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18025 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第1競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時10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� 基準タイム2：57．4良

67 タニノタキシード 牡5黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 482＋103：01．1 2．5�
44 ビッグプレゼンター 牡6鹿 60 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 482＋ 4 〃 クビ 14．0�
55 ウインイルソーレ 牡4鹿 60 石神 深一�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 484＋ 43：01．31� 5．8�
79 � ウルトラサウンド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520＋ 43：01．62 3．0�
811 オ ベ レ ッ ク 牡5鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 476＋ 43：02．55 9．7�
11 � インキュベーター �5鹿 60 金子 光希吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 488－ 23：03．24 62．3	
22 シゲルキシュウ 牡4芦 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 500＋ 43：03．3	 82．7

33 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 江田 勇亮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 480－ 63：03．72 21．8�
710 マイネルドメニカ 牡6栗 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 63：05．5大差 29．2
68 マイネルブルズアイ 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 480－ 43：06．88 16．3�
812 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 58 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 462－123：08．39 148．6�
56 � リネンハイブリット 牡7栗 60 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 460－ 23：14．6大差 112．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 10，385，500円 複勝： 14，083，100円 枠連： 7，332，700円
馬連： 28，412，300円 馬単： 18，278，600円 ワイド： 14，453，200円
3連複： 40，707，300円 3連単： 68，157，800円 計： 201，810，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 240円 � 170円 枠 連（4－6） 1，190円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 630円 �� 350円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 9，600円

票 数

単勝票数 計 103855 的中 � 32822（1番人気）
複勝票数 計 140831 的中 � 47579（1番人気）� 10450（5番人気）� 18678（3番人気）
枠連票数 計 73327 的中 （4－6） 4753（4番人気）
馬連票数 計 284123 的中 �� 14802（4番人気）
馬単票数 計 182786 的中 �� 6611（7番人気）
ワイド票数 計 144532 的中 �� 5757（7番人気）�� 11601（2番人気）�� 3938（11番人気）
3連複票数 計 407073 的中 ��� 15124（5番人気）
3連単票数 計 681578 的中 ��� 5143（25番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．6－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノタキシード �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー 2012．10．14 京都2着

2010．5．6生 牡5黒鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ 障害：4戦1勝 賞金 12，700，000円

18026 7月11日 晴 良 （27福島2）第3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

610 ブラゾンドゥリス 牡3鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 500＋ 81：46．1 1．6�

34 ミスタービン 牡3鹿 56 津村 明秀平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 81：46．52� 173．8�
814 タイセイプレシャス 牡3栗 56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 462－ 21：47．13� 4．3�
815 ハードアスリート 牡3鹿 56 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 486＋ 21：47．73� 85．4�
35 ダブルヨウコ 牝3青鹿54 松岡 正海河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 454± 01：47．91� 27．3�
47 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 L．オールプレス 	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B508± 01：48．11 17．5


（新）

11 トゥルースナイト 牡3黒鹿 56
53 ▲木幡 初也	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 462± 01：48．63 198．9�

713 パ ヴ ォ ー ネ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 540＋121：48．81� 10．8�
712 ク ド ー ス 牡3栗 56 伊藤 工真窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 450＋ 21：48．9クビ 127．4
46 ラジャスタン 牡3黒鹿56 柴田 大知�ラ・メール 高木 登 浦河 荻伏服部牧場 476＋ 21：49．22 14．6�
58 ノースフォンテン 牡3芦 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 458－ 21：49．3� 20．9�
59 オブストラクション 牡3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 528＋121：49．51� 25．8�
23 セイウンアサヒ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 パカパカ

ファーム 484－ 41：49．82 21．4�
611 トラディショナル 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 440＋ 6 〃 ハナ 244．6�

22 サクラクロノス 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 508 ―1：53．3大差 141．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，426，400円 複勝： 39，980，600円 枠連： 13，022，100円
馬連： 46，357，600円 馬単： 30，201，400円 ワイド： 27，715，100円
3連複： 61，134，000円 3連単： 97，172，600円 計： 339，009，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，300円 � 140円 枠 連（3－6） 1，880円

馬 連 �� 14，330円 馬 単 �� 13，820円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 200円 �� 7，870円

3 連 複 ��� 13，060円 3 連 単 ��� 70，800円

票 数

単勝票数 計 234264 的中 � 110760（1番人気）
複勝票数 計 399806 的中 � 194560（1番人気）� 3172（11番人気）� 56281（2番人気）
枠連票数 計 130221 的中 （3－6） 5366（8番人気）
馬連票数 計 463576 的中 �� 2507（34番人気）
馬単票数 計 302014 的中 �� 1638（31番人気）
ワイド票数 計 277151 的中 �� 1618（38番人気）�� 44999（1番人気）�� 761（49番人気）
3連複票数 計 611340 的中 ��� 3509（37番人気）
3連単票数 計 971726 的中 ��� 995（194番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．4―43．2―56．3―1：08．8―1：21．2―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラゾンドゥリス �
�
父 ノボジャック �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．12．20 中京6着

2012．6．2生 牡3鹿 母 ブライアンズソノ 母母 シスターソノ 5戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラクロノス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クレスタラン号・シンボリセザンヌ号
※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



18027 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時15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

712 クワッドアクセル 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 442－101：46．2 11．6�
11 ハイヴォルテージ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440＋ 61：46．3� 4．9�
34 � ヌ ー ナ 牝3黒鹿54 L．オールプレス 岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

514± 01：46．62 6．2�
（新）

23 デュアルフレイム 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B446± 0 〃 アタマ 16．6�
59 ケンベストカフェ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 478＋ 21：46．7� 2．3	
47 キ ー タ イ プ 牡3栗 56 江田 照男北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 446± 01：47．01� 6．6

46 モ エ ル ア 牝3黒鹿54 内田 博幸山口功一郎氏 栗田 徹 日高 白井牧場 504＋161：47．42� 31．7�
713 アイティワイルド 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 468 ―1：47．61� 115．0�
610 スズヨサムソン 牝3黒鹿54 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 466－ 61：48．02� 32．3
611 アップセッター 牡3栃栗56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444± 01：48．21 40．4�
22 ファニーガール 牝3栗 54 西田雄一郎水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 440－121：48．83� 170．1�
58 サルバドールガロ 牡3鹿 56 石橋 脩 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 446＋ 6 〃 クビ 150．8�
814 タマヨリモハヤク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 476－ 21：48．9� 433．4�
815 アドマイヤドラゴン 牡3鹿 56 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B466－101：50．17 21．7�
35 ラブマンデラ 牡3鹿 56 大野 拓弥 M・

Kenichiホールディング� 高木 登 新ひだか 萩澤 俊雄 B464 ―1：53．3大差 242．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，327，400円 複勝： 37，987，300円 枠連： 12，970，900円
馬連： 53，648，100円 馬単： 29，839，800円 ワイド： 28，831，600円
3連複： 66，704，500円 3連単： 94，204，300円 計： 348，513，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 260円 � 210円 � 270円 枠 連（1－7） 2，720円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，560円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，170円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 52，170円

票 数

単勝票数 計 243274 的中 � 16653（5番人気）
複勝票数 計 379873 的中 � 36600（4番人気）� 51762（2番人気）� 35486（5番人気）
枠連票数 計 129709 的中 （1－7） 3683（13番人気）
馬連票数 計 536481 的中 �� 14177（9番人気）
馬単票数 計 298398 的中 �� 3410（23番人気）
ワイド票数 計 288316 的中 �� 9765（7番人気）�� 6207（14番人気）�� 7849（9番人気）
3連複票数 計 667045 的中 ��� 6722（23番人気）
3連単票数 計 942043 的中 ��� 1309（168番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．0―42．4―55．0―1：07．6―1：20．6―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クワッドアクセル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．8．10 新潟13着

2012．3．16生 牡3栗 母 ト ピ ア リ ー 母母 アラビックナイト 10戦1勝 賞金 8，340，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブマンデラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウェイトゥゴー号・ジャコバイティズム号
※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。

18028 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時45分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム2：57．4良

44 マイネルアダマス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 434－162：58．6 15．3�

89 プレミアムウォーズ �6栗 60 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 466＋ 42：59．34 49．5�
55 トニーポケット 牡6鹿 60 熊沢 重文藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 B482－ 42：59．4� 3．2�
22 ラッキーストリーク 牡5鹿 62 蓑島 靖典藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 450－ 22：59．72 2．4�
11 セイウンコレット 牝4黒鹿58 原田 和真西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 462－102：59．91� 12．2�
66 	 カシノデューク 牡6栗 60 石神 深一柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494－ 23：00．0� 18．6	
88 	 パ ス テ ィ 牡6鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 466－ 43：01．38 7．6

77 レッドアーヴィング �6栗 62 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 83：02．25 5．7�
33 サンマルボス 牡8鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B486＋ 83：04．0大差 75．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，156，600円 複勝： 16，006，000円 枠連： 7，490，000円
馬連： 32，893，000円 馬単： 23，272，800円 ワイド： 16，599，100円
3連複： 42，294，000円 3連単： 87，936，400円 計： 243，647，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 370円 � 520円 � 170円 枠 連（4－8） 4，420円

馬 連 �� 15，860円 馬 単 �� 33，180円

ワ イ ド �� 3，750円 �� 730円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 18，330円 3 連 単 ��� 164，730円

票 数

単勝票数 計 171566 的中 � 8948（6番人気）
複勝票数 計 160060 的中 � 10177（7番人気）� 6721（8番人気）� 30763（2番人気）
枠連票数 計 74900 的中 （4－8） 1311（16番人気）
馬連票数 計 328930 的中 �� 1607（30番人気）
馬単票数 計 232728 的中 �� 526（56番人気）
ワイド票数 計 165991 的中 �� 1098（30番人気）�� 6160（9番人気）�� 2568（22番人気）
3連複票数 計 422940 的中 ��� 1730（52番人気）
3連単票数 計 879364 的中 ��� 387（318番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 54．1－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアダマス 
�
父 アドマイヤマックス 

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．6．25 函館2着

2009．2．21生 牡6鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 障害：4戦2勝 賞金 19，000，000円
〔制裁〕 マイネルアダマス号の騎手五十嵐雄祐は，2周目1号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：9番）

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　ドリームユニバンス号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



18029 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第5競走 ��1，200�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
1：08．5
1：07．8

良
良

33 キャプテンペリー 牡2栗 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 456 ―1：10．6 5．1�
79 ナンヨーアミーコ 牡2栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 408 ―1：11．34 2．7�
22 タイキマロン 牝2鹿 54 田辺 裕信�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 436 ―1：11．72� 15．6�
66 クインズクオーツ 牡2栗 54 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 418 ―1：11．8� 7．2�
810 ラ ブ タ ー ボ 牝2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 420 ―1：12．0� 36．0	
11 マイネルパッセ 牡2栗 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 440 ―1：12．21� 3．1

55 ニンギョヒメ 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 412 ―1：12．52 66．6�
44 ユーランシャンティ 牡2鹿 54 松岡 正海伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 492 ―1：12．6� 30．3�
811 シュノンソー 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 新ひだか 萩澤 俊雄 452 ―1：12．7クビ 69．8
78 トドロキボサツ 牝2鹿 54 武士沢友治原田昭太郎氏 古賀 史生 青森 長谷地 義正 412 ―1：13．01� 26．1�

（10頭）
67 トウショウレイダー 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，616，300円 複勝： 22，128，700円 枠連： 9，285，600円
馬連： 41，490，200円 馬単： 26，213，900円 ワイド： 19，260，900円
3連複： 46，997，700円 3連単： 82，939，800円 計： 274，933，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 140円 � 250円 枠 連（3－7） 630円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 340円 �� 780円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 差引計 266163（返還計 283） 的中 � 44241（3番人気）
複勝票数 差引計 221287（返還計 244） 的中 � 39147（3番人気）� 48820（1番人気）� 17788（5番人気）
枠連票数 差引計 92856（返還計 23） 的中 （3－7） 11399（2番人気）
馬連票数 差引計 414902（返還計 1359） 的中 �� 40277（3番人気）
馬単票数 差引計 262139（返還計 758） 的中 �� 11593（7番人気）
ワイド票数 差引計 192609（返還計 752） 的中 �� 15888（3番人気）�� 5968（10番人気）�� 7366（8番人気）
3連複票数 差引計 469977（返還計 3287） 的中 ��� 13678（8番人気）
3連単票数 差引計 829398（返還計 5605） 的中 ��� 5229（37番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―12．4―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．4―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2013．4．15生 牡2栗 母 メイグレイス 母母 サンシャインステラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 トウショウレイダー号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。

18030 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走13時05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

23 フローラルダンサー 牝3鹿 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 504－ 41：09．8 2．7�
11 アンジュデトワール 牝3鹿 54 大野 拓弥 �シルクレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 454－ 61：09．9� 18．2�
611 ショーピース 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 394－ 2 〃 クビ 58．9�

816 エスティルンバ 牝3栗 54 内田 博幸 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 422－ 21：10．21� 8．4�

36 ム サ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 61：10．41 7．1�

12 サーストンカインド 牝3鹿 54 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 タニグチ牧場 488＋101：10．82� 3．4	
612 アンダリューサイト 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 444－ 4 〃 ハナ 69．9

510 トーセンプリズム 牝3栗 54 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 81：11．12 85．6�
48 キョウエイボサツ 牝3栗 54 武士沢友治田中 晴夫氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 454± 01：11．2� 87．1
35 ハジメノイッポ 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 B464－ 4 〃 クビ 95．2�
24 レーヴシャルマン 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B494－121：11．4� 16．8�
59 コーリンブリリアン 牝3鹿 54 石橋 脩伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 430－ 61：11．5� 14．2�
714 サクセスクイーン 牝3栗 54 田中 勝春小林 章氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 406－ 2 〃 クビ 46．2�
815 ネコハッピー 牝3黒鹿54 L．オールプレス 桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 438＋ 21：11．6クビ 18．4�

（新）

47 タイドミュージック 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎植木 茂年氏 伊藤 正徳 日高 春木 昭雄 460＋ 21：12．55 403．9�

713 ケンブリッジヒカリ 牝3鹿 54 柴田 大知中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 41：12．6� 200．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，167，500円 複勝： 34，223，400円 枠連： 17，301，400円
馬連： 59，583，700円 馬単： 28，855，300円 ワイド： 31，547，800円
3連複： 72，106，800円 3連単： 95，200，900円 計： 365，986，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 370円 � 990円 枠 連（1－2） 400円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，070円 �� 6，340円

3 連 複 ��� 22，380円 3 連 単 ��� 73，270円

票 数

単勝票数 計 271675 的中 � 80139（1番人気）
複勝票数 計 342234 的中 � 84381（1番人気）� 20627（7番人気）� 6719（10番人気）
枠連票数 計 173014 的中 （1－2） 32796（1番人気）
馬連票数 計 595837 的中 �� 27359（6番人気）
馬単票数 計 288553 的中 �� 7462（8番人気）
ワイド票数 計 315478 的中 �� 10421（7番人気）�� 3871（24番人気）�� 1236（51番人気）
3連複票数 計 721068 的中 ��� 2416（67番人気）
3連単票数 計 952009 的中 ��� 942（220番人気）

ハロンタイム 9．5―11．2―11．4―12．3―12．8―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．7―32．1―44．4―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．7
3 ・（11，3，5，10）16（1，2）（9，13）（4，12，15）－（6，14）－8－7 4 11（3，5，10）（1，2，16）－4－6（9，12，15）14（8，13）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フローラルダンサー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．10．19 東京11着

2012．5．23生 牝3鹿 母 ラインクラージュ 母母 シュガーエンジェル 5戦1勝 賞金 7，810，000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 コウエイラブリー号
※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。



18031 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第7競走 ��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

714 サクラベルカント 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 514－ 41：09．9 4．6�
12 ピュアノアール 牝3鹿 54 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 432± 0 〃 クビ 2．4�
59 ゴールドサーベラス 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 438± 01：10．21� 3．5�
47 ル パ ン 牡3栗 56 原田 和真宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 442± 0 〃 クビ 49．1�
510 ミスチフウイッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442＋ 21：10．3� 16．9	
48 スリーコンサート 牝3鹿 54 内田 博幸永井商事� 田中 剛 安平 ノーザンファーム 440－ 61：10．61� 15．3

612 スニップレイ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 荒井ファーム 480－16 〃 クビ 106．6�
611 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿54 蛯名 正義小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 460± 0 〃 ハナ 7．2�
816 ケイツーノート 牝3鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 酒井 秀紀 452－14 〃 ハナ 147．4
815 ザ キ ス 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 前田 宗将 472＋ 41：10．91� 224．3�
35 ドリーマーズハイ 牝3黒鹿54 伊藤 工真飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 460＋ 61：11．11� 127．2�
24 キ ノ ル 牝3芦 54 津村 明秀�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 61：11．31 145．7�
713 ダッシングブルー 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 496－ 21：11．51� 96．6�
11 メリケンガール 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太坪野谷和平氏 和田 雄二 洞�湖 レイクヴィラファーム 412－301：12．24 337．4�
36 ラブノキセキ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也浦新 德司氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 434＋ 61：12．62� 160．6�
23 ゼ ノ 牡3鹿 56 L．オールプレス �ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 448＋ 61：13．02� 83．3�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，198，900円 複勝： 34，780，400円 枠連： 15，404，800円
馬連： 64，357，500円 馬単： 35，537，200円 ワイド： 30，342，600円
3連複： 73，315，800円 3連単： 116，883，700円 計： 400，820，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（1－7） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 300円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 301989 的中 � 51971（3番人気）
複勝票数 計 347804 的中 � 60918（3番人気）� 74590（1番人気）� 70180（2番人気）
枠連票数 計 154048 的中 （1－7） 18760（2番人気）
馬連票数 計 643575 的中 �� 67319（2番人気）
馬単票数 計 355372 的中 �� 16517（5番人気）
ワイド票数 計 303426 的中 �� 24700（2番人気）�� 20589（4番人気）�� 36413（1番人気）
3連複票数 計 733158 的中 ��� 71691（1番人気）
3連単票数 計1168837 的中 ��� 16379（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．8―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラベルカント �
�
父 サクラゼウス �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2015．2．21 東京11着

2012．3．31生 牡3鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス 3戦1勝 賞金 5，290，000円
〔その他〕 ゼノ号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルユカタマツリ号
（非抽選馬） 2頭 ヴァンドデセール号・サンコールドウェル号
※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。

18032 7月11日 晴 良 （27福島2）第3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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

56 ツインキャンドル 牝4鹿 55
52 ▲石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B454＋ 81：45．6 6．8�

812 メリーウィドウ 牝4鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 41：46．34 3．4�
69 デザートオブムーン 牝4黒鹿55 石橋 脩 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476－ 21：46．51� 14．4�
45 � ラゴディラゴライ 牝5鹿 55 蛯名 正義佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：47．13� 20．2�
813 エドノプリンセス 牝4鹿 55 田中 勝春遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 466＋ 21：47．31� 16．4	
11 クリッパールート 牝3黒鹿52 北村 宏司�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 462＋ 21：47．4	 6．0

22 � ピンクシャドウ 牝4栗 55 西田雄一郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 496± 0 〃 クビ 19．0�
33 テ イ ア 牝3鹿 52 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 404－ 41：47．5� 70．5�
44 マックスユーキャン 牝4栗 55 津村 明秀 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 81：48．03 8．8
68 ナナイロボタン 牝3栗 52 戸崎 圭太 �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：48．21� 3．7�
57 スラリーアイス 牝3黒鹿52 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 446－ 81：48．41 60．1�
711 ナムラビジン 牝5鹿 55 大野 拓弥奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 490－ 81：48．6	 155．9�

（12頭）
710� カンタベリーヒメ 牝3鹿 52

49 ▲木幡 初也峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 444－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，232，200円 複勝： 43，213，300円 枠連： 19，480，700円
馬連： 71，691，000円 馬単： 35，065，700円 ワイド： 35，543，200円
3連複： 82，040，200円 3連単： 116，365，200円 計： 432，631，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 150円 � 290円 枠 連（5－8） 870円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，260円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 17，820円

票 数

単勝票数 差引計 292322（返還計 661） 的中 � 34385（4番人気）
複勝票数 差引計 432133（返還計 1180） 的中 � 40885（5番人気）� 98483（1番人気）� 32320（6番人気）
枠連票数 差引計 194807（返還計 152） 的中 （5－8） 17208（3番人気）
馬連票数 差引計 716910（返還計 5369） 的中 �� 53825（2番人気）
馬単票数 差引計 350657（返還計 3389） 的中 �� 11884（4番人気）
ワイド票数 差引計 355432（返還計 3512） 的中 �� 22066（2番人気）�� 6818（18番人気）�� 12441（7番人気）
3連複票数 差引計 820402（返還計 12213） 的中 ��� 18630（9番人気）
3連単票数 差引計1163652（返還計 16985） 的中 ��� 4734（43番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―29．9―42．2―54．9―1：07．2―1：19．8―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ツインキャンドル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．12．8 中山13着

2011．5．11生 牝4鹿 母 モンローライン 母母 ビッグモンロー 15戦3勝 賞金 30，250，000円
〔競走除外〕 カンタベリーヒメ号は，発走地点で疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔発走状況〕 ピンクシャドウ号・マックスユーキャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



18033 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第9競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

810 ゴールドメイン 牡5栗 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 B464＋ 22：38．6 11．6�
67 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 田辺 裕信 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 4．0�
33 ラブアポロン 牡3芦 54 横山 典弘 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 浦河 酒井牧場 468＋ 42：39．23� 6．0�
811 スペキュロス 牡3鹿 54 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 490＋ 22：39．52 2．1�
66 ナンヨーテンプル 牡3黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 476－ 42：39．7	 19．5	
22 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 原田 和真大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 458＋ 22：39．8	 118．9

55 アグネスドリーム 牡4黒鹿57 松岡 正海渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 454－ 92：39．9� 7．4�
44 
 アメリカンゴールド 牡3鹿 54 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate B524＋ 42：40．32� 19．6�
11 セカイノカナ 牝5芦 55 L．オールプレス 泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 458－ 62：43．5大差 108．6

（新）

79 � ペイシャゴンジセ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 498－ 22：44．13� 53．1�
78 マコトダッソー 牡3栗 54 石川裕紀人�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 476－ 22：44．42 147．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，921，800円 複勝： 39，879，800円 枠連： 16，541，200円
馬連： 76，990，100円 馬単： 45，182，500円 ワイド： 33，413，000円
3連複： 82，732，300円 3連単： 161，942，600円 計： 491，603，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 250円 � 160円 � 190円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 520円 �� 720円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 20，420円

票 数

単勝票数 計 349218 的中 � 24064（5番人気）
複勝票数 計 398798 的中 � 35213（5番人気）� 71198（2番人気）� 54798（3番人気）
枠連票数 計 165412 的中 （6－8） 40687（1番人気）
馬連票数 計 769901 的中 �� 34057（7番人気）
馬単票数 計 451825 的中 �� 7171（18番人気）
ワイド票数 計 334130 的中 �� 16511（7番人気）�� 11377（10番人気）�� 19695（5番人気）
3連複票数 計 827323 的中 ��� 24024（10番人気）
3連単票数 計1619426 的中 ��� 5747（75番人気）

ハロンタイム 12．9―10．6―11．9―12．1―12．5―12．7―13．4―12．3―12．4―11．7―11．9―11．9―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�
12．9―23．5―35．4―47．5―1：00．0―1：12．7―1：26．1―1：38．4―1：50．8―2：02．5―2：14．4―2：26．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドメイン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．13 東京5着

2010．3．23生 牡5栗 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ 21戦3勝 賞金 46，350，000円
〔発走状況〕 セカイノカナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャゴンジセ号・マコトダッソー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8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。

18034 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ し ま

松 島 特 別
発走15時10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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ダイワリベラル 牡4黒鹿57 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 508－121：59．5 1．9�
77 ガ チ バ ト ル 牡5栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 450－ 21：59．71� 10．4�
66 ブリリアントアスク 牝5鹿 55 蛯名 正義廣崎 利洋氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 456－ 6 〃 クビ 85．3�
89 イタリアンネオ 牡4黒鹿57 田辺 裕信平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 530－ 41：59．8クビ 8．2�
33 ネコタイショウ 牡5鹿 57 L．オールプレス 桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 444－ 8 〃 ハナ 11．0�

（新）

22 ヒロノプリンス 牡5鹿 57 内田 博幸サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 454－ 42：00．01	 33．1	
55 インパラトール 牡5鹿 57 松岡 正海榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 前川ファーム 514± 02：00．1
 31．1

78 マイネグレヴィル 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 22：00．42 4．0�
44 アドマイヤカーリン 牡7青鹿57 戸崎 圭太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 486－ 42：00．61� 13．4�
810 マトリックスコード �5栗 57 北村 宏司 社台レースホース池上 昌和 千歳 社台ファーム 522＋ 22：02．210 25．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，263，300円 複勝： 51，863，100円 枠連： 21，401，500円
馬連： 109，503，200円 馬単： 61，643，300円 ワイド： 45，574，500円
3連複： 121，765，300円 3連単： 236，742，500円 計： 691，756，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 230円 � 1，080円 枠 連（1－7） 260円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，150円 �� 6，080円

3 連 複 ��� 14，010円 3 連 単 ��� 37，080円

票 数

単勝票数 計 432633 的中 � 174591（1番人気）
複勝票数 計 518631 的中 � 172503（1番人気）� 49619（4番人気）� 7689（10番人気）
枠連票数 計 214015 的中 （1－7） 62146（1番人気）
馬連票数 計1095032 的中 �� 108098（3番人気）
馬単票数 計 616433 的中 �� 40936（4番人気）
ワイド票数 計 455745 的中 �� 36206（2番人気）�� 5125（24番人気）�� 1775（41番人気）
3連複票数 計1217653 的中 ��� 6514（45番人気）
3連単票数 計2367425 的中 ��� 4628（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．8―35．6―48．1―1：00．3―1：12．4―1：24．0―1：35．7―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワリベラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．10．6 東京7着

2011．5．26生 牡4黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 16戦4勝 賞金 71，257，000円
〔制裁〕 ヒロノプリンス号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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。



18035 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第11競走 ��
��1，800�

あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．7．12以降27．7．5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

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

814 バロンドゥフォール 牡5鹿 55 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 484－ 21：46．1 3．4�
713 ケイアイチョウサン 牡5黒鹿57 横山 典弘�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 448－ 21：46．2� 12．8�
611 ケイティープライド 牡5鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 14．7�
610 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 大野 拓弥曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 504± 01：46．4� 25．8�
22 � ベリーフィールズ 牝7鹿 51 江田 照男 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 464－ 4 〃 クビ 27．1�
815 オメガキングティー 牡5鹿 54 北村 宏司原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 アタマ 18．0	
23 オコレマルーナ 牡6青鹿55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 446＋ 8 〃 ハナ 7．0

59 ブロードスター 
5鹿 53 津村 明秀安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 472－ 81：46．5クビ 61．5�
34 パシャドーラ 牝5鹿 52 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－ 41：46．71� 7．3�
11 � メイショウインロウ 牡6栗 55 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 522－201：46．8 62．2
46 マーブルカテドラル 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 446－ 81：46．9 8．7�
712 ロジメジャー 牡6黒鹿54 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 アタマ 41．4�
58 コスモユッカ 牡6鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 478－ 61：47．43 56．3�
35 ブライトボーイ 牡6鹿 54 蛯名 正義古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480－10 〃 クビ 39．0�
47 サ ン グ ラ ス 牡4青鹿55 田中 勝春玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B490－101：47．72 5．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，083，500円 複勝： 118，745，100円 枠連： 68，436，400円
馬連： 285，665，400円 馬単： 119，676，100円 ワイド： 117，169，100円
3連複： 373，017，900円 3連単： 535，724，000円 計： 1，692，517，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 310円 � 410円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，060円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 11，240円 3 連 単 ��� 47，750円

票 数

単勝票数 計 740835 的中 � 171072（1番人気）
複勝票数 計1187451 的中 � 265598（1番人気）� 87620（5番人気）� 62069（7番人気）
枠連票数 計 684364 的中 （7－8） 47844（4番人気）
馬連票数 計2856654 的中 �� 114287（5番人気）
馬単票数 計1196761 的中 �� 28346（9番人気）
ワイド票数 計1171691 的中 �� 40460（4番人気）�� 28567（10番人気）�� 10091（36番人気）
3連複票数 計3730179 的中 ��� 24875（33番人気）
3連単票数 計5357240 的中 ��� 8133（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．5―46．0―57．3―1：09．0―1：21．5―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バロンドゥフォール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．11 東京2着

2010．3．3生 牡5鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ 14戦5勝 賞金 78，555，000円
※ブロードスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18036 7月11日 晴 良 （27福島2）第3日 第12競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走16時30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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

816 ドラゴンゲート 牡3栗 54 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464＋ 41：08．2 8．3�
611 ロトラトゥール 牝4鹿 55 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B492－ 81：08．62� 6．0�
36 � タ カ ミ ル 牡6芦 57 大庭 和弥村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 496－141：08．81� 57．7�
12 ナンゴクロマンス 牝3鹿 52 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 448－ 21：09．01� 25．3�
11 マサノグリンベレー 牡4青 57 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 498＋ 61：09．1� 5．1�
35 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 492＋ 81：09．2	 16．2�
510� サウスキング 牡4黒鹿57 西田雄一郎南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 478－ 2 〃 ハナ 4．0	
815 フレックスハート 牝5鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B484＋ 41：09．3クビ 27．4

612 ミカルベウス 牝4芦 55 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480＋ 21：09．51� 4．7�
713� ラブミーブルー 牝4栗 55 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 サンローゼン 454－ 61：09．6クビ 144．1�
59 ジョブックガーター 牡5青 57 武士沢友治萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 444－121：09．7	 16．0�
714 ケモノタイプ 牡3栗 54 江田 照男副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 B480＋ 21：10．23 99．1�
23 � シセイムゲン 牡4黒鹿57 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 506－ 41：10．94 206．3�
47 センコウノマイヒメ 牝3黒鹿52 内田 博幸ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 494－ 21：11．1	 47．0�
48 サウスセレクト 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 528＋ 81：12．37 23．1�
24 コスモサビク 牡3栗 54

51 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか グランド牧場 454＋ 21：13．79 159．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，093，200円 複勝： 81，389，800円 枠連： 46，995，200円
馬連： 162，571，100円 馬単： 70，886，800円 ワイド： 78，992，900円
3連複： 200，970，200円 3連単： 305，048，600円 計： 1，002，947，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 320円 � 240円 � 1，020円 枠 連（6－8） 1，030円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 5，730円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 36，560円 3 連 単 ��� 162，020円

票 数

単勝票数 計 560932 的中 � 53849（5番人気）
複勝票数 計 813898 的中 � 67951（5番人気）� 101016（4番人気）� 17762（11番人気）
枠連票数 計 469952 的中 （6－8） 35310（4番人気）
馬連票数 計1625711 的中 �� 46273（9番人気）
馬単票数 計 708868 的中 �� 9288（19番人気）
ワイド票数 計 789929 的中 �� 20934（8番人気）�� 3479（52番人気）�� 4225（48番人気）
3連複票数 計2009702 的中 ��� 4122（114番人気）
3連単票数 計3050486 的中 ��� 1365（543番人気）

ハロンタイム 9．4―10．8―11．3―11．9―12．1―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．2―31．5―43．4―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンゲート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．14 東京4着

2012．3．16生 牡3栗 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 6戦2勝 賞金 15，600，000円
〔騎手変更〕 センコウノマイヒメ号の騎手木幡初也は，第8競走の発走地点での負傷のため内田博幸に変更。
〔制裁〕 サウスキング号の騎手西田雄一郎は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔その他〕 サウスセレクト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 コスモサビク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月11日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 サウスセレクト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年8月11日まで出走できない。



（27福島2）第3日 7月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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

196，270，000円
5，220，000円
5，720，000円
1，170，000円
17，610，000円
59，571，750円
5，304，200円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
396，872，600円
534，280，600円
255，662，500円
1，033，163，200円
524，653，400円
479，443，000円
1，263，786，000円
1，998，318，400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 6，486，179，700円

総入場人員 9，500名 （有料入場人員 7，590名）
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