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18049 7月19日 曇 稍重 （26福島2）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：08．6
1：07．8

良
良

67 ナイアガラモンロー 牝2鹿 54 戸崎 圭太塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 508± 01：10．4 4．2�
55 トーセンペンタゴン 牡2青 54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B468－ 21：10．61 4．7�
811 マニワプリンセス 牝2鹿 54 宮崎 北斗�サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442－ 21：10．7� 20．0�
33 サークルワルツ 牝2黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 468± 01：10．8� 10．9�
810 パイナワレア 牝2栗 54 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462＋ 41：11．01� 3．4	
78 イ ア ペ ト ス 牡2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 448－ 8 〃 クビ 35．1

44 ヒノキノカホリ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 富田 恭司 446－ 81：11．1� 9．9�
66 エアルコンクエスト 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 442＋ 4 〃 ハナ 46．7�
79 ラプロムナード 牝2栗 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 376－ 41：12．05 119．7
22 キャプレット 牝2栗 54 北村 宏司前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B438＋ 21：12．74 5．0�
11 ネブカドネザル 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 434＋ 21：13．12� 101．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，313，700円 複勝： 29，003，300円 枠連： 8，715，300円
馬連： 39，711，700円 馬単： 26，413，600円 ワイド： 17，944，000円
3連複： 47，652，400円 3連単： 85，300，000円 計： 272，054，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 180円 � 460円 枠 連（5－6） 910円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，240円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 19，540円

票 数

単勝票数 計 173137 的中 � 32913（2番人気）
複勝票数 計 290033 的中 � 47741（3番人気）� 47710（4番人気）� 12748（7番人気）
枠連票数 計 87153 的中 （5－6） 7374（5番人気）
馬連票数 計 397117 的中 �� 31130（6番人気）
馬単票数 計 264136 的中 �� 10745（9番人気）
ワイド票数 計 179440 的中 �� 11598（6番人気）�� 3563（16番人気）�� 2902（19番人気）
3連複票数 計 476524 的中 ��� 6939（21番人気）
3連単票数 計 853000 的中 ��� 3164（64番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．5―46．3―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイアガラモンロー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．7．6 福島3着

2012．2．22生 牝2鹿 母 マルハチメイフェア 母母 ベストウーマン 2戦1勝 賞金 6，800，000円

18050 7月19日 曇 重 （26福島2）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45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

47 キネオストレッタ 牡3栗 56 柴田 大知吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 456± 01：46．3 3．8�
23 ミュゼキングダム 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 浦河 笠松牧場 494＋ 6 〃 クビ 11．2�
34 トウショウブランド 牡3青鹿56 的場 勇人トウショウ産業� 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534＋ 21：46．61� 62．8�
611 ショウナンララバイ 牝3鹿 54 大野 拓弥�湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 440± 0 〃 クビ 52．7�
58 トウカイリーブル 牡3鹿 56 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 B470＋ 2 〃 ハナ 10．7	
712 ニシノウィード 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム B464－ 81：46．7クビ 20．8

59 ルミラークル 牡3青鹿56 柴田 未崎�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 484－ 21：47．02 48．4�
22 デルマコテツ 牡3栗 56 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B430－ 6 〃 ハナ 16．2�
46 ダノンブロンコ �3鹿 56 嘉藤 貴行�ダノックス 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 452± 01：47．31� 19．1
35 ダベンポート �3栗 56 大庭 和弥北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 484－ 21：48．57 129．5�
713 マーキーズシェイプ 牡3鹿 56 武士沢友治 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 478－ 41：48．71� 85．5�
815 クリアレイク 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444＋ 61：48．91� 376．2�
610 ドラゴンウォリアー 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 尾形 和幸 新冠 新冠橋本牧場 458＋181：49．53� 104．1�
814 リネンプロフィット �3鹿 56 西田雄一郎戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 430－101：51．2大差 389．8�
11 ライトオブホープ 牡3栗 56 M．エスポジート 落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 492－ 8 （競走中止） 1．7�

（伊）

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，727，200円 複勝： 47，558，100円 枠連： 13，019，900円
馬連： 45，210，000円 馬単： 31，705，200円 ワイド： 22，139，500円
3連複： 58，247，700円 3連単： 98，985，000円 計： 342，592，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 320円 � 1，940円 枠 連（2－4） 1，070円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，160円 �� 7，850円

3 連 複 ��� 35，720円 3 連 単 ��� 153，670円

票 数

単勝票数 計 257272 的中 � 53692（2番人気）
複勝票数 計 475581 的中 � 76745（2番人気）� 39064（3番人気）� 5075（10番人気）
枠連票数 計 130199 的中 （2－4） 9417（4番人気）
馬連票数 計 452100 的中 �� 18065（8番人気）
馬単票数 計 317052 的中 �� 7203（10番人気）
ワイド票数 計 221395 的中 �� 9025（6番人気）�� 1759（28番人気）�� 697（46番人気）
3連複票数 計 582477 的中 ��� 1223（77番人気）
3連単票数 計 989850 的中 ��� 467（334番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―30．9―43．4―55．6―1：08．3―1：20．9―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
4（7，10）8（3，6）（11，12）5（9，14）－（2，15）＝13・（4，6）（7，3，12）8，11（10，9）－（5，2）14（15，13）

2
4

・（4，6）10（7，8，12）11，3（5，14）9，2，15－13・（4，6）（7，3，12）（11，8）9－（5，2）（10，13）－（14，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キネオストレッタ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．10．20 東京9着

2011．5．15生 牡3栗 母 エアシャロン 母母 エ コ ル シ ユ 9戦1勝 賞金 7，790，000円
〔発走状況〕 ライトオブホープ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 ライトオブホープ号は，発走合図直後に発馬機内で暴れ，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ライトオブホープ号の騎手M．エスポジートは，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 ライトオブホープ号は，発走調教再審査。
※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 ターゲットバスター号・ベレロフォン号・マイカイ号
※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５日



18051 7月19日 曇 重 （26福島2）第5日 第3競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走11時15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

48 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 424－ 21：08．4 3．0�
11 イミラカチャ 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 440＋ 21：08．61� 8．8�
611 ツリーチャイム 牝3鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：08．7クビ 10．1�
36 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 内田 博幸宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 448－ 21：08．8� 5．8�
12 エアマチルド 牝3栗 54 伊藤 工真 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 446＋121：08．9� 11．1�
24 パルティール 牝3栗 54 北村 宏司 	キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：09．0� 5．9

47 メ ニ ア オ バ 牝3鹿 54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 448－14 〃 クビ 31．0�
714 オ ー ド ヴ ィ 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 01：09．21� 9．3�
816 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：09．62� 20．8
612 ワイエムテイラー 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人	サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 486－141：09．7クビ 32．5�
23 スリーパイン 牝3鹿 54 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 472＋ 6 〃 アタマ 33．6�
59 デンコウビリオネア 牝3栗 54 武士沢友治田中 康弘氏 小島 太 浦河 本巣 敦 480＋ 81：10．55 142．1�
510 スイートジョジョ 牝3鹿 54 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432－ 61：10．71� 90．1�
815 シャトーココ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真円城 幸男氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 384＋ 21：10．91� 372．2�
713 クロスカレント 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 奥山 博 472 ―1：11．22 174．6�
35 パニャニャン 牝3黒鹿54 大庭 和弥清水 敏氏 粕谷 昌央 浦河 ミルファーム 490 ―1：11．41� 126．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，683，800円 複勝： 37，543，900円 枠連： 12，922，400円
馬連： 48，039，900円 馬単： 25，357，600円 ワイド： 22，811，300円
3連複： 55，803，900円 3連単： 82，969，000円 計： 307，131，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 230円 � 230円 枠 連（1－4） 720円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 620円 �� 630円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 17，960円

票 数

単勝票数 計 216838 的中 � 56907（1番人気）
複勝票数 計 375439 的中 � 67140（1番人気）� 40401（4番人気）� 39070（5番人気）
枠連票数 計 129224 的中 （1－4） 13734（1番人気）
馬連票数 計 480399 的中 �� 23846（4番人気）
馬単票数 計 253576 的中 �� 6878（6番人気）
ワイド票数 計 228113 的中 �� 9581（4番人気）�� 9475（5番人気）�� 5521（14番人気）
3連複票数 計 558039 的中 ��� 10195（11番人気）
3連単票数 計 829690 的中 ��� 3348（31番人気）

ハロンタイム 9．4―11．2―11．4―12．0―12．1―12．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．6―32．0―44．0―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアタシャン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．1．13 中山5着

2011．4．6生 牝3鹿 母 ヤマニンパンテール 母母 ヤマニンアリュール 5戦1勝 賞金 8，500，000円

18052 7月19日 雨 重 （26福島2）第5日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時45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

34 アビエイター 牡3栗 56 M．エスポジート �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 532± 01：45．1 23．5�
（伊）

11 ジャックポット 牡3鹿 56 内田 博幸�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 468± 01：45．31� 8．1�
23 オウトラヴェス 牡3黒鹿56 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 474± 01：46．25 3．4�
712 ヴァールハイト 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人有限会社シルク菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 11．8�
713 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 526－10 〃 アタマ 12．9	
58 � コ ス モ ジ グ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina

Latimer 478＋ 61：46．83� 2．0

47 ダイオプサイド 牝3栗 54 武士沢友治平井 裕氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 482± 01：46．9クビ 113．9�
814 シ ナ モ ン 牝3栗 54 吉田 豊村島 昭男氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448± 01：47．11	 118．1�
815 コスモラヴコール 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 478－ 2 〃 クビ 36．6
22 ネクストロード 牡3栗 56 西田雄一郎長谷川成利氏 松山 将樹 日高 大江牧場 468－ 61：47．73� 189．4�
46 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 B476－ 8 〃 ハナ 143．0�
611 マーシャラー 牡3黒鹿56 的場 勇人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 500－ 61：48．01
 64．9�
59 ファイアボール 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 490＋ 21：48．42� 99．2�
610 フ リ メ ー ル 牝3栗 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 422＋ 11：48．5
 259．3�
35 スプリングキセキ 牡3栗 56 石橋 脩加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 534 ―1：50．3大差 19．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，644，700円 複勝： 42，612，600円 枠連： 13，815，600円
馬連： 44，502，400円 馬単： 32，601，300円 ワイド： 24，761，500円
3連複： 61，046，800円 3連単： 107，571，200円 計： 352，556，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 650円 � 200円 � 160円 枠 連（1－3） 4，470円

馬 連 �� 9，780円 馬 単 �� 26，890円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 1，490円 �� 340円

3 連 複 ��� 10，330円 3 連 単 ��� 99，220円

票 数

単勝票数 計 256447 的中 � 8698（7番人気）
複勝票数 計 426126 的中 � 12757（7番人気）� 56565（3番人気）� 81840（2番人気）
枠連票数 計 138156 的中 （1－3） 2390（13番人気）
馬連票数 計 445024 的中 �� 3526（21番人気）
馬単票数 計 326013 的中 �� 909（52番人気）
ワイド票数 計 247615 的中 �� 2265（20番人気）�� 4003（15番人気）�� 21401（2番人気）
3連複票数 計 610468 的中 ��� 4430（28番人気）
3連単票数 計1075712 的中 ��� 786（228番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．7―43．2―55．3―1：07．3―1：19．6―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アビエイター �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 クリエイター デビュー 2013．12．22 中山10着

2011．2．17生 牡3栗 母 リザーブシート 母母 インヴァイト 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングキセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月19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 アサヤケ号・テイエムペガサス号・リトルスカッシュ号
※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。



18053 7月19日 雨 稍重 （26福島2）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時35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
1：48．2
1：45．9

良
良

816 ミュゼエイリアン 牡2鹿 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 470 ―1：51．3 5．3�
36 ココロノアイ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 448 ―1：51．93� 2．8�
510 マ ル ス 牡2黒鹿54 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 千代田牧場 502 ―1：52．0� 11．4�
24 ヘ ウ レ ー カ 牡2鹿 54 江田 照男池谷 誠一氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 492 ― 〃 クビ 11．3�
714 ア ル タ イ ル 牡2栗 54 M．エスポジート 藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 462 ―1：52．21� 8．0�

（伊）

11 マイティーハニー 牝2芦 54 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 472 ―1：52．3� 7．3	
59 カレイカルロッタ 牝2栗 54 的場 勇人ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 424 ―1：52．51� 65．3

611 トーセンアーネスト 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 490 ―1：52．82 101．1�
23 コスモナインボール 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 464 ―1：52．9� 20．7
713 ルグランパントル 牡2鹿 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460 ―1：53．11� 43．9�
12 ハイオンザリスト 牡2鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 442 ―1：53．41� 33．7�
815 ナニスンネン 牡2栗 54 杉原 誠人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 474 ― 〃 クビ 71．5�
47 ツクバイーメーカー 牡2鹿 54 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 新冠 ムラカミファーム 496 ―1：53．61� 12．6�
612 ニンニクマン 牡2鹿 54 伊藤 工真小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 460 ―1：53．81 24．8�
35 ミヤビリヴェール 牝2青鹿 54

51 ▲原田 和真村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 442 ―1：53．9� 131．7�
48 ニシキオーカン 牡2鹿 54 嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 500 ―1：55．8大差 74．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，404，400円 複勝： 33，279，100円 枠連： 15，467，100円
馬連： 48，046，200円 馬単： 27，259，900円 ワイド： 22，383，200円
3連複： 57，092，100円 3連単： 83，828，600円 計： 311，760，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 150円 � 250円 枠 連（3－8） 860円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，050円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 15，310円

票 数

単勝票数 計 244044 的中 � 36759（2番人気）
複勝票数 計 332791 的中 � 46907（2番人気）� 67612（1番人気）� 28165（6番人気）
枠連票数 計 154671 的中 （3－8） 13781（1番人気）
馬連票数 計 480462 的中 �� 40312（1番人気）
馬単票数 計 272599 的中 �� 10042（2番人気）
ワイド票数 計 223832 的中 �� 14972（1番人気）�� 5200（10番人気）�� 7660（6番人気）
3連複票数 計 570921 的中 ��� 12930（5番人気）
3連単票数 計 838286 的中 ��� 3968（17番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．4―14．0―12．9―11．7―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．3―51．3―1：04．2―1：15．9―1：27．4―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ミュゼエイリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2012．2．1生 牡2鹿 母 エールスタンス 母母 エリンバード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ミヤビリヴェール号の騎手原田和真は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）

ニンニクマン号の騎手伊藤工真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・4番）
ヘウレーカ号の騎手江田照男は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アドマイヤピンク号・アラビアンローズ号・ウナギノボリ号・ギンザジャンヌ号・ゼツミョウ号・

ツンデレーション号・デバイスドライバー号・ピュアノアール号・ベニバナオンリー号・ホワイトトラップ号・
ホーチャム号・マイネルシュバリエ号・ライトザライト号

※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。

18054 7月19日 雨 稍重 （26福島2）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時05分 （芝・右）

牝，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

816 ナリノネーヴェ 牝2芦 54
51 ▲石川裕紀人成塚 清志氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 396 ―1：11．2 64．0�

12 エヴリホープ 牝2栗 54 大野 拓弥�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 426 ―1：11．3� 6．8�
11 メジャーフォルム 牝2栗 54 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 434 ―1：11．4� 2．2�
23 アンジュデトワール 牝2鹿 54 M．エスポジート 有限会社シルク高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 446 ―1：11．5� 14．0�

（伊）

611 ブレッザバラーレ 牝2栗 54 戸崎 圭太森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 谷口牧場 430 ― 〃 クビ 22．1	
815 カゼニモマケズ 牝2栗 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 426 ―1：11．6クビ 76．5

47 アップリズム 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 438 ―1：11．7� 48．0�
510 ワタシダイナマイト 牝2栗 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 448 ― 〃 クビ 4．0�
714 ラマハデスヌーダ 牝2鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 粕谷 昌央 浦河 ミルファーム 424 ―1：11．8� 99．1
48 オランジュバトー 牝2芦 54 石橋 脩井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 450 ―1：11．9� 29．9�
59 ガンバレヒトリッコ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真福田 光博氏 根本 康広 新冠 小泉 学 442 ―1：12．0クビ 47．1�
612 テイエムキッポウ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 田中スタッド 486 ― 〃 クビ 155．6�
24 ブラックロータス 牝2黒鹿54 杉原 誠人吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 三石ファーム 442 ― 〃 ハナ 30．6�
713 プリンセスメーカー 牝2鹿 54 西田雄一郎内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 山下 恭茂 424 ―1：12．21� 37．0�
36 オーラクィーン 牝2芦 54 横山 典弘福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 430 ―1：12．41 9．7�
35 ミ ダ レ ガ ミ 牝2鹿 54 嶋田 純次内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 464 ―1：13．57 92．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，513，900円 複勝： 29，173，100円 枠連： 15，791，700円
馬連： 47，477，900円 馬単： 27，782，700円 ワイド： 21，142，200円
3連複： 51，779，000円 3連単： 79，164，400円 計： 296，824，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，400円 複 勝 � 940円 � 180円 � 150円 枠 連（1－8） 2，560円

馬 連 �� 20，590円 馬 単 �� 56，460円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 2，490円 �� 410円

3 連 複 ��� 14，280円 3 連 単 ��� 220，740円

票 数

単勝票数 計 245139 的中 � 3061（12番人気）
複勝票数 計 291731 的中 � 5434（12番人気）� 44278（3番人気）� 65100（1番人気）
枠連票数 計 157917 的中 （1－8） 4767（10番人気）
馬連票数 計 474779 的中 �� 1787（46番人気）
馬単票数 計 277827 的中 �� 369（105番人気）
ワイド票数 計 211422 的中 �� 1083（48番人気）�� 2068（28番人気）�� 15012（2番人気）
3連複票数 計 517790 的中 ��� 2718（42番人気）
3連単票数 計 791644 的中 ��� 260（528番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．4―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―34．9―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリノネーヴェ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2012．5．22生 牝2芦 母 プリンセストロイ 母母 グロリオーサ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ガンバレヒトリッコ号の騎手原田和真は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：15番・16番）
※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 オフィール号・ハナモモ号・リベルテラミューズ号
※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。



18055 7月19日 曇 稍重 （26福島2）第5日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時35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
1：57．3
1：56．1

良
良

36 ラストシャングリラ 牡3黒鹿56 江田 照男 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B462＋ 62：01．8 31．0�
35 ウルトラバローズ 牡3鹿 56 蛯名 正義猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 B448± 02：02．43� 13．4�
47 サプライズレナ 牝3鹿 54 田中 勝春平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 462＋ 42：02．72 8．0�
815 ダノンフォーミュラ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 478± 02：02．91� 11．5�
510 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 496－16 〃 ハナ 11．8	
23 スパークルキャット 牝3黒鹿54 横山 典弘�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 460± 02：03．0クビ 2．5

611 ディーエスプロパー 牡3栗 56 武士沢友治秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B458± 02：03．31� 82．7�
612 ゴールドリーガル 牡3鹿 56 西田雄一郎居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 460－ 82：03．4� 42．8�
714 ガ ラ ハ ッ ド �3青鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 430＋122：03．61� 30．3
12 コスモアイオライト 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 猿橋 義昭 428－ 42：03．7� 24．6�
713 ミヤビソーダライト 牝3黒鹿54 吉田 豊村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 448－ 22：04．01� 19．2�
59 ステイバンク 牝3栗 54

51 ▲原田 和真井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 402＋ 62：04．1� 179．4�
24 マンディスキュア 牝3黒鹿54 柴田 未崎�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 434－ 82：04．52� 97．0�
48 メタフィジクス 牡3栗 56 M．エスポジート 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496－ 42：04．81� 3．8�

（伊）

11 ロックゴールド 牡3青鹿 56
53 ▲石川裕紀人岡田 勇氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 496＋ 62：04．9クビ 165．5�

816 ヘ レ ン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行石川 一義氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 458＋202：05．11� 79．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，896，000円 複勝： 33，955，400円 枠連： 16，713，900円
馬連： 56，322，700円 馬単： 29，035，600円 ワイド： 24，086，500円
3連複： 59，622，000円 3連単： 90，889，500円 計： 332，521，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，100円 複 勝 � 680円 � 330円 � 290円 枠 連（3－3） 10，370円

馬 連 �� 11，560円 馬 単 �� 27，600円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 2，890円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 25，500円 3 連 単 ��� 209，190円

票 数

単勝票数 計 218960 的中 � 5650（10番人気）
複勝票数 計 339554 的中 � 11781（9番人気）� 27942（4番人気）� 33672（3番人気）
枠連票数 計 167139 的中 （3－3） 1248（25番人気）
馬連票数 計 563227 的中 �� 3774（29番人気）
馬単票数 計 290356 的中 �� 789（73番人気）
ワイド票数 計 240865 的中 �� 2399（28番人気）�� 2132（31番人気）�� 3786（18番人気）
3連複票数 計 596220 的中 ��� 1753（73番人気）
3連単票数 計 908895 的中 ��� 315（560番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―12．3―13．2―12．8―12．2―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．3―47．6―1：00．8―1：13．6―1：25．8―1：37．9―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラストシャングリラ �
�
父 キッケンクリス �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2013．8．11 新潟2着

2011．5．11生 牡3黒鹿 母 スピードビウ 母母 スピードシンゲキ 8戦1勝 賞金 8，400，000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） 1頭 ファイナルカヨ号
（非抽選馬） 1頭 インペラー号
※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。

18056 7月19日 曇 重 （26福島2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 マキノクィーン 牝4鹿 55 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 494＋ 21：44．8 2．8�
11 ランドブリーズ 牝4鹿 55 田辺 裕信西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482－161：44．9� 18．0�
610 グリューネヴォッヘ 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 470± 01：45．11� 7．1�
23 グラスプリマ 牝3鹿 52 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 506± 01：45．2� 5．2�
46 アルデグロリア 牝4栗 55 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 492＋10 〃 クビ 11．8�
34 レッドクラリス 牝3栗 52 内田 博幸 	東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450± 01：45．51� 10．5

611 チャードリー 牝5青鹿55 大野 拓弥	G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 81：45．81� 120．0�
22 スズカプリティー 牝3鹿 52 的場 勇人永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B452－ 21：46．01� 44．5�
47 スペクトロライト 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478＋101：46．1� 8．4
58 プレシャスムーン 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：46．31� 23．2�
35 	 ナルミチャン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 466－ 41：46．4クビ 84．2�
713 ハタノエンジェル 牝3鹿 52 杉原 誠人 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 486＋ 61：46．61� 9．5�
815 ミスウインストン 牝3黒鹿52 柴田 大知小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 486－ 21：47．13 72．9�
712 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 450－ 61：47．84 177．2�
59 	 グレイスフルライフ 牝4栗 55 江田 照男中西 功氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 484－ 81：48．65 108．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，576，200円 複勝： 47，864，900円 枠連： 17，183，200円
馬連： 69，214，700円 馬単： 35，597，200円 ワイド： 30，472，600円
3連複： 78，778，500円 3連単： 120，768，700円 計： 430，456，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 450円 � 180円 枠 連（1－8） 2，820円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 390円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 34，730円

票 数

単勝票数 計 305762 的中 � 85205（1番人気）
複勝票数 計 478649 的中 � 105863（1番人気）� 19940（9番人気）� 73529（3番人気）
枠連票数 計 171832 的中 （1－8） 4713（13番人気）
馬連票数 計 692147 的中 �� 15329（16番人気）
馬単票数 計 355972 的中 �� 4626（25番人気）
ワイド票数 計 304726 的中 �� 7030（14番人気）�� 22331（1番人気）�� 4398（23番人気）
3連複票数 計 787785 的中 ��� 10703（19番人気）
3連単票数 計1207687 的中 ��� 2521（122番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．2―42．8―55．5―1：07．5―1：19．6―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マキノクィーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．7 東京12着

2010．5．11生 牝4鹿 母 エクラドール 母母 プリンセスシラオキ 19戦3勝 賞金 36，600，000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 ペイシャンスゼータ号



18057 7月19日 曇 稍重 （26福島2）第5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，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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

611 シンボリディスコ 牡4栗 57 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 474－ 61：09．5 7．3�
612 ダイワソフィー 牝3芦 52 内田 博幸大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452＋ 21：09．71� 13．3�
713 ラインミーティア 牡4鹿 57 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 464－ 21：09．8	 10．5�
47 トミケンフィアブル 牡4栗 57 田辺 裕信冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 480－ 2 〃 クビ 20．3�
510 アラカメジョウ 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 454± 01：10．01� 18．0�
815 ブライトチェリー 牝4芦 55 北村 宏司 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 464－ 8 〃 クビ 2．5	
11 ロマネクイーン 牝4鹿 55 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B470＋141：10．1クビ 29．1

714 ポークチョップ 牝4鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B460＋ 2 〃 クビ 22．9�
48 ピ ン ゾ ロ 牡4栗 57 戸崎 圭太西森 鶴氏 高橋 義博 浦河 中島牧場 466＋121：10．2クビ 9．2�
12 メイショウカイモン 
3鹿 54 西田雄一郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 462＋ 2 〃 クビ 73．9
24 フレンチフェロー 
3鹿 54 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 428－ 41：10．52 51．3�
816 ジョージジョージ 牡4栗 57 石橋 脩北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456± 0 〃 ハナ 41．9�
36 ジョーヌダンブル 牝3栗 52 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 470＋ 41：10．71� 5．9�
23 シンボリネルソン 牡3黒鹿54 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 424－ 61：11．76 86．6�
59 シュリメジャー 
4黒鹿57 M．エスポジート 星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 466＋ 41：11．91� 56．7�

（伊）

35 ウォッカマティーニ 牝3芦 52 柴田 大知芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 B460± 01：12．32	 127．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，145，800円 複勝： 51，310，300円 枠連： 23，579，600円
馬連： 92，278，900円 馬単： 44，414，800円 ワイド： 38，905，600円
3連複： 105，889，400円 3連単： 163，395，700円 計： 552，920，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 400円 � 280円 枠 連（6－6） 3，520円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，050円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 8，230円 3 連 単 ��� 40，620円

票 数

単勝票数 計 331458 的中 � 35985（3番人気）
複勝票数 計 513103 的中 � 62852（3番人気）� 30624（7番人気）� 48627（4番人気）
枠連票数 計 235796 的中 （6－6） 5190（15番人気）
馬連票数 計 922789 的中 �� 18024（14番人気）
馬単票数 計 444148 的中 �� 4942（24番人気）
ワイド票数 計 389056 的中 �� 8882（10番人気）�� 9643（9番人気）�� 5732（21番人気）
3連複票数 計1058894 的中 ��� 9647（23番人気）
3連単票数 計1633957 的中 ��� 2916（111番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．1―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリディスコ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．27 東京4着

2010．4．3生 牡4栗 母 スイートアマリリス 母母 スイートソフイア 10戦2勝 賞金 25，837，000円
〔制裁〕 ラインミーティア号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 ショウナンバグース号
※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。

18058 7月19日 曇 稍重 （26福島2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．7．13以降26．7．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

89 マイネルサンオペラ 牡4栗 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 470＋ 42：40．8 4．5�

78 ルミナスレッド 牝5鹿 53 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 62：40．9� 5．0�
77 アナンジュパス 牝5鹿 52 北村 宏司�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 462－ 8 〃 ハナ 14．4�
44 エイダイポイント 牡6芦 55 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 456＋ 22：41．22 5．9�
66 カ ー マ イ ン 牡6鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 62：41．3クビ 11．6	
11 マイネルテンクウ 牡5鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 520± 02：41．51� 6．3

33 	 カンタベリーナイト 牡5鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500± 02：41．71� 25．2�
810 マイネルティンラン 牡6栗 53 M．エスポジート �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464± 02：41．91
 44．9�

（伊）

22 サンバジーリオ 牡4鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 498－ 62：42．0� 8．0
55 トライアゲイン 牡3鹿 53 横山 典弘�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 82：43．06 6．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，877，700円 複勝： 51，923，900円 枠連： 17，451，400円
馬連： 99，951，900円 馬単： 47，377，200円 ワイド： 36，175，900円
3連複： 106，673，900円 3連単： 192，639，800円 計： 586，071，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 160円 � 410円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，860円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 34，210円

票 数

単勝票数 計 338777 的中 � 60020（1番人気）
複勝票数 計 519239 的中 � 71112（4番人気）� 102123（1番人気）� 25796（8番人気）
枠連票数 計 174514 的中 （7－8） 17746（1番人気）
馬連票数 計 999519 的中 �� 63353（2番人気）
馬単票数 計 473772 的中 �� 13746（5番人気）
ワイド票数 計 361759 的中 �� 21471（2番人気）�� 4738（30番人気）�� 7597（20番人気）
3連複票数 計1066739 的中 ��� 11306（32番人気）
3連単票数 計1926398 的中 ��� 4082（162番人気）

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

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�
13．5―25．7―37．8―50．4―1：02．8―1：15．9―1：28．2―1：41．0―1：53．3―2：05．0―2：16．7―2：28．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルサンオペラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山7着

2010．4．3生 牡4栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 17戦4勝 賞金 48，112，000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。



18059 7月19日 曇 重 （26福島2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ だ た ら

安達太良ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，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

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

22 � アンアヴェンジド 牝5黒鹿55 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 米
Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

558＋161：44．0 5．9�
813 ブラインドサイド 牡5鹿 57 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496± 01：44．1	 4．4�
11 トウショウギフト 牡5鹿 57 内田 博幸トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 518－ 6 〃 アタマ 41．9�
68 セイカフォルトゥナ 牝5栗 55 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 484± 0 〃 ハナ 4．7�
711
 ダイヤノゲンセキ �6黒鹿57 石橋 脩 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 520± 01：44．2クビ 22．1	
44 スズカヴィグラス 牡5鹿 57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B498＋ 41：44．3� 8．5

710 ハ ル カ フ ジ 牡6鹿 57 吉田 豊河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 480± 01：44．72� 39．4�
56 リキサンステルス 牡4青鹿57 蛯名 正義 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B474－ 2 〃 クビ 3．2�
57 サイモンガーランド 牝5鹿 55 西田雄一郎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 81：44．91 90．7
33 コスモパルダ 牡5青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 41：45．11 54．0�
812 ディーエスコンドル 牡6鹿 57 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 466± 0 〃 クビ 19．4�
69 ステキナシャチョウ 牡7鹿 57 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 466＋121：45．84 149．6�
45 ナリタハリケーン 牡5鹿 57 大野 拓弥�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：46．33 24．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 58，642，900円 複勝： 95，929，800円 枠連： 43，782，500円
馬連： 238，347，500円 馬単： 102，797，600円 ワイド： 72，254，000円
3連複： 256，181，800円 3連単： 454，256，300円 計： 1，322，192，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 170円 � 870円 枠 連（2－8） 1，000円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，830円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 16，300円 3 連 単 ��� 73，180円

票 数

単勝票数 計 586429 的中 � 78738（4番人気）
複勝票数 計 959298 的中 � 113225（4番人気）� 187635（2番人気）� 21277（10番人気）
枠連票数 計 437825 的中 （2－8） 33657（4番人気）
馬連票数 計2383475 的中 �� 149303（5番人気）
馬単票数 計1027976 的中 �� 28177（11番人気）
ワイド票数 計 722540 的中 �� 36573（5番人気）�� 6317（31番人気）�� 6442（30番人気）
3連複票数 計2561818 的中 ��� 11782（54番人気）
3連単票数 計4542563 的中 ��� 4500（245番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―12．1―12．3―12．4―12．1―11．8―11．9―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―30．9―43．2―55．6―1：07．7―1：19．5―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アンアヴェンジド �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Known Fact デビュー 2012．2．26 中山1着

2009．5．18生 牝5黒鹿 母 Naughty Natisha 母母 Noble Natisha 15戦5勝 賞金 82，726，000円
〔発走状況〕 ステキナシャチョウ号は，枠内駐立不良〔突進〕。

18060 7月19日 曇 稍重 （26福島2）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

713 ブロードスター �4鹿 57 蛯名 正義安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 472± 01：48．4 3．7�
36 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 460± 01：48．5� 6．7�
23 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 496± 0 〃 アタマ 5．8�
510 ローズマンブリッジ 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 ハナ 8．4�
24 インステイト 牡5栗 57 M．エスポジート �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：48．6クビ 16．6	

（伊）

714 ノーヒッター 牡4黒鹿57 田辺 裕信島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 458－121：48．81	 6．2

612 エクスペリエンス 牝3栗 52

49 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 384＋ 4 〃 ハナ 50．5�

11 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿52 杉原 誠人村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 486＋ 41：48．9
 26．3�
12 ブリリアントアスク 牝4鹿 55 武士沢友治廣崎 利洋氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 454＋ 6 〃 クビ 16．5
35 オンタケハート 牡3鹿 54 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 478－101：49．0
 12．7�
48 ロジテースト 牡3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 436－ 81：49．31� 31．4�
815 パープルセイル 牝3黒鹿 52

49 ▲石川裕紀人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 424－ 41：49．62 15．1�
611 セカイノカナ 牝4芦 55

52 ▲伴 啓太泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 442＋ 21：50．34 144．7�
59 グラントリノ 牝5栗 55 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 430－ 41：50．83 279．6�
816� ラブインペラートル 牡3栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：51．65 114．6�
47 トゥルヴァーユ 牝4芦 55 西田雄一郎 �グリーンファーム矢野 英一 日高 天羽 禮治 522－ 61：52．02
 78．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，145，100円 複勝： 84，049，700円 枠連： 43，655，000円
馬連： 143，199，700円 馬単： 67，119，300円 ワイド： 64，639，600円
3連複： 177，841，200円 3連単： 291，992，100円 計： 926，641，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 230円 � 180円 枠 連（3－7） 650円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 540円 �� 440円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 15，560円

票 数

単勝票数 計 541451 的中 � 116054（1番人気）
複勝票数 計 840497 的中 � 175737（1番人気）� 81709（4番人気）� 122436（2番人気）
枠連票数 計 436550 的中 （3－7） 51727（2番人気）
馬連票数 計1431997 的中 �� 71782（3番人気）
馬単票数 計 671193 的中 �� 18397（5番人気）
ワイド票数 計 646396 的中 �� 30655（3番人気）�� 39296（2番人気）�� 20850（5番人気）
3連複票数 計1778412 的中 ��� 46025（3番人気）
3連単票数 計2919921 的中 ��� 13602（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．0―48．5―1：00．7―1：12．6―1：24．4―1：35．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブロードスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．11．3 京都5着

2010．3．29生 �4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 22戦2勝 賞金 32，017，000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。



（26福島2）第5日 7月19日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 175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

179，860，000円
2，080，000円
10，680，000円
1，320，000円
15，910，000円
65，730，500円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
371，571，400円
584，204，100円
242，097，600円
972，303，500円
497，462，000円
397，715，900円
1，116，608，700円
1，851，760，300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 6，033，723，500円

総入場人員 7，857名 （有料入場人員 6，106名）
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