４５８０５（４番人気）� ５３４１２（３番人気）� １１９９４（６番人気）
枠連票数 計 １５４６３８ 的中 （７－８） １５０９３（５番人気）
普通馬連票数 計 ６７６１２８ 的中 �� ５０１３１（６番人気）
馬単票数 計 ７４５２１５ 的中 �� ２６４９２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０３１２ 的中 �� １３０４６（６番人気）�� ３８３０（１４番人気）�� ４２９１（１２番人気）
３連複票数 計 ９８４５７９ 的中 ��� １３３０５（２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１１．３―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．６―４５．９―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スガノメダリスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Gone West デビュー ２００８．６．２１ 福島４着

２００６．３．８生 牡２栗 母 プレイリースカイ 母母 Midsummer Magic ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケージーハマナス号は，平成２０年８月６日まで平地競走に出走できない。



１６０６２ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第２競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・右）

未勝利；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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

４７ � ディアディライト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝寺田千代乃氏 加藤 征弘 英 Rockwell
Bloodstock ４６８－ ８１：０８．５ ２．１�

７１４� サンターナズギフト 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita B４５６＋ ８１：０８．６� ６．３�

３５ ファジーネーブル 牝３栗 ５４ 高山 太郎平本 敏夫氏 小西 一男 静内 荒木 克己 ４３８－１０１：０９．０２� １９８．９�
３６ � ツクバグランディ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸荻原 昭二氏 松山 康久 米

John Mulholland
& Martha Jane
Mulholland

４８６＋ ２１：０９．２１� ３．４�
５９ デルマアンタレス 牡３鹿 ５６ 石神 深一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４８０－ ２１：０９．６２� １４２．２�
６１２� ホットスウェル 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Donald and R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

B４７６－ ６ 〃 アタマ １１．１�
４８ マキシムヒシャカク 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 門別 中川牧場 ４５４＋ ６１：０９．９１� ７．３�
６１１ ジェネスサンライズ 牝３青 ５４

５１ ▲伊藤 工真山口 真吾氏 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４０４± ０１：１０．２２ ２２９．９	
２４ ステラカデンテ 	３栗 ５６ 二本柳 壮 
社台レースホース後藤 由之 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６ ―１：１０．３� ２４．４�
１１ � マルタカチェリー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史高橋 義和氏 浅野洋一郎 米 Winches-

ter Farm ４６４－ ６１：１０．６２ １１３．０�
７１３ ワンダーバイオー 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人山本 信行氏 領家 政蔵 三石 フクダファーム ４５４－ ６１：１１．２３� ２４０．４
８１５ クリーンドンダケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎石橋 和夫氏 蛯名 信広 新冠 辻 和明 ４５６－ ４１：１１．３� ３０７．２�
２３ オンワードシュネル 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ５１０＋１６ 〃 アタマ ３９５．６�
１２ プライスレスブルー 牡３黒鹿５６ 酒井 忍 �ブルーマネジメント武市 康男 新冠 有限会社

ケンブリッジ ５１４－ ４１：１１．４� １２２．６�
（川崎）

８１６ ヤギリペガサス 	３芦 ５６ 田辺 裕信内田ヤエ子氏 上原 博之 三石（有）下河辺トレー
ニングセンター ４２４＋ ６１：１１．８２� ４５５．２�

５１０ プルームリジェール 牝３鹿 ５４ 真島 大輔 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４５０－１２１：１３．１８ ２４２．３�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３９０，５００円 複勝： ２７，８２３，６００円 枠連： １９，３６８，９００円

普通馬連： ７７，１３９，４００円 馬単： ７９，３２０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１４２，２００円

３連複： １０７，９７３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３５８，１５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２，０２０円 枠 連（４－７） ５３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ４，０８０円 �� ７，１２０円

３ 連 複 ��� ２５，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３９０５ 的中 � ９０７２３（１番人気）
複勝票数 計 ２７８２３６ 的中 � ７５６６３（１番人気）� ４１９１７（３番人気）� ２２４２（１０番人気）
枠連票数 計 １９３６８９ 的中 （４－７） ２７０００（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７１３９４ 的中 �� ７８２４６（２番人気）
馬単票数 計 ７９３２０６ 的中 �� ５４４０８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１４２２ 的中 �� ２００８２（２番人気）�� １２８７（２７番人気）�� ７３１（４２番人気）
３連複票数 計１０７９７３６ 的中 ��� ３１８６（５１番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．７―１１．１―１２．２―１２．３―１２．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．２―３１．３―４３．５―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ディアディライト �
�
父 Green Desert �

�
母父 Miswaki デビュー ２００８．２．９ 東京４着

２００５．４．１２生 牡３鹿 母 Sabria 母母 Flood ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 ファジーネーブル号の騎手大庭和弥は，第５日第５競走での落馬負傷のため高山太郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プルームリジェール号は，平成２０年８月６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。



１６０６３ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

未勝利；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

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

４６ マイネルスカイハイ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 B４８６± ０１：４７．３ １６．０�

５８ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ３．５�
８１４ ウィザードブラスト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 上原 博之 門別 日高大洋牧場 ４９２＋ ６１：４７．４クビ ２．３�
６１０ フ ジ ベ ガ 牡３黒鹿５６ 小島 太一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５０＋ ２１：４７．７１� ４６．８�
８１５ テキサスホールデム 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 川島 貞二 ４９２－ ６１：４８．０１� ５９．５�
２３ ヤワタサンデー 牡３栗 ５６ 安藤 光彰平岩 健一氏 菊川 正達 門別 木村牧場 ４９４－ ２１：４８．５３ １２．０�
１１ コスモプレッジ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 浦河 宮村牧場 ４８０－１０１：４９．１３� １８．６

５９ コスモザグレート 牡３栗 ５６ 池田 鉄平 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 塚尾牧場 B４４８＋ ４１：４９．２� ３９．９�
７１３ クリノラブタイプ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 越湖ファーム ４７２± ０１：４９．４１� １３８．７�
３４ グレイシャーピーク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎 	サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５２２－１２１：４９．５クビ ３１．５
６１１ ラッシュインレース 牡３鹿 ５６ 村田 一誠関根 宏一氏 土田 稔 大樹 柏台牧場 ５１２ ―１：４９．７１� ２６．０�
７１２ キシリトール 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康三宅 勝俊氏 秋山 雅一 浦河 渡辺牧場 ４７２＋１０１：５０．３３� １０１．６�
２２ ワイルドスピリット 牡３黒鹿５６ 和田 竜二芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド ４４８－ ４１：５０．４� １３７．４�
４７ カシマレジェンド 牡３鹿 ５６ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５１４－ ２１：５０．８２� ２７０．２�
３５ アマデウスシチー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 小西 一男 門別 幾千世牧場 ５５０ ―１：５２．０７ ６．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，８８２，３００円 複勝： ２８，７０５，６００円 枠連： ２１，６８７，４００円

普通馬連： ８０，０７７，３００円 馬単： ７２，８０８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２２８，６００円

３連複： １１１，９５４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，３４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（４－５） １，６３０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ５，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ５７０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８８２３ 的中 � ９８３５（５番人気）
複勝票数 計 ２８７０５６ 的中 � ２１０５４（５番人気）� ６８７２７（２番人気）� ７８２７０（１番人気）
枠連票数 計 ２１６８７４ 的中 （４－５） ９８４０（８番人気）
普通馬連票数 計 ８００７７３ 的中 �� ２７１７９（８番人気）
馬単票数 計 ７２８０８７ 的中 �� ９１３０（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２２８６ 的中 �� ９５３９（７番人気）�� ９５６６（５番人気）�� ４０８０６（１番人気）
３連複票数 計１１１９５４３ 的中 ��� ６１５１６（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―２９．７―４２．７―５５．９―１：０８．８―１：２１．３―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．５
１
３
６，９，１４（１，８，１０）１２（２，３）－５（７，１１）－１５（４，１３）
６（９，１４）（８，１５）（１，３，１０）（２，５，１１）４，１２，１３，７

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

勝馬の
紹 介

マイネルスカイハイ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 イブキマイカグラ デビュー ２００７．１０．７ 京都９着

２００５．４．４生 牡３鹿 母 ライジングハイ 母母 シ ー ９戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔騎手変更〕 クリノラブタイプ号の騎手大庭和弥は，第５日第５競走での落馬負傷のため武士沢友治に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スーパーワンダー号



１６０６４ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （芝・右）

牝，未勝利；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

６１２ リルティングソング 牝３栗 ５４ 穂苅 寿彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４５０＋１８１：０９．６ ５．０�

４７ キタノオーロラ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６０± ０１：０９．８１� ３．５�
６１１ ア ル モ ニ ー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝藤田 孟司氏 松永 幹夫 新冠 森 牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ５．９�
２４ シャンパンフルート 牝３芦 ５４ 中舘 英二�下河辺牧場 藤沢 則雄 門別 下河辺牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ １４．５�
８１５ レオパンドラ 牝３栗 ５４ 江田 照男�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４６２＋ ２１：１０．１１� １４．４�
７１４ ドレストウショウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人トウショウ産業� 杉浦 宏昭 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４４６＋ ６ 〃 クビ ４９．８	

３６ リアルメンテ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B４８４ ― 〃 ハナ １１．８

５９ ウインプラチナム 牝３青 ５４ 横山 典弘�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６２＋１８１：１０．２クビ ３．６�
５１０ ホクレアビーチ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治萱場 博史氏 的場 均 静内 岡田牧場 ４６２＋１２１：１０．５１� １２４．９�
８１６ エイブルマリヒサ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人中澤 隆氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４７６ ― 〃 ハナ ５６．７
４８ ヤマショウボストン 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康菅原 秀仁氏 大和田 稔 静内 矢野牧場 ４５２＋１２１：１０．６クビ ２０９．２�
３５ オンニノアール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎畑佐 博氏 坂本 勝美 青森 塚尾 勝安 ４５６± ０１：１０．７� ８８．９�
１１ ラブリースキャット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４５４＋１０１：１１．１２� ２１５．６�
１２ ホリノティアラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人堀川 義雄氏 菅原 泰夫 静内 光丘牧場 ４６２＋ ４１：１１．２クビ ６６．７�
２３ フジスイート 牝３鹿 ５４ 小島 太一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４３０＋ ６１：１１．６２� １５１．２�
７１３ パ ロ ー レ 牝３青鹿５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 清水 英克 門別 中前 義隆 ４０６± ０１：１３．０９ ８０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６３，１００円 複勝： ２９，２００，７００円 枠連： ２２，９８９，１００円

普通馬連： ７９，３４４，５００円 馬単： ７４，０６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０４７，０００円

３連複： １０９，４１５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，４２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－６） ４００円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ５５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３６３１ 的中 � ３３７９６（３番人気）
複勝票数 計 ２９２００７ 的中 � ４７７１７（２番人気）� ７１７８２（１番人気）� ４００９９（４番人気）
枠連票数 計 ２２９８９１ 的中 （４－６） ４２４６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９３４４５ 的中 �� ７７１４２（２番人気）
馬単票数 計 ７４０６１３ 的中 �� ２８７１８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０４７０ 的中 �� ２２６４８（１番人気）�� ９９９６（６番人気）�� １６３０９（３番人気）
３連複票数 計１０９４１５０ 的中 ��� ５３６７９（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１１．５―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．０―４５．５―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．６
３ ・（２，１４）１５（４，５，１３）（１２，１６）（１，８，９）（７，１１）１０，６，３ ４ ・（２，１４）（４，１５）（５，１２）（１，７，１３，１６）（８，１１）９（６，１０）３

勝馬の
紹 介

リルティングソング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００８．１．１２ 中山１４着

２００５．２．２生 牝３栗 母 エ ッ コ 母母 サクラユタカヒメ ７戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 ドレストウショウ号の騎手黛弘人は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パローレ号は，平成２０年８月６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 ヒロコ号



１６０６５ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０分 （芝・右）

未勝利；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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

７９ トモロザベスト 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０６－ ４２：０２．４ １．８�

６６ � ウルトラペガサス 牝３栗 ５４ 石橋 脩青山 洋一氏 奥平 雅士 米 Shadai Farm ４５０＋ ４２：０２．６１� １４．０�
５５ サクセスアーチ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４ 〃 ハナ ２．６�
６７ エムオーワンダー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一大浅 貢氏 清水 英克 鵡川 樫村牧場 B４４６＋ ２２：０３．２３� １０．５�
８１０� ディアギレフ 牡３鹿 ５６ 酒井 忍前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 Gerald

Martin ４８４－ ２２：０３．３� ６１．９�
（川崎）

２２ ダイワチェイサー 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 門別 出口牧場 B４９２＋ ２２：０３．６２ ３８．７�
３３ マルタカスカイ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信高橋 義和氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５０± ０２：０３．７� ３２．９�
８１１ ダ ヒ ル サ ヨ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠渡邉 満男氏 田子 冬樹 静内 山岸 康 B４６６＋ ４ 〃 アタマ １６３．４	
１１ マ ス ヒ ミ コ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀上田 忠男氏 畠山 重則 穂別 小林 孝幸 ４１０－１０２：０３．８� １７５．３

４４ コウヨウクリスタル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ２５．７�
７８ エヌティースター 牡３栗 ５６ 和田 竜二鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 ４６４－ ８ 〃 ハナ ４１．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，５２５，５００円 複勝： ２８，０１１，０００円 枠連： １９，０４０，６００円

普通馬連： ７３，０８１，７００円 馬単： ９０，９４６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７０５，３００円

３連複： １１６，２６８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，５７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（６－７） ４６０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １３０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５２５５ 的中 � ９０３１２（１番人気）
複勝票数 計 ２８０１１０ 的中 � １３５６６０（１番人気）� １５１２８（４番人気）� ６５２７５（２番人気）
枠連票数 計 １９０４０６ 的中 （６－７） ３０７４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ７３０８１７ 的中 �� ４１３３４（３番人気）
馬単票数 計 ９０９４６３ 的中 �� ４１８０７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７０５３ 的中 �� １１３７７（４番人気）�� ５８７９０（１番人気）�� ８７３０（５番人気）
３連複票数 計１１６２６８２ 的中 ��� １２０３０７（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．０―１２．６―１３．２―１２．９―１２．３―１１．９―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．７―３５．７―４８．３―１：０１．５―１：１４．４―１：２６．７―１：３８．６―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
１
３
６，８，５，１０，９（４，１１）（３，７）２，１・（６，８）（１０，９）（５，７，１１）（２，１）４，３

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

勝馬の
紹 介

トモロザベスト 
�
父 マーベラスサンデー 

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００８．６．１ 東京３着

２００５．２．１８生 牡３黒鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ ３戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔騎手変更〕 マルタカスカイ号の騎手大庭和弥は，第５日第５競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※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。



１６０６６ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時００分 （芝・右）

新馬；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

１：５０．２
１：４６．７

良

良

７１４ ナンヨーエンゼル 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 静内 佐竹 学 ４５０ ―１：５２．６ １９．１�

８１５ ス ペ ッ ク 牡２鹿 ５４ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６０ ―１：５２．９１� ３０．２�
６１２ サトノロマネ 牡２鹿 ５４ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４６４ ―１：５３．１１� ６．５�
６１１ フルオブワンダー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義坂田 行夫氏 鹿戸 雄一 浦河 大野牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ３．９�
５１０ ポレンティーナ 牝２鹿 ５４ 酒井 忍後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４４０ ―１：５３．４２ ７９．３�
（川崎）

１２ アドバンスウェイ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０６ ―１：５３．５� ８．９�
１１ ツーデイズノーチス 牝２黒鹿５４ 内田 博幸諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４８６ ―１：５３．７１� ３．２�
３６ コスモゲータイト 牝２鹿 ５４ 真島 大輔 	ビッグレッドファーム 高木 登 日高 モリナガファーム ４２２ ― 〃 アタマ ９３．９


（大井）

３５ ドリームルシード 牡２鹿 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 武市 康男 門別 竹島 幸治 ４４２ ―１：５３．８� １５．４�
２３ リアルストロンガー 牡２鹿 ５４ 加藤士津八桐谷 茂氏 加藤 和宏 浦河 福田牧場 ４７０ ― 〃 クビ ７４．０
４７ マ イ ヨ ー ル 牡２芦 ５４ 和田 竜二岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４７０ ―１：５３．９クビ ２２．９�
５９ ドリームハッチ 牡２黒鹿５４ 鷹野 宏史田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５４ ― 〃 クビ ２４．８�
７１３ シャルトルブルー 牝２鹿 ５４

５３ ☆田中 博康 	キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４０８ ―１：５４．２１� ４６．９�
４８ フォージドスチール 牡２黒鹿５４ 高山 太郎	三登 佐藤 全弘 浦河 宮内牧場 ５０２ ― 〃 クビ ７４．３�
８１６ ケイアイマーズ 牡２鹿 ５４ 中舘 英二亀田 守弘氏 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４４４ ―１：５４．８３� １０．５�
２４ エーシンサラマンダ 牡２栗 ５４ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 青森 青南ムラカミ

ファーム ５１６ ―１：５５．２２� ４５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３６９，１００円 複勝： ２８，５６４，３００円 枠連： ３３，７５４，０００円

普通馬連： ９４，９３７，２００円 馬単： ７９，３２１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１９０，６００円

３連複： １２２，８３３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４０８，９７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ５１０円 � ６８０円 � ２５０円 枠 連（７－８） ３，０１０円

普通馬連 �� １４，５４０円 馬 単 �� ３１，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０７０円 �� １，３１０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� ２９，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５３６９１ 的中 � １０５０７（７番人気）
複勝票数 計 ２８５６４３ 的中 � １４０２８（６番人気）� １００２９（１０番人気）� ３４９８８（３番人気）
枠連票数 計 ３３７５４０ 的中 （７－８） ８２９０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９４９３７２ 的中 �� ４８２１（４８番人気）
馬単票数 計 ７９３２１９ 的中 �� １８５０（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１９０６ 的中 �� １４３９（４９番人気）�� ４６５２（１２番人気）�� ２３６５（３１番人気）
３連複票数 計１２２８３３１ 的中 ��� ３０５７（９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３７．８―５１．５―１：０５．１―１：１７．７―１：２９．４―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９
１
３
１１，１４（３，１２）（１，５，１５）１６－（２，９）８，７（６，１０，１３）－４・（１１，１４）（１２，１５）１６（３，１，５，９）２，７（８，６，１０）１３－４

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーエンゼル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ティッカネン 初出走

２００６．２．２３生 牝２鹿 母 ナンヨーノアナタ 母母 ベ イ サ ス 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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジョウショーハルカ号
※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。



１６０６７ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （ダート・右）

未勝利；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

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

２２ スガノゴールド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４４６－ ４１：４７．１ ３．６�

１１ リモーネシチー 牡３芦 ５６
５３ ▲宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 浦河 アイオイファーム ４５６－ ２１：４７．２� ８．１�

５９ ミンナデワンダー �３栗 ５６ 内田 博幸櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４６０＋ ２１：４７．５１� ２．４�
３５ サブマリンスカウト 牝３栗 ５４ 武士沢友治坂田 行夫氏 中野渡清一 静内 藤本牧場 ４７２－ ４１：４７．８２ １５０．８�
５８ ナンヨーザベース 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４８０＋１０ 〃 クビ ６．２�
６１１ イマジンノココロヲ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４８２－ ２１：４８．０� １５．８�
２３ カイシュウハトバ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 静内 見上牧場 ５２２＋１２ 〃 クビ ６８．２	
７１２ サウンドディライト 牡３栗 ５６ 田中 勝春増田 雄一氏 加藤 和宏 浦河 鮫川フアーム ４９４ ―１：４８．５３ ２８．６

６１０ ダンシングゴールド 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 B５１８＋１４１：４８．６クビ ３４．０
８１５ イモータライズ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４５６＋１８１：４８．８１� ３０４．２�
７１３ ダイワマーシャル 牡３青鹿５６ 真島 大輔大城 敬三氏 上原 博之 三石 田上 稔 ５０２＋ ２１：４８．９クビ １０１．０�

（大井）

８１４ アーチストダンス 牝３栗 ５４ 津村 明秀中村 昭博氏 堀井 雅広 新冠 ノーザンファーム ４８０－ ２１：４９．２１� ５６．６�
３４ キューボート 牡３芦 ５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４７４＋１６ 〃 クビ １２．０�
４６ ヨイチキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４８８－ ８１：５１．０大差 １３８．２�
４７ ショウファイト 牡３芦 ５６

５５ ☆田中 博康山内 広氏 清水 美波 浦河 鈴木 武蔵 ５７０ ―１：５７．８大差 ２１６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，０７９，８００円 複勝： ３０，１７６，２００円 枠連： ２５，５２４，２００円

普通馬連： ９０，４７４，１００円 馬単： ８４，０１５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３３７，３００円

３連複： １１９，４６４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３９７，０７０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（１－２） １，０４０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２０７９８ 的中 � ４８８４２（２番人気）
複勝票数 計 ３０１７６２ 的中 � ５４０４３（２番人気）� ３３４２４（３番人気）� ９１９１６（１番人気）
枠連票数 計 ２５５２４２ 的中 （１－２） １８１２４（５番人気）
普通馬連票数 計 ９０４７４１ 的中 �� ５３７９８（５番人気）
馬単票数 計 ８４０１５２ 的中 �� ２６００６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３３７３ 的中 �� １５１８６（４番人気）�� ３１７２６（１番人気）�� ２０３３５（２番人気）
３連複票数 計１１９４６４０ 的中 ��� １０８２２１（１番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１２．０―１２．９―１３．０―１２．２―１２．３―１２．８―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．４―３０．４―４３．３―５６．３―１：０８．５―１：２０．８―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．６
１
３
１，３，９（２，５）８（４，６，１２）１５，１０，１４，１３－１１＝７
１（３，９）（２，５，８）－１０（１４，４）１２，６，１５，１３，１１＝７

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

スガノゴールド �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００７．７．８ 福島１５着

２００５．２．１６生 牡３鹿 母 チアリーダー 母母 ハミングダンサー １７戦１勝 賞金 １５，４００，０００円
〔騎手変更〕 ショウファイト号の騎手大庭和弥は，第５日第５競走での落馬負傷のため田中博康に変更。
〔その他〕 ショウファイト号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 イクセルカントリー号
※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。



１６０６８ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１２ スーパープライド 牡３栗 ５４ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８６＋ ４１：４６．６ ６．４�

１２ トーセントゥルー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４７２± ０１：４６．７� １．８�
８１５ イケトップガン 牡４栗 ５７ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４５４＋ ６１：４７．２３ ４．５�
２４ タニオブゴールド 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７０＋ ２１：４７．５２ １７．７�
５９ ウォーボネット 牡３鹿 ５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：４８．０３ １９．６�
８１６� コスミックブライト 牡６栗 ５７ 武 幸四郎細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ４５２＋１２１：４８．１� １００．７�
７１３ ゲイルカフェ 牡３栗 ５４ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４３２＋ ４１：４８．３１� ２７．２	
７１４ トーホウカイザー 牡３黒鹿５４ 柴山 雄一東豊物産
 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４８８＋１８ 〃 ハナ １９．９�
４８ � ヒドゥンアジェンダ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：４８．６１� １０６．４�
３５ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 蛯名 正義下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ １３．３
５１０ ムーヴスター 牡５青鹿５７ 田中 剛
テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６４－１０１：４９．１３ ２１５．５�
６１１ ストロングジョイス 牝３鹿 ５２ 中舘 英二村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４１２－ ８１：４９．２� １６６．６�
３６ コスモクルトゥーラ 牡３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 早来 吉田牧場 ４５２＋ ３１：４９．７３ １２４．９�
１１ パワフルリーフ 牝４青鹿５５ 安藤 光彰 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４７８＋ ２１：４９．８� ２９０．５�
２３ ヒシプレミア 牡４鹿 ５７ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ５０８－ ４１：４９．９� ９６．４�
４７ � エスデイブレイク 牡４鹿 ５７ 高山 太郎斉藤 猛氏 本郷 一彦 門別 中川 浩典 ４４２＋ ９１：５０．８５ ３９７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９７６，２００円 複勝： ４１，４１６，５００円 枠連： ２８，８８４，９００円

普通馬連： １２８，５８５，１００円 馬単： １１９，１６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９９３，８００円

３連複： １６３，３６２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５４２，３８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－６） ６３０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８９７６２ 的中 � ３５６７９（３番人気）
複勝票数 計 ４１４１６５ 的中 � ５３３１０（３番人気）� １５５９２４（１番人気）� ７２０７４（２番人気）
枠連票数 計 ２８８８４９ 的中 （１－６） ３４１７５（２番人気）
普通馬連票数 計１２８５８５１ 的中 �� １３９２５４（２番人気）
馬単票数 計１１９１６３０ 的中 �� ４７６９３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９９３８ 的中 �� ３４８３９（２番人気）�� １７９６７（４番人気）�� ４３５４９（１番人気）
３連複票数 計１６３３６２７ 的中 ��� １４５７８５（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．６―１２．０―１１．７―１１．６―１１．７―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．３―５９．０―１：１０．６―１：２２．３―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３６．０
１
３

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

２
４

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

スーパープライド �
�
父 ニホンピロニール �

�
母父 クリエイター デビュー ２００７．１１．１７ 福島６着

２００５．３．１８生 牡３栗 母 スズノパール 母母 ブルーベリーⅡ １２戦２勝 賞金 ２２，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスデイブレイク号は，平成２０年８月６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 カシノウェーブ号



１６０６９ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

あ お ば じ ょ う

青 葉 城 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４８ プレンティラヴ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋１０１：０８．９ ７．０�

４７ � ユーチャリス 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �グリーンファーム 藤岡 健一 米 Nobuo
Tsunoda ４９４＋ ４１：０９．０� ２．５�

８１５� デスコベルタ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸前田 幸治氏 和田 正道 米
Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４８４＋ ６１：０９．１� ６．７�
８１６ ウインミッション 牡５栗 ５７ 石橋 脩�ウイン 堀 宣行 新冠 ハクツ牧場 B４４２＋１０１：０９．２	 １８０．５�
５１０ グレースエポナ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５１６－ ８１：０９．３クビ ４．５�
３６ 
 カシノテンカ 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 武田 修一 B４６２－ ２１：０９．５１ ５８．５�
７１３
 ネイチャーグロウ 牡３青鹿５４ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４６８＋ ４ 〃 クビ ９．１	
２３ � マルターズクラシカ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Summer

Wind Farm ４８０＋ ８１：０９．７１� ４６．４

２４ � カンタベリーラヴ 牝３青鹿５２ 酒井 忍峰 哲馬氏 松浦 備 穂別 ヤマイチ牧場 ４２６－ ６１：０９．８� １０１．５�

（大井） （川崎）

６１２ ヨイチトレジャー 牝５鹿 ５５ 武士沢友治加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４４８＋ ４ 〃 アタマ ２００．７�
７１４
 スズシルクロード 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４－１３１：０９．９� １６３．５
３５ 
 モエレフェミニン 牝３黒鹿５２ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 三石 前田 宗将 ４５４－ ６１：１０．２１� １２３．４�
５９ � プリンセスデザイア 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎広尾レース� 角居 勝彦 愛 Rockhart

Trading Ltd ４２８－ ２ 〃 クビ ８２．７�
１１ � マイネルコルベット 牡３黒鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Ballymacoll
Stud Farm Ltd ４７２－ ２１：１０．３クビ １２．５�

１２ タニノバロン 牡５芦 ５７ 中舘 英二谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ５２８＋ ６１：１０．４	 ２０．１�
６１１� ブラウンアマゾン 牝３芦 ５２ 真島 大輔小島 學氏 阪本 一栄 新冠 田鎖牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ４９．２�

（大井） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７４１，０００円 複勝： ３６，９５０，３００円 枠連： ３５，４８６，０００円

普通馬連： １５５，３８８，４００円 馬単： ９８，５１９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６１０，８００円

３連複： １４１，１１９，３００円 ３連単： ３５４，６１４，９００円 計： ８８６，４３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � １８０円 枠 連（４－４） １，２００円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ７９０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� １８，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２８７４１０ 的中 � ３２５６０（４番人気）
複勝票数 計 ３６９５０３ 的中 � ４３２０８（４番人気）� ７５９８６（１番人気）� ５４２９４（３番人気）
枠連票数 計 ３５４８６０ 的中 （４－４） ２１９７０（５番人気）
普通馬連票数 計１５５３８８４ 的中 �� １０１４０６（３番人気）
馬単票数 計 ９８５１９６ 的中 �� ２４４７１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６１０８ 的中 �� １６０２３（５番人気）�� １０７４１（１１番人気）�� １８２７５（２番人気）
３連複票数 計１４１１１９３ 的中 ��� ３７２８９（７番人気）
３連単票数 計３５４６１４９ 的中 ��� １４０８６（４９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１０．８―１１．３―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３３．８―４５．１―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．１
３ ・（７，１５）２，８，１０，５（１，９）（３，４，１６）（６，１３）（１１，１２）－１４ ４ ７（１５，８）１０，２，５（３，９）（４，１３）（１，１１，１６，６）－１２，１４

勝馬の
紹 介

プレンティラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１．１４ 中山２着

２００４．４．１生 牝４鹿 母 プレンティブライト 母母 リンネスプレンテイ １１戦３勝 賞金 ３９，１６２，０００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 ゴールドネオ号・ジェヴォーナ号
（非抽選馬） ３頭 センザイイチグウ号・ヒシフラッシー号・レミーエンジェル号
※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。



１６０７０ ７月６日 晴 良 （２０福島２）第６日 第１０競走 ��
��１，７００�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

４７ ス ペ ラ ー レ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋ ４１：４５．７ ３．１�

５９ バンブーワールド 牡５鹿 ５７ 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５４２＋１０１：４５．９１� ４３．９�
１１ シャドウストライプ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５４２＋１６１：４６．０� ４．１�
７１２ パープルストック 牝４栗 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：４６．２１� ２０．２�
３４ シ ュ リ ク ン 牡３黒鹿５４ 横山 典弘星野 壽市氏 高松 邦男 静内 落合 一巳 ４８６± ０ 〃 ハナ ５．７�
２３ トップオブザロック 牡４黒鹿５７ 中舘 英二山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５２４＋ ２１：４６．３クビ ５．４�
４６ � リックチョモランマ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ５０４－ ４１：４６．４	 ３２．６	
５８ ケイアイスイジン 牡３栗 ５４ 石橋 脩亀田 守弘氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７０＋１０ 〃 ハナ １２．４

３５ ペ イ デ イ 
６栗 ５７ 江田 照男齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：４６．５� ２５．９�
８１４ ケージームサシ 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４７８＋１０１：４６．６� １１．４�
２２ ナスケンウインド 牡６栗 ５７ 伊藤 工真那須 猛氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ５００＋ ８１：４６．７	 ２２３．９
７１３ ローランウェルズ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 B４８４－ ６ 〃 アタマ １６８．３�
６１１ ヤマニンパルファン 牝６黒鹿５５ 田辺 裕信土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ２１：４６．９１ ２２４．７�
８１５ ジャスミンフレイズ 牝５鹿 ５５ 南田 雅昭内藤 好江氏 高木 登 青森 オオタ牧場 ４９６± ０１：４７．７５ ３５４．６�

（１４頭）
６１０ オーロブライト 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３７，９７２，３００円 複勝： ５３，０５０，１００円 枠連： ４０，１０６，７００円

普通馬連： ２００，５５２，１００円 馬単： １２４，９３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，０２５，７００円

３連複： １７９，４５８，８００円 ３連単： ４４２，２３０，０００円 計： １，１２２，３３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ６００円 � ２００円 枠 連（４－５） １，０１０円

普通馬連 �� ４，４４０円 馬 単 �� ７，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ４５０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� ８，９７０円 ３ 連 単 ��� ５３，５９０円

票 数

単勝票数 差引計 ３７９７２３（返還計 ８１） 的中 � ９９０２９（１番人気）
複勝票数 差引計 ５３０５０１（返還計 １９１） 的中 � １２７６１１（１番人気）� １６５４８（１０番人気）� ６９９５５（３番人気）
枠連票数 差引計 ４０１０６７（返還計 ０ ） 的中 （４－５） ２９３４４（４番人気）
普通馬連票数 差引計２００５５２１（返還計 ８１４） 的中 �� ３３３９６（２０番人気）
馬単票数 差引計１２４９３７０（返還計 ２８３） 的中 �� １３１１６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４４０２５７（返還計 ３４４） 的中 �� ７４３７（２２番人気）�� ２６３７８（２番人気）�� ３５７８（３９番人気）
３連複票数 差引計１７９４５８８（返還計 １９３１） 的中 ��� １４７７５（３５番人気）
３連単票数 差引計４４２２３００（返還計 ３１９３） 的中 ��� ６０９１（１９２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．７―４２．９―５６．０―１：０８．６―１：２１．２―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ペ ラ ー レ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Theatrical デビュー ２００５．１．１６ 京都３着

２００２．２．２６生 牡６鹿 母 クリスマスウィーク 母母 Anka Germania １５戦３勝 賞金 ５２，２２８，０００円
〔出走取消〕 オーロブライト号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アイアイスピーチ号・アリアドネズライン号・アワーオアシス号・シベリアンライオン号・スマートカイザー号・

タイセイガイア号・ダイワルビア号・デジデーリオ号・テンジンダイカグラ号・トーセンベルボーイ号・
ニッシンテースト号・ハイオン号・ハウンドコップ号・フローレストウブ号・ポーカーフェイス号・ロータスシチー号



１６０７１ ７月６日 雨 良 （２０福島２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第５７回ラジオNIKKEI賞（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳，１９．６．３０以降２０．６．２９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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

２４ レオマイスター 牡３栗 ５３ 内田 博幸�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４８２＋ ２１：４６．８ １８．２�

６１１ ノットアローン 牡３青 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４ 〃 クビ １０．０�

８１６ ダイバーシティ 牡３鹿 ５３ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５０－ ６ 〃 アタマ ３．１�
４７ スマートギア 牡３栗 ５３ 津村 明秀大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４４８＋ ２１：４６．９� ６．６�
８１５ ハンターキリシマ 牡３鹿 ５２ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４１８± ０１：４７．０� ７６．８�
７１４� キングオブカルト 牡３鹿 ５３ 中舘 英二�ダノックス 池江 泰寿 米 Watership

Down Stud ４５０＋ ４ 〃 アタマ ９．２	
３６ タケショウオージ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４５２＋ ２１：４７．１クビ ７．８

５１０ サブジェクト 牡３黒鹿５７ 石橋 脩 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ２１：４７．２� ２４．５�
６１２ プロヴィナージュ 牝３鹿 ５２ 田中 博康林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１０－ ８１：４７．３クビ ４１．９�
３５ スイートカルタゴ 牝３栗 ５０ 武士沢友治シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７６＋１４ 〃 クビ ４１．４
２３ ウイントリガー 牡３鹿 ５５ 小野 次郎�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４６４＋１０ 〃 ハナ ９２．０�
５９ アポロラムセス 牡３芦 ５３ 真島 大輔アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８８＋ ２１：４７．８３ ３９．０�

（大井）

１２ アロマキャンドル 牝３栗 ５４ 江田 照男 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８２＋１２１：４８．１１� ２１．０�
７１３ タマモスクワート 牡３鹿 ５２ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４７６＋ ４１：４８．２� １０４．５�
１１ モンテクリスエス 牡３鹿 ５５ 田中 勝春毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３０＋ ８ 〃 クビ ７．６�
４８ ルールプロスパー 牡３青鹿５４ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４６８± ０１：４９．２６ １６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２１，１０７，４００円 複勝： １４３，０８９，５００円 枠連： １５５，７３２，０００円

普通馬連： ８７３，０５３，６００円 馬単： ４７８，５３５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７１，９１６，６００円

３連複： ９３５，６１６，０００円 ３連単： ２，０６２，７３６，８００円 計： ４，９４１，７８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８２０円 複 勝 � ４２０円 � ３２０円 � １８０円 枠 連（２－６） ５，１７０円

普通馬連 �� ９，５８０円 馬 単 �� ２０，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８７０円 �� １，３２０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １６，６８０円 ３ 連 単 ��� １４３，２９０円

票 数

単勝票数 計１２１１０７４ 的中 � ５２６６８（８番人気）
複勝票数 計１４３０８９５ 的中 � ７８２７２（８番人気）� １１０２０８（６番人気）� ２６８３３５（１番人気）
枠連票数 計１５５７３２０ 的中 （２－６） ２２２６２（２６番人気）
普通馬連票数 計８７３０５３６ 的中 �� ６７３０６（４０番人気）
馬単票数 計４７８５３５４ 的中 �� １６８９８（８０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７１９１６６ 的中 �� １４３３７（４０番人気）�� ３２２０４（１５番人気）�� ４４５９４（７番人気）
３連複票数 計９３５６１６０ 的中 ��� ４１４０５（６１番人気）
３連単票数 計２０６２７３６８ 的中 ��� １０６２４（４９４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１２．６―１２．２―１１．７―１１．６―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．７―５９．９―１：１１．６―１：２３．２―１：３４．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レオマイスター �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００７．７．８ 福島１着

２００５．４．２８生 牡３栗 母 ローズレッド 母母 コニーストン １０戦３勝 賞金 ７４，０４４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 オリエンタルヨーク号・キョウエイストーム号・ニシノエモーション号・ホワイトピルグリム号・ポーラーライツ号・

ミッキーチアフル号・ロードニュースター号
※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。



１６０７２ ７月６日 曇 良 （２０福島２）第６日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１５ コスモチーキー 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム �田 研二 門別 古川 雅且 ４４０＋ ４１：０９．１ １２．６�

８１６ ディスパージョン 牝４鹿 ５５
５２ ▲宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ５．７�
６１１ メジロフォーナ 牝３栗 ５２

４９ ▲千葉 直人�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５００± ０１：０９．２クビ ６．６�
２３ ヤマニンプロローグ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５００－ ２１：０９．５２ ３３．６�
４８ ヘヴンリークルーズ 牝３黒鹿５２ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：０９．６クビ ５．３	
５９ ウエストライン 牝４青鹿５５ 勝浦 正樹水上ふじ子氏 嶋田 潤 静内 塚田 達明 ４４０＋ ６１：０９．７� ６１．９

７１３ ワンダーフルーツ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 和田 正道 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 アタマ ４．０�
３５ メジロアリス 牝３鹿 ５２ 岩部 純二�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４２６± ０１：０９．９１� １６．８�
７１４ アサクサヴェール 牝４鹿 ５５ 石橋 脩田原 慶子氏 松山 康久 三石 三石橋本牧場 ４６２＋ ４１：１０．１１� ２６．５
５１０ ファインビンテージ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム B４９８＋ ４１：１０．２クビ ６．６�
１２ スプリングピット 牝３青鹿５２ 和田 竜二加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 B４４２＋ ８１：１０．４１� ３８．０�
２４ � ヘイラホップ 牝４栗 ５５ 真島 大輔加藤 徹氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４５６－１９１：１０．６１� ８１．９�

（大井）

３６ ノボスイーツ 牝４芦 ５５ 横山 義行�LS.M 西塚 安夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０２－ ８１：１０．７� ４２．７�

６１２ ホットファッション 牝４鹿 ５５ 中舘 英二飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６８± ０１：１１．０２ ２６．０�
１１ � ワイルドオーキッド 牝５鹿 ５５

５４ ☆田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４７０－ ４１：１１．５３ ６１．２�

４７ � アイファーシルバー 牝４芦 ５５
５２ ▲黛 弘人中島 稔氏 境 征勝 新冠 川上 悦夫 ４８２＋２８１：１２．２４ ２１２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，７２２，９００円 複勝： ５３，９８３，３００円 枠連： ５１，１５２，２００円

普通馬連： １９８，１８０，５００円 馬単： １２２，３８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，３５３，２００円

３連複： ２０３，７２６，１００円 ３連単： ４６８，５６２，２００円 計： １，１８４，０６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３００円 � ２１０円 � ２６０円 枠 連（８－８） ３，３１０円

普通馬連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ７，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� １，６４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ８，７１０円 ３ 連 単 ��� ６２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３７７２２９ 的中 � ２３６２２（６番人気）
複勝票数 計 ５３９８３３ 的中 � ４４３６６（６番人気）� ７３１２２（２番人気）� ５４１１０（５番人気）
枠連票数 計 ５１１５２２ 的中 （８－８） １１４２５（１６番人気）
普通馬連票数 計１９８１８０５ 的中 �� ４５４６８（１３番人気）
馬単票数 計１２２３８８２ 的中 �� １２７６１（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８３５３２ 的中 �� １１３８７（１２番人気）�� ７０９５（１７番人気）�� １４０３３（８番人気）
３連複票数 計２０３７２６１ 的中 ��� １７２６８（２２番人気）
３連単票数 計４６８５６２２ 的中 ��� ５４９７（１７７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．０―１１．６―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．８―４５．４―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモチーキー �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 アレミロード デビュー ２００６．１０．７ 東京１着

２００４．３．２５生 牝４鹿 母 ホウヨウマリン 母母 ベジンスキー １０戦２勝 賞金 ２１，５４０，０００円
〔その他〕 アイファーシルバー号は，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。
※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 トーホウグリーン号
※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。



（２０福島２）第６日 ７月６日（日曜日） 晴後雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２３，０１０，０００円
１５，５５０，０００円
１，９９０，０００円
２４，０４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，８１７，０００円
４，９００，０００円
１，７９７，８００円

勝馬投票券売得金
４０７，１０１，２００円
５２９，１２１，７００円
４６９，１８９，８００円
２，１１８，４２６，７００円
１，４９８，５３８，７００円
４９３，５８２，３００円
２，４０９，６４９，０００円
３，３２８，１４３，９００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 １１，２５３，７５３，３００円

総入場人員 １５，６１９名 （有料入場人員 １３，３６７名）




