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１７０７３ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１０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

５９．１
５７．７

良

重

７９ ゴーインググレート 牡２栗 ５４ 柴田 善臣田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４８＋ ２１：００．２ ６．６�

８１１ グランデタマ 牝２芦 ５４ 横山 典弘 �グランデオーナーズ 和田 正道 新ひだか 坂本 春雄 ４３８± ０１：００．４１� １．５�
３３ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３２± ０１：０１．１４ ４５．８�
５５ バーチャルツアー 牡２栗 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７８± ０１：０１．５２� ２４．２�
２２ ブラザーウインド 牡２栗 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４７２－ ４１：０１．６� １４．２�
８１２ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４２８＋１２１：０１．７� ４．５	
１１ ウチケンジェーニオ 牡２栗 ５４ 江田 照男内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４２２－ ２１：０１．９１� ４４．５

７１０ エスペランサ 牡２栃栗５４ 北村 宏司山本 武司氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 ４２８－１０１：０２．０� ３２．０�
６８ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２４－ ６１：０２．２１� ２７３．６�
６７ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４７０－ ６１：０２．４１ ２４２．１
４４ プリティーキャロル 牝２芦 ５４ 田中 勝春伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム ４５０± ０１：０３．１４ ７４．７�
５６ メ テ オ ラ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４０＋ ４１：０３．６３ １４９．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，５０６，６００円 複勝： ５３，３９５，８００円 枠連： １２，４３０，８００円

馬連： ３７，６３２，２００円 馬単： ３３，４３２，６００円 ワイド： １９，１７３，０００円

３連複： ５０，４９０，９００円 ３連単： １０８，４９４，５００円 計： ３３４，５５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ５４０円 枠 連（７－８） ３１０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，９４０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� １８，６９０円

票 数

単勝票数 計 １９５０６６ 的中 � ２３３９１（３番人気）
複勝票数 計 ５３３９５８ 的中 � ３９６２０（３番人気）� ３５５８０３（１番人気）� ８７７０（７番人気）
枠連票数 計 １２４３０８ 的中 （７－８） ２９６９５（２番人気）
馬連票数 計 ３７６３２２ 的中 �� ５２６７２（２番人気）
馬単票数 計 ３３４３２６ 的中 �� １７９９３（５番人気）
ワイド票数 計 １９１７３０ 的中 �� ２３００６（２番人気）�� ２１３５（１９番人気）�� ５３０４（９番人気）
３連複票数 計 ５０４９０９ 的中 ��� ９４５１（１３番人気）
３連単票数 計１０８４９４５ 的中 ��� ４２８５（５３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１２．２―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．１―３５．３―４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３７．１
３ １１，９（３，５，１２）－（２，６，７）１０（４，１，８） ４ １１（９，１２）３，５（２，６，７，１０）（１，８）－４

勝馬の
紹 介

ゴーインググレート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．６．３ 阪神５着

２０１０．５．７生 牡２栗 母 クインネージュ 母母 クールネージュ ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

１７０７４ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第２競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３６ ディオベルタ 牝３栃栗５４ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３８－ ８２：０６．１ ５．８�

８１６ マイネカメリア 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４０６－ ２２：０６．３１� １８．０�

７１３ コスモバルバラ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０ 〃 クビ ６．０�
１１ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３２＋ ６２：０６．６１� １３．８�
５１０ メイクイーン 牝３鹿 ５４ 江田 照男伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４５８± ０２：０６．８１� １０．６�
１２ リアルファッション 牝３芦 ５４ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４５４－２２ 〃 ハナ ６３．３	
３５ クッキーチャン 牝３青 ５４ 内田 博幸ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７６－ ２２：０６．９� ５．６

７１４ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４８０＋ ６２：０７．８５ １０．３�
２３ ケイジーヒロイン 牝３黒鹿５４ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 ４４４－ ６２：０８．５４ ２５６．９�
６１２ コウヨウラブ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４５６＋１２２：０８．８２ ８．６
４７ フクノゴウヒメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次福島 実氏 嶋田 功 日高 中川牧場 ４２６－ ４２：０８．９クビ ４２７．２�
５９ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４８２＋ ６２：０９．３２� １２６．８�
４８ グッドピュアレディ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣福本 次雄氏 佐藤 吉勝 平取 びらとり牧場 ４３２＋ ８２：０９．８３ ８８．６�
２４ ストレイバード 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 小倉牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ３．９�
８１５ センノメグミ 牝３青鹿５４ 二本柳 壮本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 水上 習孝 ４６０＋ ４２：１０．０１� ２６６．６�
６１１ グラスメリット 牝３栃栗 ５４

５１ ▲西村 太一半沢� 柄崎 孝 日高 ヤナガワ牧場 ５１２＋ ６２：１０．６３� ５５７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８０８，９００円 複勝： ３５，４８０，０００円 枠連： １５，０９０，０００円

馬連： ４８，０１６，７００円 馬単： ３１，６２９，５００円 ワイド： ２１，９６８，９００円

３連複： ６４，４７３，９００円 ３連単： ９８，９０１，７００円 計： ３３４，３６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ４６０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ２，３００円

馬 連 �� ４，７６０円 馬 単 �� ８，５９０円

ワ イ ド �� １，６５０円 �� ７８０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� １０，３８０円 ３ 連 単 ��� ５８，４９０円

票 数

単勝票数 計 １８８０８９ 的中 � ２５９２４（３番人気）
複勝票数 計 ３５４８００ 的中 � ５１０２８（２番人気）� １７５５４（９番人気）� ４０９６５（４番人気）
枠連票数 計 １５０９００ 的中 （３－８） ４８４４（１１番人気）
馬連票数 計 ４８０１６７ 的中 �� ７４５９（２６番人気）
馬単票数 計 ３１６２９５ 的中 �� ２７１９（４８番人気）
ワイド票数 計 ２１９６８９ 的中 �� ３２１８（３０番人気）�� ７１９１（７番人気）�� ４０９６（２３番人気）
３連複票数 計 ６４４７３９ 的中 ��� ４５８５（５０番人気）
３連単票数 計 ９８９０１７ 的中 ��� １２４８（２５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．３―４９．１―１：０２．１―１：１４．８―１：２７．６―１：４０．５―１：５３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ディオベルタ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Tejano Run デビュー ２０１１．８．２８ 札幌４着

２００９．５．１１生 牝３栃栗 母 ディオニージア 母母 Essie’s Maid ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００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 レディーピース号

第２回 福島競馬 第７日



１７０７５ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ サトノライトニング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０６＋ ６１：４５．５ １．７�

４６ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 B５００＋ ６１：４６．５６ ５．９�
１１ ショウナンカーメル 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次�湘南 古賀 史生 平取 高橋 幸男 ５０４＋ ４１：４６．８１� １５．６�
５８ キネオタイガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－１２ 〃 ハナ １７．２�
３５ トーセンマクレガー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信島川 �哉氏 田村 康仁 日高 荒井ファーム ４６６－ ４１：４７．０１ １６．５	
６１１ ス コ ー ル �３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 喬氏 鹿戸 雄一 日高 白井牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ ２６０．６

２３ ウェルウィッチア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ４７４＋１０１：４７．１� １６．３�
７１３ タツグレート 牡３栗 ５６ 内田 博幸鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２－ ４１：４７．３１ １０．５�
６１０ シークレットアーム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ５１２± ０ 〃 クビ １６．３
８１４ グレイトマンボ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４８８＋１６１：４７．６２ ４４４．６�
８１５ マイネルギガス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �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 ５１８－ ２１：４７．９１� ７９．４�
５９ コスモエスプレッソ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４６８± ０１：４８．０� ２６．７�
３４ キシュウファイン 牝３芦 ５４ 柴田 善臣木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 ４６６＋ ４１：４８．３１� ４５．２�
７１２ ディアコンコルド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 追分ファーム ４９６－ ２１：４９．３６ １６０．７�
４７ アヴェニーレ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二西野 晴夫氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４８０－１０１：５０．６８ １０７．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６５，３００円 複勝： ５７，０４３，２００円 枠連： １２，６３４，７００円

馬連： ４５，６７９，３００円 馬単： ３４，６３４，１００円 ワイド： ２４，１７２，６００円

３連複： ６２，４６３，３００円 ３連単： １１２，４９１，０００円 計： ３６９，４８３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ３８０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド �� １７０円 �� ５００円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ３，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２０３６５３ 的中 � ９６５２０（１番人気）
複勝票数 計 ５７０４３２ 的中 � ３１２７８７（１番人気）� ７０５７５（２番人気）� ２０７８０（７番人気）
枠連票数 計 １２６３４７ 的中 （２－４） ２４８１８（１番人気）
馬連票数 計 ４５６７９３ 的中 �� ８５７２６（１番人気）
馬単票数 計 ３４６３４１ 的中 �� ４３０３４（１番人気）
ワイド票数 計 ２４１７２６ 的中 �� ４６２４７（１番人気）�� １０５０８（６番人気）�� ４９３５（１３番人気）
３連複票数 計 ６２４６３３ 的中 ��� ３０６４７（３番人気）
３連単票数 計１１２４９１０ 的中 ��� ２１０７０（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．７―３０．２―４２．７―５５．６―１：０８．０―１：２０．６―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―３F３７．５
１
３
８，５（６，７）（２，１０，１３）－（１，１２）－１１，１５，３，９－（４，１４）
８（５，６）２（１０，７）（１，１３）１２（１１，１５，９）３，４－１４

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

勝馬の
紹 介

サトノライトニング �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２０１１．１１．２７ 東京４着

２００９．２．２８生 牡３鹿 母 サマーキャンドル 母母 ワイプザアイ ７戦１勝 賞金 １０，１９０，０００円
〔騎手変更〕 トーセンマクレガー号の騎手梶晃啓は，負傷のため田辺裕信に変更。
〔その他〕 アヴェニーレ号は，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。
※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 シルクスコーピオン号

１７０７６ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第４競走 ２，７７０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：００．１良

８１４ ゴーゴーシュンスケ 牡５栗 ６０ 草野 太郎藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４７４－ ６３：０８．８ ２９．６�

７１１ ティンバーウルフ 牡５栗 ６０ 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム ４４２＋ ８３：１０．１８ ３０．１�

６９ セクシイスイート 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１２－ ２３：１０．４２ ７．４�
７１２ ジェットストリーム 牡４黒鹿６０ 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５１２－ ４３：１２．４大差 ７．７�
４６ アドバンスヘイロー 牡６青鹿６０ 平沢 健治西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４６４－ ４３：１４．５大差 ９．４�
２２ インフィニットエア �６黒鹿６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ４３：１４．６� ３０．４�
４５ � ホウザンドラゴン �６青鹿６０ 山本 康志加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム ４９０＋ ６３：１４．８１� ３．４	
８１３� トーセンタイガー 牡４鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム ５１８－ １３：１４．９� ９１．４�

３３ バンクーバーリズム 牝４栗 ５８ 池崎 祐介安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４５０＋ ２３：１５．３２� ２３５．６�
３４ � スズヨシーズン 牡７鹿 ６０ 高野 和馬鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４７８＋ ４３：１６．０４ １２７．１
６１０ ヤマイチタイキ 牡６鹿 ６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ５０４± ０３：１８．０大差 ３０．７�
１１ ショウナンアルバ 牡７鹿 ６０ 横山 義行国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０４－ ８ （競走中止） １８．１�
５８ リバルドホープ 牡４鹿 ６０ 柴田 大知河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４３６－ ４ （競走中止） ５．４�
５７ ケミカルチェンジ �４青鹿６０ 石神 深一 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９４－ ６ （競走中止） ５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，２４１，６００円 複勝： １９，６７１，５００円 枠連： １２，３０７，０００円

馬連： ３２，９１３，８００円 馬単： ２４，０２３，２００円 ワイド： １４，８０７，０００円

３連複： ４６，９５７，８００円 ３連単： ７７，２２１，７００円 計： ２４１，１４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９６０円 複 勝 � ６１０円 � ６７０円 � ２３０円 枠 連（７－８） ４，０８０円

馬 連 �� ２７，３００円 馬 単 �� ４７，０３０円

ワ イ ド �� ６，２８０円 �� ２，７１０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ５３，０８０円 ３ 連 単 ��� ３７７，４２０円

票 数

単勝票数 計 １３２４１６ 的中 � ３５３４（８番人気）
複勝票数 計 １９６７１５ 的中 � ７７６３（９番人気）� ７０５５（１０番人気）� ２６８５３（３番人気）
枠連票数 計 １２３０７０ 的中 （７－８） ２２２９（１３番人気）
馬連票数 計 ３２９１３８ 的中 �� ８９０（５２番人気）
馬単票数 計 ２４０２３２ 的中 �� ３７７（９７番人気）
ワイド票数 計 １４８０７０ 的中 �� ５７２（５１番人気）�� １３４６（３３番人気）�� １９３５（２３番人気）
３連複票数 計 ４６９５７８ 的中 ��� ６５３（１２０番人気）
３連単票数 計 ７７２２１７ 的中 ��� １５１（７６９番人気）

上り １マイル １：５３．９ ４F ５７．０－３F ４３．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーゴーシュンスケ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１２．２０ 中山３着

２００７．３．１０生 牡５栗 母 グレースポーラ 母母 グレースポイント 障害：５戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔競走中止〕 ケミカルチェンジ号は，５号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

リバルドホープ号は，５号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「ケミカルチェンジ」号に触れ，転倒したため競走中止。
ショウナンアルバ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目４コーナーで競走中止。



１７０７７ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

７１３ ベイビーイッツユー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 ４３６ ―１：１２．３ ４．９�

５９ イーグルカッター 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６４ ―１：１２．８３ ６１．２�
５１０ ベルウッドシーマ 牡２黒鹿５４ 内田 博幸鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ５０２ ― 〃 ハナ ８．９�
４７ グラストンベリー 牝２芦 ５４ 田辺 裕信日下部勝�氏 栗田 徹 新ひだか 森 俊雄 ４２０ ―１：１３．０１ ２２．７�
３５ ニ シ ノ ニ カ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 ４６０ ―１：１３．１� ４．０�
２４ アルマアダーラ 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 ３９６ ―１：１３．２クビ １０４．４�
８１５ ラ ン ギ ョ ク 牝２青鹿５４ 中舘 英二	日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４７０ ― 〃 クビ ４０．５

８１６ ジャパンプレミアム 牡２栗 ５４ 石橋 脩山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 原 達也 ４５２ ―１：１３．４１� ８２．１�
２３ プ ラ リ ネ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４３８ ―１：１３．５クビ １１．６�
６１２ ケイツーネイト 牝２芦 ５４

５１ ▲高嶋 活士楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 川島 良一 ３７８ ―１：１３．６� １３２．８
３６ トミケングレンサ 牡２栗 ５４ 松岡 正海冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ２．８�
６１１ ノーブルマーブル 牝２黒鹿５４ 田中 勝春小池 繁徳氏 松永 康利 浦河 赤田牧場 ４５４ ―１：１３．９２ ９．８�
１２ バンダムロビン 牡２鹿 ５４ 田中 博康山科 統氏 南田美知雄 浦河 富塚 元喜 ４４２ ―１：１４．０� ３１０．５�
４８ デ ヴ ァ タ ー 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行	ミルファーム 畠山 重則 浦河 山田牧場 ４２０ ―１：１４．５３ １９１．１�
７１４ トーセンレイリ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４００ ―１：１５．３５ １１５．８�
１１ クイーンマルゴー 牝２栗 ５４ 武士沢友治村田 哲朗氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：１６．４７ ９９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１０５，０００円 複勝： ２７，７６１，１００円 枠連： １４，９０８，４００円

馬連： ４０，４３７，９００円 馬単： ２９，０３１，０００円 ワイド： １８，３２４，１００円

３連複： ５２，３５２，５００円 ３連単： ８２，４２４，１００円 計： ２８４，３４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２３０円 � １，１４０円 � ２９０円 枠 連（５－７） １，４１０円

馬 連 �� ９，７００円 馬 単 �� １７，３５０円

ワ イ ド �� ２，９８０円 �� ７７０円 �� ２，９００円

３ 連 複 ��� ２０，６５０円 ３ 連 単 ��� １４８，０１０円

票 数

単勝票数 計 １９１０５０ 的中 � ３１０７９（３番人気）
複勝票数 計 ２７７６１１ 的中 � ３８０２３（３番人気）� ５２４１（９番人気）� ２６５２０（４番人気）
枠連票数 計 １４９０８４ 的中 （５－７） ７８３４（７番人気）
馬連票数 計 ４０４３７９ 的中 �� ３０７９（２６番人気）
馬単票数 計 ２９０３１０ 的中 �� １２３５（５４番人気）
ワイド票数 計 １８３２４１ 的中 �� １４７５（２９番人気）�� ６１９７（９番人気）�� １５１８（２６番人気）
３連複票数 計 ５２３５２５ 的中 ��� １８７１（５７番人気）
３連単票数 計 ８２４２４１ 的中 ��� ４１１（３７８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．７―１２．０―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．３―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベイビーイッツユー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

２０１０．２．２１生 牝２栗 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンマルゴー号は，平成２４年８月７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 コスモハヅキ号

１７０７８ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第６競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

７１３ トーセンプリモ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ４９６＋１４１：０７．８ ７．７�

３５ ダンシングミッシー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４６０－ ４１：０７．９� ２．１�
６１１ エバーシャン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３２＋ ２１：０８．２２ ３．１�
８１５ ハルピュイア 牝３芦 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３６＋ ２１：０８．５１� ２８．２�
７１４ ベストミニオン 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４４８± ０１：０８．６� ５８．８�
４８ ケージーヒトメボレ 牝３栗 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４０＋１０１：０８．７クビ ３７．０	
３６ サエッターレ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 林 孝輝 ４２０＋ ２ 〃 ハナ １４．６

５１０ ビューティサフラン 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４３４＋ ２１：０８．８� １３．３�
８１６ セーヌブルー 牝３青 ５４ 江田 照男 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 本桐牧場 ４１０－ ６１：０９．９７ １６３．７
２４ ブライアンズビート 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥西城 公雄氏 中川 公成 日高 メイプルファーム ４５２＋１０ 〃 ハナ ２９４．６�
４７ アルマネーレーイス 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４２８± ０１：１０．０クビ ２８５．５�
１２ レディインラヴ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２６－ ６１：１０．３２ １４．５�
５９ ファーストウインク 牝３栗 ５４ 岩部 純二根本 薫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：１０．５１� １７２．９�
１１ アトムフェニックス 牝３鹿 ５４ 柴田 大知永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４０８＋ ６１：１０．６� ３４７．７�
６１２ ジュエリスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次杉山 忠国氏 萩原 清 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２± ０１：１１．１３ ７８．５�

２３ オーケーハウス 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲長岡 禎仁�山崎牧場 小島 茂之 浦河 冨岡牧場 ４４４ ―１：１２．９大差 ３４８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８３７，５００円 複勝： ３２，６１１，５００円 枠連： １３，８８１，１００円

馬連： ４７，０９２，８００円 馬単： ３３，７４２，０００円 ワイド： ２１，９２５，０００円

３連複： ６１，９２４，３００円 ３連単： １１２，２０５，６００円 計： ３４２，２１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－７） ６３０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３８０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ８，８２０円

票 数

単勝票数 計 １８８３７５ 的中 � １９５０５（３番人気）
複勝票数 計 ３２６１１５ 的中 � ３１８１５（３番人気）� １０４９５５（１番人気）� ８３５５４（２番人気）
枠連票数 計 １３８８１１ 的中 （３－７） １６４５０（２番人気）
馬連票数 計 ４７０９２８ 的中 �� ３３６４６（２番人気）
馬単票数 計 ３３７４２０ 的中 �� ８９５７（１０番人気）
ワイド票数 計 ２１９２５０ 的中 �� １２８７７（２番人気）�� １１５２７（３番人気）�� ５３４０３（１番人気）
３連複票数 計 ６１９２４３ 的中 ��� ５８４８０（２番人気）
３連単票数 計１１２２０５６ 的中 ��� ９３８９（１９番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．９―１０．９―１１．８―１２．１―１２．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．３―３１．２―４３．０―５５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンプリモ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１２．１８ 中山１１着

２００９．３．５生 牝３鹿 母 ホワイトピクシイ 母母 ダイナコマネチ ８戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔発走状況〕 トーセンプリモ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ベストミニオン号の騎手西村太一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーケーハウス号は，平成２４年８月７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 カシノコスモス号
（非抽選馬） １頭 シゲルヤマモモ号



１７０７９ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

５１０ ミライヘノカゼ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B４７０＋１０１：５１．０ ６６．９�

６１２ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０ 〃 クビ ３．２�
４８ オリーブジュエル 牝３青鹿５４ 内田 博幸 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム ４３６－１４１：５１．１クビ ６．１�
３５ ヒラボクボス 牡３青鹿５６ 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 大北牧場 ４９６＋ ６１：５１．２� ４．６�
２４ シルキーセブン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか タツヤファーム B４９２± ０１：５１．４１� ５．６�
８１６ プレジデントハート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 田島 俊明 日高 小西ファーム ４４０－１２１：５１．５� １６．８	
７１３ アラマサスカイ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム B４６２＋ ６１：５１．６� ２９．２

２３ コンドッティエーレ 牡３栗 ５６ 吉田 豊村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７０＋ ６１：５２．３４ ８．０�
６１１ ブラウシュタイン 牡３黒鹿５６ 江田 照男吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４１８－ ６１：５３．１５ １４１．０�
１２ スギノアンフィニー 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８２＋３４ 〃 クビ ７６．５
８１５ ヤマタケデヒア 牝３黒鹿５４ 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 王蔵牧場 ４２０－ ２１：５３．３� ３３７．１�
３６ ショウナンラピス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム B４５６± ０１：５３．８３ ２６．１�
７１４ キタサンパイロット 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 ４６２＋ ２１：５４．０１� １３．０�
５９ トーセンキール 牡３鹿 ５６ 田中 博康島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２＋ ２１：５４．９５ ２５６．０�
４７ アキノマロン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 ４１２＋ ６１：５５．２１� １６５．３�
１１ シルクパッキャオ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 ハシモトフアーム ４６４＋１０１：５５．３� ２９２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７９９，９００円 複勝： ３７，１０１，３００円 枠連： １７，６８８，１００円

馬連： ５２，９７３，５００円 馬単： ３５，６０３，２００円 ワイド： ２３，６３２，２００円

３連複： ６７，４８６，５００円 ３連単： １１３，８０３，７００円 計： ３７１，０８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６９０円 複 勝 � ７４０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ７，３４０円

馬 連 �� １１，６２０円 馬 単 �� ２６，７１０円

ワ イ ド �� ２，９２０円 �� ４，８１０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １７，０１０円 ３ 連 単 ��� ２０７，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２２７９９９ 的中 � ２６８８（１０番人気）
複勝票数 計 ３７１０１３ 的中 � ９７３６（１０番人気）� ８２７３５（１番人気）� ４３０２７（４番人気）
枠連票数 計 １７６８８１ 的中 （５－６） １７８０（１９番人気）
馬連票数 計 ５２９７３５ 的中 �� ３３６６（３４番人気）
馬単票数 計 ３５６０３２ 的中 �� ９８４（６９番人気）
ワイド票数 計 ２３６３２２ 的中 �� １８８８（３４番人気）�� １１３３（４０番人気）�� １５５９２（２番人気）
３連複票数 計 ６７４８６５ 的中 ��� ２９２９（５７番人気）
３連単票数 計１１３８０３７ 的中 ��� ４０５（５０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３５．８―４８．６―１：０１．１―１：１３．２―１：２５．６―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ミライヘノカゼ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．２．１１ 東京１２着

２００９．２．２６生 牡３鹿 母 フサイチシルヴィ 母母 クラシックダンサー ５戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキノマロン号・シルクパッキャオ号は，平成２４年８月７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 ベンレイダー号

１７０８０ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

６１１ アドマイヤレイ 牡３鹿 ５４ 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２４－ ４１：４４．２ ２．１�

７１２ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５４ 松岡 正海杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４７２－ ８１：４４．６２� １８．６�
８１４ プリュキエール 牡３青鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８２－ ２１：４４．８１ ２５．４�
３４ クワイアーソウル 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋１０ 〃 クビ ７．０�
３５ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ４１：４５．０１� ２５．０�
１１ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５１０＋ ４ 〃 クビ ８．０	
２３ エーペックス 牡３青鹿５４ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４８８－ ４１：４５．１クビ ５１．５

２２ フ ォ ー ミ ー 牝４鹿 ５５ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ３０．３�
４７ ツクバキング �５黒鹿５７ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６０＋ ４１：４５．４１� ５１．０�
６１０ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 西田雄一郎吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４６６＋ ２１：４５．９３ ４６．４
８１５ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ ４．５�
７１３ オータムカラー 牝３栗 ５２ 吉田 豊 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋１４１：４６．１１� ８４．０�
５８ 	 トーホウナイト 牡４黒鹿５７ 田中 勝春東豊物産� 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４８０－１７ 〃 アタマ ２９．６�
４６ 	 シンボリルアーブル 牡５黒鹿５７ 石橋 脩シンボリ牧場 奥平 雅士 新ひだか シンボリ牧場 B５２０－１２１：４７．５９ １３６．５�
５９ ドリームルパン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信セゾンレースホース� 尾関 知人 新ひだか 坂本牧場 ５００＋２２１：４９．５大差 １０７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，７４１，５００円 複勝： ５４，４４２，８００円 枠連： ２０，９８５，１００円

馬連： ７６，１５４，２００円 馬単： ４７，４６３，１００円 ワイド： ３４，８７４，６００円

３連複： ９５，８４８，４００円 ３連単： １５８，０２０，６００円 計： ５２１，５３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ４００円 � ５２０円 枠 連（６－７） １，５７０円

馬 連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� １，３４０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� １１，７５０円 ３ 連 単 ��� ４１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３３７４１５ 的中 � １２９２１２（１番人気）
複勝票数 計 ５４４４２８ 的中 � １５２８５１（１番人気）� ２９３０７（５番人気）� ２１１１１（７番人気）
枠連票数 計 ２０９８５１ 的中 （６－７） ９８８０（７番人気）
馬連票数 計 ７６１５４２ 的中 �� ２１３５９（７番人気）
馬単票数 計 ４７４６３１ 的中 �� ９９６２（１２番人気）
ワイド票数 計 ３４８７４６ 的中 �� ８０２８（８番人気）�� ６４６６（１６番人気）�� ３１２９（３５番人気）
３連複票数 計 ９５８４８４ 的中 ��� ６０２２（３９番人気）
３連単票数 計１５８０２０６ 的中 ��� ２７９４（１２１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―３０．２―４２．５―５５．１―１：０７．４―１：１９．５―１：３１．９

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤレイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１１．２０ 京都３着

２００９．２．２生 牡３鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind ７戦２勝 賞金 ２２，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームルパン号は，平成２４年８月７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 アプレレクール号・アメージングミノル号・モウカリマッカー号



１７０８１ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

み な み そ う ま

南 相 馬 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
南相馬市長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

２２ フェデラルホール 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２２：０３．３ ４．１�

８１１ ディサイファ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８６± ０２：０３．４� ２．７�

７１０ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７６＋ ８２：０３．９３ ３．３�
４４ � ヒカルハヤブサ 牡３黒鹿５４ 北村 宏司�橋 京子氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 B４８０＋ ４２：０４．３２� ２３．３�
６７ メイショウタフ 牡５黒鹿５７ 石橋 脩松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５３２－ ６２：０４．６１	 １２．１�
１１ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 江田 照男 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４７４＋ ２２：０４．７	 ８６．１�
８１２� ブルースビスティー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ６２：０４．８� １６１．４	
６８ � キャニオンシンザン 牡４栗 ５７ 原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９４－ ４２：０４．９	 １９５．５

５５ 
 ミルクディッパー 牡３黒鹿５４ 中舘 英二�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５３４－ ２ 〃 ハナ １４．３�
７９ � フ リ ー マ ン 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 ４９６＋ ２２：０５．２１	 ４２．９
５６ ハギノバロンドール 牡６栗 ５７ 内田 博幸日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０－ ２２：０５．４１ １１．５�
３３ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥内藤 耕造氏 成島 英春 新ひだか 原口フアーム ４６２＋ ２２：０５．５	 ２３４．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，６３３，８００円 複勝： ５１，８６４，８００円 枠連： １８，７８２，０００円

馬連： ８６，３５３，４００円 馬単： ５６，４８２，６００円 ワイド： ３５，１１０，３００円

３連複： １０１，００４，１００円 ３連単： ２０４，９４４，７００円 計： ５８７，１７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（２－８） ６１０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ２６０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３２６３３８ 的中 � ６４００１（３番人気）
複勝票数 計 ５１８６４８ 的中 � ８８０８３（３番人気）� １３０２７５（１番人気）� １１４１３２（２番人気）
枠連票数 計 １８７８２０ 的中 （２－８） ２３００２（２番人気）
馬連票数 計 ８６３５３４ 的中 �� １０７４７９（２番人気）
馬単票数 計 ５６４８２６ 的中 �� ３４８６９（４番人気）
ワイド票数 計 ３５１１０３ 的中 �� ３４０４６（２番人気）�� ３１４３４（３番人気）�� ６０１６１（１番人気）
３連複票数 計１０１００４１ 的中 ��� １３２４３９（１番人気）
３連単票数 計２０４９４４７ 的中 ��� ４７５７１（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．１―１２．７―１３．１―１２．９―１２．２―１２．０―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．４―３６．５―４９．２―１：０２．３―１：１５．２―１：２７．４―１：３９．４―１：５１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
３
５，９，７（８，４）（１，２）（１０，１１）１２，３－６・（５，９）４（７，２）（１０，８，６）１１（１，１２）３

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

勝馬の
紹 介

フェデラルホール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．１０．２２ 東京３着

２００９．３．７生 牡３黒鹿 母 オーバーザウォール 母母 アンデスレディー ６戦２勝 賞金 １９，３６４，０００円
※ブーケドロゼブルー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１７０８２ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

こおりやま

郡 山 特 別
発走１５時１０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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３５ フローラルホール 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６６＋ ８１：１０．１ ６．６�

６１１ カイシュウタビビト 牡３芦 ５４ 柴田 大知飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 B４９２＋ ２１：１０．７３� １９．３�
５１０ サトノディライト 牡５鹿 ５７ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６１：１０．８� ２．９�
２３ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９８＋ ２１：１０．９� ２．３�
３６ アユミチャン 牝４芦 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４５４－ ２１：１１．０� １６９．５�
６１２ ブルースター 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ３７０．３�
８１５ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 武士沢友治西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０－ ４１：１１．１� ６４．２	
７１４ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 
東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４８８－ ４１：１１．２� １０．８�
５９ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７６± ０１：１１．３� ２６．６�
１２ ト ル サ ー ド 牝３栗 ５２ 江田 照男有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ２ 〃 アタマ ５５．７
１１ リズミカルステップ 牝５栗 ５５ 石橋 脩有限会社シルク尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B４５６± ０１：１１．５１ ３２．８�
４８ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ３ 〃 ハナ １２４．８�
７１３ エーブポセイドーン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 
レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 B５０４± ０１：１１．６� ５０．４�
２４ 	 ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５５ 田中 博康
イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４４０＋１４１：１１．９２ ２６２．７�
８１６ ブエノディオス 牡３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６４－１０１：１７．６大差 ３０．５�

（１５頭）
４７ アグネスアンジュ 牝４栗 ５５ 松岡 正海渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３３，３６４，４００円 複勝： ５４，４２２，５００円 枠連： ２８，７５７，８００円

馬連： １０６，２５６，２００円 馬単： ６４，９６３，７００円 ワイド： ３７，９３４，８００円

３連複： １１７，４３０，８００円 ３連単： ２３６，０４５，５００円 計： ６７９，１７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � ４９０円 � １５０円 枠 連（３－６） ８，０６０円

馬 連 �� ８，５３０円 馬 単 �� １４，９００円

ワ イ ド �� ２，０７０円 �� ３８０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ７，３３０円 ３ 連 単 ��� ５３，９２０円

票 数

単勝票数 差引計 ３３３６４４（返還計 １８９１） 的中 � ４０２４６（３番人気）
複勝票数 差引計 ５４４２２５（返還計 ３５９５） 的中 � ６４８５５（３番人気）� ２２１６３（５番人気）� １２１２４３（２番人気）
枠連票数 差引計 ２８７５７８（返還計 １２３） 的中 （３－６） ２６３５（２１番人気）
馬連票数 差引計１０６２５６２（返還計 ２８２４１） 的中 �� ９１９７（２２番人気）
馬単票数 差引計 ６４９６３７（返還計 １８０７０） 的中 �� ３２１９（３７番人気）
ワイド票数 差引計 ３７９３４８（返還計 ９９１８） 的中 �� ４１８５（２１番人気）�� ２８０１６（３番人気）�� ８５１４（１１番人気）
３連複票数 差引計１１７４３０８（返還計 ６０７３４） 的中 ��� １１８３８（２２番人気）
３連単票数 差引計２３６０４５５（返還計１１３５７８） 的中 ��� ３２３１（１３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１１．７―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．４―４６．１―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フローラルホール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１２．１２ 中山４着

２００８．３．２６生 牝４鹿 母 フラワリーウーフ 母母 パ ル カ エ １８戦３勝 賞金 ３４，８５２，０００円
〔競走除外〕 アグネスアンジュ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブエノディオス号は，平成２４年８月７日まで平地競走に出走できない。



１７０８３ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�

ま つ し ま

松 島 特 別
発走１５時４５分 （芝・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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

５６ マイネルギブソン 牡４鹿 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 ４４２－ ６２：０２．６ ５２．７�

７１０ バウンシングライト 牡７栗 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４２：０２．８１� １６．４�
３３ プレミアムブルー 牡３栗 ５４ 内田 博幸 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４８２＋ ８２：０２．９� ３．６�
８１２ スーパーオービット 牡６鹿 ５７ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４８－ ６２：０３．０� １８．４�
４５ ソルレヴァンテ 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４７０＋ ２２：０３．６３� ３．２�
１１ トーセンペトリュス 牡６栗 ５７ 石橋 脩島川 	哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５１４± ０２：０３．９２ １８．３

５７ フェイルノート 牡５青鹿５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５３０－ ２２：０４．０� ２１．９�
２２ シンボリローレンス 	７黒鹿５７ 江田 照男シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２＋ ４２：０４．１
 ９０．８�
８１３ カ ピ タ ー ノ 牡８黒鹿５７ 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ４８８－ ８２：０４．４１
 １７９．２
６８ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 B５１０＋ ４２：０４．５
 ７．１�
６９ エクセリオン 牡５芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７２± ０２：０４．７１� ５．３�
４４ ランブリングローズ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治草野 仁氏 勢司 和浩 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋１４２：０４．８� ８０．７�
７１１� メイショウサミット 牡６鹿 ５７ 中舘 英二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５２２－１２２：０５．５４ １３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５１，５０６，４００円 複勝： ８４，８８８，５００円 枠連： ５３，８１４，１００円

馬連： ２２８，４８８，４００円 馬単： １２６，７６０，７００円 ワイド： ７２，３７８，６００円

３連複： ２７８，２５９，５００円 ３連単： ５５７，３４１，１００円 計： １，４５３，４３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，２７０円 複 勝 � ９１０円 � ３９０円 � １８０円 枠 連（５－７） ３，５７０円

馬 連 �� ３６，１２０円 馬 単 �� ８２，８７０円

ワ イ ド �� ６，６７０円 �� ２，３７０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ３２，０８０円 ３ 連 単 ��� ４０６，８５０円

票 数

単勝票数 計 ５１５０６４ 的中 � ７７０５（１０番人気）
複勝票数 計 ８４８８８５ 的中 � １９９５１（１０番人気）� ５２８１６（５番人気）� １５８２０６（２番人気）
枠連票数 計 ５３８１４１ 的中 （５－７） １１１３２（１７番人気）
馬連票数 計２２８４８８４ 的中 �� ４６６９（５３番人気）
馬単票数 計１２６７６０７ 的中 �� １１２９（１１１番人気）
ワイド票数 計 ７２３７８６ 的中 �� ２５９５（５３番人気）�� ７４６３（２９番人気）�� １８６０１（１０番人気）
３連複票数 計２７８２５９５ 的中 ��� ６４０３（９２番人気）
３連単票数 計５５７３４１１ 的中 ��� １０１１（７５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．５―４７．６―１：００．２―１：１２．６―１：２４．８―１：３７．１―１：４９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルギブソン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 パントレセレブル デビュー ２０１０．７．１０ 函館１着

２００８．４．１０生 牡４鹿 母 マイネメリアン 母母 マイネカトリーヌ １５戦３勝 賞金 ３７，５５３，０００円
〔騎手変更〕 カピターノ号の騎手石神深一は，第４競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。

１７０８４ ７月７日 雨 不良 （２４福島２）第７日 第１２競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

７１４ フォースフル 牡３黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 ４８０－ ４１：０７．４ ４．０�

５１０ トウカイチャーム 牡４栗 ５７ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７４－ ６１：０７．５� ３．８�
８１５ エバーローズ 牝３栗 ５２ 江田 照男 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４６２＋ ８１：０７．７１� １６．４�
４７ レッツマンボウ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４９０＋１４１：０８．１２	 ４０．７�
３５ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B４５８± ０１：０８．３１	 ３．７�
８１６ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８４＋ ２ 〃 クビ ７．７�
３６ キングビート 牡３黒鹿５４ 松岡 正海�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ ２７．５	
１２ ゲーリックストーム 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８１：０８．４クビ １１．９

４８ ワンモアマイウエイ 牡６栗 ５７ 中谷 雄太松井 一三氏 高市 圭二 新冠 長浜 秀昭 ４８８＋ ２ 〃 クビ １８１．３�
７１３
� イメージレイナ 牝５青鹿

５５
５２ ▲西村 太一岸田 勝宏氏 的場 均 米 Katsuhiro

Kishida ４５８＋ ２１：０８．６１	 ３１１．９�
２３ ラ ン フ ァ ン 牝４鹿 ５５ 田中 勝春�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 ４５８－ ４１：０８．８１	 ２７．２
５９ ブルーデライト 牝６栗 ５５ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 三石 中村 和夫 ４７６＋ ２１：０８．９クビ １３６．２�
６１１ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 中舘 英二日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５４＋ ２１：０９．０	 １３．３�
２４ � ニジュウショウ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４８２＋ ２１：０９．４２	 ３３６．６�
１１ � ヴ ィ オ ニ エ 牡５黒鹿５７ 田中 博康本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 山野牧場 ４５６＋ ２１：０９．５	 ２５１．２�
６１２� マツリスタート 牝３鹿 ５２ 西田雄一郎井高 義光氏 菅原 泰夫 新ひだか 井高牧場 ４８０－ ３１：１０．５６ ２６８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，８０４，７００円 複勝： ６８，１０９，８００円 枠連： ３２，８６３，９００円

馬連： １２２，３８１，３００円 馬単： ７１，１２４，７００円 ワイド： ５１，１７６，５００円

３連複： １６１，４２８，９００円 ３連単： ２９７，１４９，９００円 計： ８４９，０３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（５－７） １，０１０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，０４０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ４，９３０円 ３ 連 単 ��� ２１，０２０円

票 数

単勝票数 計 ４４８０４７ 的中 � ８９１０７（３番人気）
複勝票数 計 ６８１０９８ 的中 � １１５１２１（３番人気）� １２３８９２（１番人気）� ３９８６２（７番人気）
枠連票数 計 ３２８６３９ 的中 （５－７） ２４１３９（５番人気）
馬連票数 計１２２３８１３ 的中 �� １０４１４１（２番人気）
馬単票数 計 ７１１２４７ 的中 �� ２７６９７（５番人気）
ワイド票数 計 ５１１７６５ 的中 �� ３０９９７（４番人気）�� １１６８５（１３番人気）�� １２３５５（１２番人気）
３連複票数 計１６１４２８９ 的中 ��� ２４１７９（１６番人気）
３連単票数 計２９７１４９９ 的中 ��� １０４３３（４９番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．９―１１．０―１１．７―１１．８―１２．６

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．３―３１．３―４３．０―５４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォースフル �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１２．４ 中山５着

２００９．３．２３生 牡３黒鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ ６戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エイブルサクセス号



（２４福島２）第７日 ７月７日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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 手 当

１６２，３３０，０００円
２，０８０，０００円
８，４１０，０００円
１，５４０，０００円
１４，２１０，０００円
５８，５５４，５００円
５，２５０，８００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
３２８，７１５，６００円
５７６，７９２，８００円
２５４，１４３，０００円
９２４，３７９，７００円
５８８，８９０，４００円
３７５，４７７，６００円
１，１６０，１２０，９００円
２，１５９，０４４，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，３６７，５６４，１００円

総入場人員 ８，３７０名 （有料入場人員 ６，６４１名）


