
18037 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第1競走 ��
��1，150�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
1：08．5
1：08．5

良
良

713 ノーフォロワー 牡2鹿 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458－ 41：09．6 1．5�

816 ブライトピスケス 牡2栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 474＋ 21：09．81 195．6�

59 カゼノカムイ 牡2鹿 54 蛯名 正義菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 458－ 21：10．11� 19．2�
815 ス イ シ ン 牝2黒鹿54 L．オールプレス 重松 國建氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 424－ 21：10．2� 240．0�

（新）

36 ナンヨーファミユ 牡2鹿 54 川田 将雅中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 440－ 6 〃 クビ 6．8�
48 グレートヒット 牡2栗 54 北村 宏司黒川 哲美氏 武井 亮 新冠 ハクツ牧場 442± 01：10．62� 17．4	
510 デビルウイング 牡2栗 54 田辺 裕信 
スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 458＋ 41：11．23� 38．2�
47 シゲルクロダイ 牡2鹿 54 M．デムーロ森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 476± 0 〃 ハナ 9．5�
35 トウショウシェル 牡2芦 54 石橋 脩トウショウ産業 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 01：11．62� 146．0�
24 オコルミラクル 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 西村 和夫 436± 01：12．02� 97．5�
612 ジュンストレート 牝2鹿 54 大野 拓弥河合 純二氏 田中 剛 日高 白瀬 盛雄 432± 01：12．2� 137．0�
11 カズノメガミ 牝2鹿 54 内田 博幸鈴木 可一氏 尾形 充弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 444－161：12．52 20．1�
611 アヤノバンマツリ 牝2芦 54

51 ▲石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 476＋ 41：13．13� 69．4�
23 マウシムトウショウ 牝2栗 54 津村 明秀トウショウ産業 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－101：13．63 14．8�
714 ペキンドール 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 418± 0 〃 ハナ 433．8�
12 パーティザンマイ 牡2鹿 54 江田 照男
ミルファーム 松山 将樹 日高 前川 義則 448＋ 21：13．91� 260．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，143，900円 複勝： 69，611，900円 枠連： 14，885，500円
馬連： 57，533，900円 馬単： 37，026，300円 ワイド： 30，044，000円
3連複： 73，058，600円 3連単： 114，908，900円 計： 426，213，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，690円 � 330円 枠 連（7－8） 4，070円

馬 連 �� 12，210円 馬 単 �� 14，530円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 650円 �� 22，610円

3 連 複 ��� 44，940円 3 連 単 ��� 181，100円

票 数

単勝票数 計 291439 的中 � 153633（1番人気）
複勝票数 計 696119 的中 � 456574（1番人気）� 3535（12番人気）� 21982（6番人気）
枠連票数 計 148855 的中 （7－8） 2831（13番人気）
馬連票数 計 575339 的中 �� 3649（28番人気）
馬単票数 計 370263 的中 �� 1911（36番人気）
ワイド票数 計 300440 的中 �� 2047（29番人気）�� 12824（7番人気）�� 327（76番人気）
3連複票数 計 730586 的中 ��� 1219（90番人気）
3連単票数 計1149089 的中 ��� 460（369番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．3―12．3―12．7―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―31．9―44．2―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．7
3 ・（13，16）（7，10）（8，6，15）4－（5，11）3（12，14）2－9＝1 4 13（16，6，15）7（4，10，8）－5－（3，12，11，9）14，2＝1

勝馬の
紹 介

ノーフォロワー �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2015．6．21 東京2着

2013．2．28生 牡2鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 オコルミラクル号の騎手木幡初也は，負傷のため野中悠太郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パーティザンマイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月12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 タマモシルクハット号
※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。

18038 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：08．5
1：07．8

良
良

610 ブランデーグラス 牡2栗 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 81：10．1 6．4�

35 カトルラポール 牝2鹿 54 西田雄一郎石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 452－ 21：10．31 23．9�
712 オレデヨケレバ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 むかわ ヤマイチ牧場 428＋ 4 〃 ハナ 21．4�
59 ファジーネーブル 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 412± 0 〃 クビ 10．9�
47 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 452－ 21：10．61� 5．3	
22 ラ ン ポ ル テ 牝2芦 54 蛯名 正義平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 水丸牧場 442＋101：10．81� 2．9

46 ピンポイントガール 牝2鹿 54 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 390－ 21：11．01 191．5�
23 セイムヒアー 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 396－ 4 〃 ハナ 122．8�
713 ブラスリング 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 2 〃 ハナ 8．0
611 ゴシックロマン 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 406± 0 〃 ハナ 20．8�

34 コットンパール 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 426－ 2 〃 クビ 118．2�
58 ジ ャ ル ー ズ 牝2鹿 54 L．オールプレス 山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 448－ 21：11．21� 13．0�

（新）

814 アンデスコンドル 牡2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 谷川牧場 478＋ 2 〃 クビ 28．6�
815 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 446－ 21：11．62	 44．7�
11 カシノスナイパー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 片岡 博 462± 01：17．0大差 207．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，270，100円 複勝： 26，748，500円 枠連： 14，176，400円
馬連： 49，143，900円 馬単： 26，719，800円 ワイド： 25，465，100円
3連複： 62，013，300円 3連単： 79，885，400円 計： 306，422，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 420円 � 650円 枠 連（3－6） 4，740円

馬 連 �� 7，640円 馬 単 �� 12，500円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 2，020円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 52，850円 3 連 単 ��� 279，790円

票 数

単勝票数 計 222701 的中 � 28778（3番人気）
複勝票数 計 267485 的中 � 35850（3番人気）� 15831（7番人気）� 9560（9番人気）
枠連票数 計 141764 的中 （3－6） 2317（17番人気）
馬連票数 計 491439 的中 �� 4985（28番人気）
馬単票数 計 267198 的中 �� 1603（47番人気）
ワイド票数 計 254651 的中 �� 3181（28番人気）�� 3280（24番人気）�� 1265（47番人気）
3連複票数 計 620133 的中 ��� 880（132番人気）
3連単票数 計 798854 的中 ��� 207（732番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランデーグラス �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．6．21 東京8着

2013．4．19生 牡2栗 母 ズ ブ ロ ッ カ 母母 タニノシスター 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ピンポイントガール号の騎手木幡初也は，負傷のため松岡正海に変更。
〔制裁〕 ゴシックロマン号の騎手伴啓太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノスナイパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月12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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 福島競馬 第４日



18039 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：45．3
1：43．9

良
良

510 ラダームブランシェ 牝3芦 54 嘉藤 貴行 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：48．8 77．8�
24 ワンディトウショウ 牝3黒鹿54 横山 典弘トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋ 8 〃 クビ 10．9�
612 サウザンリーブス 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444＋ 21：48．9� 11．7�
23 ニシノリコルディ 牝3鹿 54 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 422± 01：49．0クビ 22．6�
611 コルヌコピア 牝3黒鹿54 田辺 裕信池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 440＋ 8 〃 クビ 57．1	
713 ウインティアラ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 81：49．1クビ 6．7

714 ジュモートリステ 牝3栗 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 472＋201：49．2� 4．1�
11 シードパール 牝3鹿 54 内田 博幸髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 422＋ 21：49．4� 3．8�
12 ハーベストソング 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 2 〃 ハナ 4．3
35 ステイハッピー 牝3栗 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 460＋161：49．93 17．9�
816 シャカシャカ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �チャンピオンズファーム 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム 404－141：50．32� 286．7�
59 ビヨンドザワルツ 牝3黒鹿54 田中 勝春丸山 担氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B438＋121：50．51� 249．8�
36 フ ェ ー ビ ー 牝3鹿 54 L．オールプレス 鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 鎌田 正嗣 434－ 41：50．6� 165．7�

（新）

47 レーヴラヴィッサン 牝3鹿 54 北村 宏司佐々木雄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 土田農場 442＋ 91：50．92 31．7�
815 サンフラワー 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 日高 中川 欽一 452－ 21：51．11� 67．5�
48 オンディーナ 牝3黒鹿54 武士沢友治寺田 寿男氏 伊藤 正徳 浦河 上山牧場 448＋321：51．52� 306．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，951，000円 複勝： 42，359，600円 枠連： 21，918，100円
馬連： 57，705，000円 馬単： 31，362，000円 ワイド： 32，279，800円
3連複： 75，354，300円 3連単： 99，211，100円 計： 385，140，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，780円 複 勝 � 2，070円 � 400円 � 370円 枠 連（2－5） 20，100円

馬 連 �� 59，390円 馬 単 �� 152，730円

ワ イ ド �� 13，470円 �� 13，110円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 246，790円 3 連 単 ��� 2，247，750円

票 数

単勝票数 計 249510 的中 � 2563（12番人気）
複勝票数 計 423596 的中 � 4768（12番人気）� 29455（6番人気）� 32206（5番人気）
枠連票数 計 219181 的中 （2－5） 845（25番人気）
馬連票数 計 577050 的中 �� 753（65番人気）
馬単票数 計 313620 的中 �� 154（143番人気）
ワイド票数 計 322798 的中 �� 614（64番人気）�� 631（62番人気）�� 3185（28番人気）
3連複票数 計 753543 的中 ��� 229（240番人気）
3連単票数 計 992111 的中 ��� 32（1630番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．9―48．8―1：01．6―1：13．2―1：24．9―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラダームブランシェ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．5．9 東京12着

2012．3．14生 牝3芦 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 シードパール号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

ニシノリコルディ号の騎手柴田善臣は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）
※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 サンセドナ号
※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。

18040 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第4競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：06．9
1：06．9

良
良

47 � ピュアリーソリッド 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 442－ 21：09．5 5．4�
12 チャンピオンムーン 牡3鹿 56 石橋 脩坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 アイオイファーム 504＋141：10．13� 119．5�
816 モ ポ ー ク 牡3鹿 56 田辺 裕信 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 498± 01：10．2� 1．7�
611 ダイニヨシゼン 牡3鹿 56 江田 照男橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 高昭牧場 468－ 21：10．41 11．9�
510 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54 熊沢 重文松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 446± 0 〃 クビ 19．2�
24 ハーモニーノヴェル 牡3芦 56 内田 博幸日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 畠山牧場 506－ 21：10．5� 4．5�
815 サンコールドウェル 牡3鹿 56 的場 勇人加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 488－ 41：10．81	 225．1	
11 カフェネプチューン 牡3栗 56 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 520 ―1：11．01
 36．6

713 グランポルトス �3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新冠 石田牧場 524－12 〃 アタマ 160．3�
48 キンショーナデシコ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 競優牧場 460＋ 21：11．21
 220．2�
59 コ イ オ ス 牡3青鹿56 岩部 純二ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 中田 英樹 506± 0 〃 ハナ 218．0�
36 キアロディソーレ 牡3栗 56 原田 和真広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 486 ―1：11．62� 255．1�
35 トップロック 牡3鹿 56 吉田 豊松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 502＋101：11．81
 117．4�
23 ラブテンダー 牝3黒鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 B482－101：12．22 24．6�
714 アルダントロアー 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム B468－ 41：12．41
 66．0�
612 ラモントゥル 牝3栗 54 武士沢友治 サンデーレーシング 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：13．89 48．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，021，700円 複勝： 50，555，800円 枠連： 16，325，600円
馬連： 56，185，100円 馬単： 38，567，800円 ワイド： 32，115，800円
3連複： 69，981，700円 3連単： 123，157，700円 計： 415，911，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 1，190円 � 110円 枠 連（1－4） 5，640円

馬 連 �� 26，080円 馬 単 �� 32，460円

ワ イ ド �� 5，690円 �� 320円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 89，020円

票 数

単勝票数 計 290217 的中 � 42281（3番人気）
複勝票数 計 505558 的中 � 46440（3番人気）� 4274（10番人気）� 275397（1番人気）
枠連票数 計 163256 的中 （1－4） 2240（15番人気）
馬連票数 計 561851 的中 �� 1669（38番人気）
馬単票数 計 385678 的中 �� 891（53番人気）
ワイド票数 計 321158 的中 �� 1314（43番人気）�� 29440（2番人気）�� 4765（16番人気）
3連複票数 計 699817 的中 ��� 6290（24番人気）
3連単票数 計1231577 的中 ��� 1003（211番人気）

ハロンタイム 9．5―11．2―11．3―12．2―12．4―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．7―32．0―44．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピュアリーソリッド �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．1．31 東京11着

2012．3．24生 牝3鹿 母 South Humor 母母 Torchera 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔騎手変更〕 ラモントゥル号の騎手木幡初也は，負傷のため武士沢友治に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラモントゥル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月12日まで平地競走

に出走できない。
※サンコールドウェル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18041 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．2
1：45．9

良
良

814 ル ノ ー ト ル 牡2青鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 448 ―1：50．2 4．4�
22 ルミナスティアラ 牝2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 424 ―1：50．62� 9．5�
69 エフティスパークル 牡2黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 434 ―1：50．7� 5．8�
11 カミノライデン 牡2鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 442 ―1：51．01� 124．4�
813 ローズクランス 牡2鹿 54 武士沢友治グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502 ―1：51．42� 9．2	
45 ウイングソルジャー 牡2栗 54 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 ハナ 14．0

46 エヌケイボーイ 牡2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 470 ―1：51．61	 48．4�
610 ダイメイキング 牡2鹿 54 柴田 善臣宮本 孝一氏 石毛 善彦 平取 びらとり牧場 470 ― 〃 ハナ 117．7�
33 スピアザゴールド 牡2鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：52．13 2．9
712 ナポレオンズワード 牡2黒鹿54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 496 ―1：52．2� 34．1�
711 コスモカナディアン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 454 ― 〃 ハナ 17．4�
57 タケデンガーベラ 牝2芦 54 的場 勇人武市 進吾氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 488 ―1：53．47 166．2�
58 サキチョウサン 牝2鹿 54 吉田 豊�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 432 ―1：53．93 163．8�
34 ロードディロング 牡2青鹿54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 日高 道見牧場 516 ―1：54．75 33．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，102，400円 複勝： 36，772，700円 枠連： 17，780，500円
馬連： 59，863，900円 馬単： 34，250，300円 ワイド： 29，356，100円
3連複： 70，843，200円 3連単： 102，888，300円 計： 389，857，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 240円 � 170円 枠 連（2－8） 1，190円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 700円 �� 530円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 18，560円

票 数

単勝票数 計 381024 的中 � 71915（2番人気）
複勝票数 計 367727 的中 � 55531（3番人気）� 35795（5番人気）� 58816（2番人気）
枠連票数 計 177805 的中 （2－8） 11508（5番人気）
馬連票数 計 598639 的中 �� 22318（8番人気）
馬単票数 計 342503 的中 �� 7450（12番人気）
ワイド票数 計 293561 的中 �� 10543（8番人気）�� 14673（4番人気）�� 10853（7番人気）
3連複票数 計 708432 的中 ��� 14793（11番人気）
3連単票数 計1028883 的中 ��� 4017（55番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．4―13．0―12．8―12．3―12．2―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．7―49．7―1：02．5―1：14．8―1：27．0―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4
1
3

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

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

ル ノ ー ト ル �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Monsun 初出走

2013．2．7生 牡2青鹿 母 ロイヤルマリー 母母 Royal Cat 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サキチョウサン号の騎手木幡初也は，負傷のため吉田豊に変更。

18042 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時00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
1：08．5
1：07．8

良
良

34 コマノドリーム 牝2芦 54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 430 ―1：11．2 9．2�
35 ボーノワール 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：11．41� 8．3�
59 サトノアイリ 牝2黒鹿54 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 428 ―1：11．61� 5．5�
58 スカーレットルビー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 438 ― 〃 クビ 29．5�
23 シゲルコブダイ 牝2鹿 54 武士沢友治森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 448 ― 〃 クビ 110．7�
611 ラッキーペニー 牝2鹿 54 内田 博幸平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 502 ―1：11．92 2．5	
47 ソ ナ ー タ 牝2鹿 54 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 426 ― 〃 クビ 38．8

713 オロフィナアスール 牝2黒鹿54 L．オールプレス 青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 452 ―1：12．0� 8．0�

（新）

46 ツクバオーキッド 牝2鹿 54 津村 明秀細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 446 ―1：12．32 164．5�
815 ギブナッシンバック 牝2栗 54 吉田 豊髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 448 ―1：12．51� 24．5
22 テイエムオリオン 牝2青鹿54 大野 拓弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 408 ―1：13．03 77．2�
11 ノアレジェンド 牝2栗 54 田辺 裕信佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 原田 新治 454 ―1：13．21� 9．2�
610 プリンセスミエル 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 460 ―1：13．52 112．8�
814 マ イ オ ー ル 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 408 ―1：13．6クビ 262．3�
712 サ ノ ル ア 牝2黒鹿54 蛯名 正義ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 442 ―1：15．09 65．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，175，700円 複勝： 32，609，000円 枠連： 18，448，400円
馬連： 59，771，300円 馬単： 32，086，600円 ワイド： 29，862，600円
3連複： 68，203，000円 3連単： 94，257，600円 計： 371，414，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 210円 � 190円 枠 連（3－3） 2，920円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，010円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 30，870円

票 数

単勝票数 計 361757 的中 � 33081（5番人気）
複勝票数 計 326090 的中 � 28588（6番人気）� 40171（4番人気）� 49052（2番人気）
枠連票数 計 184484 的中 （3－3） 4892（10番人気）
馬連票数 計 597713 的中 �� 16114（10番人気）
馬単票数 計 320866 的中 �� 4670（20番人気）
ワイド票数 計 298626 的中 �� 8555（10番人気）�� 7510（12番人気）�� 9518（7番人気）
3連複票数 計 682030 的中 ��� 11585（11番人気）
3連単票数 計 942576 的中 ��� 2213（96番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．4―12．1―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．3―47．4―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コマノドリーム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2013．4．24生 牝2芦 母 コマノラミア 母母 リンデンジョオー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 プリンセスミエル号の騎手木幡初也は，負傷のため石川裕紀人に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18043 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第7競走 ��
��2，000�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
1：57．3
1：56．1

良
良

815 ウインセイヴィア 牡3栗 56
53 ▲石川裕紀人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 466＋102：01．2 17．2�

47 キーフォーサクセス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 432－ 62：01．41� 4．4�
24 アリビアール 牡3黒鹿56 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 青森 一山育成牧場 462－ 2 〃 クビ 5．2�
36 オーバースト �3黒鹿56 宮崎 北斗岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 448－ 82：01．61� 39．5�
714 ワンパクチョウサン 牡3青鹿56 蛯名 正義�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 430－ 62：01．81	 4．6	
611 アルマニンファ 牝3芦 54 津村 明秀コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 日高大洋牧場 446＋ 62：02．01� 22．6

48 カリオペイア 牝3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 424－ 62：02．1	 45．4�
59 コスモフィンセント 牡3黒鹿56 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 484－ 2 〃 アタマ 15．4�
612 スマートアロー 牡3鹿 56 江田 照男大川 徹氏 武井 亮 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社

B458＋ 42：02．31� 33．3
11 アサクサハヤブサ 牡3鹿 56 M．デムーロ田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 520＋222：02．4クビ 3．1�
713 エフティアシュリー 牝3青鹿54 嘉藤 貴行吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 492＋ 62：02．5
 396．5�
816 ベ ン ガ ル 牡3鹿 56 松岡 正海吉田 和美氏 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 470＋ 22：03．77 77．6�
35 キングギムレット 牡3黒鹿56 田中 勝春 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 454＋ 42：03．91� 115．5�
23 ス ケ ロ ク 牡3栗 56 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 512 ―2：04．64 194．7�
510 ナイスイタリアン 牡3鹿 56 原田 和真小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 B478－ 62：04．81	 230．9�
12 ショウナンカブト 牡3栗 56 L．オールプレス 国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 472＋ 6 （競走中止） 45．8�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，095，200円 複勝： 39，034，900円 枠連： 18，528，800円
馬連： 77，909，300円 馬単： 39，084，100円 ワイド： 37，227，600円
3連複： 88，539，600円 3連単： 128，200，100円 計： 457，619，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 410円 � 170円 � 170円 枠 連（4－8） 2，910円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，480円 �� 380円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 41，050円

票 数

単勝票数 計 290952 的中 � 13524（6番人気）
複勝票数 計 390349 的中 � 19417（6番人気）� 65653（2番人気）� 64778（3番人気）
枠連票数 計 185288 的中 （4－8） 4928（11番人気）
馬連票数 計 779093 的中 �� 15869（10番人気）
馬単票数 計 390841 的中 �� 3197（29番人気）
ワイド票数 計 372276 的中 �� 7451（10番人気）�� 6067（17番人気）�� 27800（3番人気）
3連複票数 計 885396 的中 ��� 12584（14番人気）
3連単票数 計1282001 的中 ��� 2264（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．5―47．1―59．5―1：11．9―1：24．3―1：37．1―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインセイヴィア �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2014．11．24 東京7着

2012．3．5生 牡3栗 母 モエレカトリーナ 母母 シ ー ワ ン 7戦1勝 賞金 6，400，000円
〔騎手変更〕 スマートアロー号の騎手木幡初也は，負傷のため江田照男に変更。
〔発走状況〕 スケロク号・キングギムレット号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ショウナンカブト号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 アリビアール号の騎手北村宏司は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クラウンジーニアス号・ディーエスフェイム号・リージュ号
※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。

18044 7月12日 晴 良 （27福島2）第4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 7，500，000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

23 ワイドリーザワン 牡3黒鹿54 北村 宏司坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 61：45．9 5．3�

35 �	 サムライノモン 牡4鹿 57 江田 照男飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Hargus Sexton
& Sandra Sexton B546－ 2 〃 クビ 7．2�

59 ポルスターシャイン 牡5鹿 57 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 480＋ 61：46．0
 8．3�
46 オメガグランディス 牡4鹿 57 M．デムーロ原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 498－ 61：46．53 14．9�
713 トーセンスパンキー 牡3栗 54 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 498± 01：46．71� 37．0�
610 ピアシングステア 牡3栗 54 田辺 裕信水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 B490＋14 〃 クビ 4．8	
815 ダンディーソル 牡5青鹿 57

54 ▲石川裕紀人 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 488－ 21：46．8クビ 17．3�
814 アンジュリンブレス 牡3青鹿54 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 490± 01：46．9
 6．8�
34 ジャジャンケン 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 502－ 4 〃 クビ 27．8
11 ポルトボナール 牡3黒鹿54 内田 博幸後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 492＋ 6 〃 ハナ 7．3�
712 ハイアーヴォルト 牡3鹿 54 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 466± 01：47．0クビ 9．6�
47 ベールグリーン 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 508＋ 61：47．1 184．3�
58 トウカイチャーム 牡7栗 57 西田雄一郎内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 472－ 21：47．3 68．7�
22 	 テイエムスサノオー 牡3鹿 54 原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 454＋121：51．1大差 232．3�
（14頭）

611 タマモマズルカ 牡4黒鹿57 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 524＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，117，800円 複勝： 42，061，300円 枠連： 23，527，300円
馬連： 68，553，100円 馬単： 29，211，700円 ワイド： 34，925，300円
3連複： 71，194，400円 3連単： 89，024，100円 計： 386，615，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 260円 � 190円 枠 連（2－3） 2，370円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 680円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 26，490円

票 数

単勝票数 差引計 281178（返還計 32483） 的中 � 42169（2番人気）
複勝票数 差引計 420613（返還計 38762） 的中 � 48290（3番人気）� 39164（6番人気）� 62968（2番人気）
枠連票数 差引計 235273（返還計 9220） 的中 （2－3） 7683（11番人気）
馬連票数 差引計 685531（返還計208032） 的中 �� 20150（11番人気）
馬単票数 差引計 292117（返還計 88059） 的中 �� 4203（22番人気）
ワイド票数 差引計 349253（返還計 86585） 的中 �� 7413（18番人気）�� 13697（1番人気）�� 7690（16番人気）
3連複票数 差引計 711944（返還計356819） 的中 ��� 7928（23番人気）
3連単票数 差引計 890241（返還計469913） 的中 ��� 2436（47番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．6―41．7―54．3―1：06．7―1：19．4―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．2
1
3
5－（4，10）－7（2，12）（6，13）9（1，8）14，15－3
5，10（13，15）4（7，12，9）6（2，1，14）8－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドリーザワン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．24 中山14着

2012．2．14生 牡3黒鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 4戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ポルトボナール号の騎手木幡初也は，負傷のため内田博幸に変更。
〔競走除外〕 タマモマズルカ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムスサノオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月12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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 スチブナイト号・ディアグリスター号・プリンケプス号・マイネルボルソー号



18045 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第9競走 ��2，000�
お り ひ め

織 姫 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

510� イメージガール 牝5黒鹿55 田辺 裕信飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 466－ 61：59．1 8．6�
36 ナイアガラモンロー 牝3鹿 52 L．オールプレス 塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 496－ 4 〃 ハナ 12．8�

（新）

47 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 8 〃 アタマ 76．5�
816 キネオダンサー 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 470－ 81：59．31 2．3�
611 エバーキュート 牝3栗 52 M．デムーロ宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 438＋ 21：59．4� 15．8�
815 ゴールデンハープ 牝3栗 52 川田 将雅窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：59．5	 4．3	
24 ソムニアシチー 牝5鹿 55 田中 勝春 
友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 448－ 81：59．71
 58．5�
12 ファインドヌーヴ 牝3芦 52 吉田 豊井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 450＋101：59．8	 15．6�
48 ハーモニーフェア 牝5黒鹿55 柴田 善臣 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：00．01	 157．0
35 フレンチヴォーグ 牝3鹿 52 北村 宏司志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 426＋ 82：00．31� 15．3�
23 ヴァールハイト 牝4黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478＋102：00．51 140．3�
714 ハッピーセーラー 牝4鹿 55 大野 拓弥合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 B496＋10 〃 クビ 82．7�
713 エスターブレ 牝5栗 55 江田 照男草野 仁氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 464－12 〃 クビ 251．9�
59 アンジュデュバン 牝4黒鹿55 津村 明秀後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 452＋ 22：00．6� 11．7�
11 コスモチョコレイ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 448＋ 82：00．7	 26．5�
612 エジーサンドレ 牝3芦 52 内田 博幸 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 394－ 42：03．3大差 53．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，843，900円 複勝： 65，429，800円 枠連： 40，346，900円
馬連： 123，249，500円 馬単： 56，441，400円 ワイド： 58，921，300円
3連複： 150，630，300円 3連単： 216，083，600円 計： 754，946，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 390円 � 1，720円 枠 連（3－5） 1，470円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 9，990円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 7，280円 �� 8，830円

3 連 複 ��� 81，330円 3 連 単 ��� 376，580円

票 数

単勝票数 計 438439 的中 � 40421（3番人気）
複勝票数 計 654298 的中 � 90788（3番人気）� 43608（5番人気）� 8291（13番人気）
枠連票数 計 403469 的中 （3－5） 21175（6番人気）
馬連票数 計1232495 的中 �� 19344（17番人気）
馬単票数 計 564414 的中 �� 4234（33番人気）
ワイド票数 計 589213 的中 �� 9560（16番人気）�� 2065（57番人気）�� 1699（66番人気）
3連複票数 計1506303 的中 ��� 1389（183番人気）
3連単票数 計2160836 的中 ��� 416（859番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．8―12．5―12．7―12．3―11．9―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．6―33．4―45．9―58．6―1：10．9―1：22．8―1：34．8―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イメージガール �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2010．4．27生 牝5黒鹿 母 イマジネーション 母母 コートネイズデイ 16戦1勝 賞金 24，493，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ナイアガラモンロー号の騎手L．オールプレスは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・
9番）

※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 エクセレントビュー号・ビーナスオンシェル号
※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。

18046 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

あま がわ

天 の 川 賞
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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

812 ノースショアビーチ 牡4鹿 57 蛯名 正義�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム B490± 01：45．0 1．8�
710 シ ュ ミ ッ ト 牡5芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 492＋ 21：45．53 12．8�
22 ロンギングエース 牡5鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B502－121：45．6� 27．2�
45 エアポートメサ 牡7栗 57 熊沢 重文新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 470＋161：46．45 215．6�
57 プリンセスカママル 牝5鹿 55 田辺 裕信 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 アタマ 68．6�
69 リラコサージュ 牝5栗 55 内田 博幸 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 438－ 41：46．5	 6．6	
33 
 エビスグレイト 牡5黒鹿57 M．デムーロ加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 490－ 41：46．6� 7．2

56 リ ッ カ ル ド �4芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 486－ 41：46．81� 4．1�
11 スワンボート 牡5鹿 57 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 458－ 21：47．33 205．3�
44 
 ミッキーマーチ �6栗 57 江田 照男野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B512＋ 41：47．51� 36．5
711 タイセイバスター 牡5鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 B500－121：47．71� 83．3�
813
 サンデーミノル 牡5鹿 57 田中 勝春吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B492－ 61：48．12	 133．1�
68 グランシェリー 牝4芦 55 柴田 大知間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 512－ 41：52．3大差 131．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，795，200円 複勝： 89，434，500円 枠連： 28，597，000円
馬連： 146，393，400円 馬単： 83，159，700円 ワイド： 58，468，600円
3連複： 164，248，500円 3連単： 342，702，200円 計： 963，799，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 350円 枠 連（7－8） 1，030円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 460円 �� 760円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 12，340円

票 数

単勝票数 計 507952 的中 � 214161（1番人気）
複勝票数 計 894345 的中 � 463828（1番人気）� 54825（5番人気）� 33089（6番人気）
枠連票数 計 285970 的中 （7－8） 21409（4番人気）
馬連票数 計1463934 的中 �� 90370（4番人気）
馬単票数 計 831597 的中 �� 41392（5番人気）
ワイド票数 計 584686 的中 �� 34564（5番人気）�� 19605（8番人気）�� 6245（20番人気）
3連複票数 計1642485 的中 ��� 24812（14番人気）
3連単票数 計3427022 的中 ��� 20127（35番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．3―12．2―12．9―12．6―12．6―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．4―41．6―54．5―1：07．1―1：19．7―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノースショアビーチ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー 2013．7．13 函館3着

2011．4．13生 牡4鹿 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag 16戦4勝 賞金 73，037，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 グランシェリー号は，3コーナー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。

２レース目



18047 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第51回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，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

福島県知事賞・福島商工会議所会頭賞（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 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

611 グランデッツァ 牡6栗 57 川田 将雅 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 504－ 21：58．2 4．5�
612 ステラウインド 牡6黒鹿56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 484＋ 81：58．41� 17．3�
47 マ デ イ ラ 牡6栗 52 大野 拓弥 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：58．5� 213．4�
48 メイショウナルト 	7鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 446－ 8 〃 クビ 13．5�
12 アルフレード 牡6鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 550－ 2 〃 クビ 6．7�
713 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 横山 典弘	平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 502－ 41：58．6� 21．4

510 トウケイヘイロー 牡6鹿 58 柴田 善臣木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 506－ 4 〃 クビ 14．4�
714 ゼンノルジェロ 牡7青 53 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：58．7クビ 142．5�
59 ゲシュタルト 牡8鹿 53 吉田 豊畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 522＋ 61：58．8� 202．8
11 マイネルディーン 牡6青 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 444－12 〃 アタマ 9．1�
24 フラアンジェリコ 牡7栗 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 512－ 21：59．01� 17．1�
36 レコンダイト 牡5黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス	 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456－ 21：59．32 2．8�
35 
 グランデスバル 牡7栗 52 江田 照男 	グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 480－ 4 〃 ハナ 80．7�
815 クランモンタナ 牡6芦 55 田中 勝春 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B476－121：59．51� 20．0�
816 フィロパトール 牝6鹿 52 石川裕紀人髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 472＋ 21：59．92� 67．5�
23 ユールシンギング 牡5鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 530－ 2 〃 ハナ 37．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 194，094，900円 複勝： 245，289，700円 枠連： 156，378，200円 馬連： 726，196，900円 馬単： 320，824，900円
ワイド： 298，206，300円 3連複： 1，153，542，600円 3連単： 1，854，636，200円 5重勝： 616，971，300円 計： 5，566，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 460円 � 4，000円 枠 連（6－6） 4，070円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 19，140円 �� 26，670円

3 連 複 ��� 290，610円 3 連 単 ��� 1，006，440円

5 重 勝
対象競走：中京10R／福島10R／函館11R／中京11R／福島11R

キャリーオーバー なし����� 222，610円

票 数

単勝票数 計1940949 的中 � 340155（2番人気）
複勝票数 計2452897 的中 � 381845（2番人気）� 132257（8番人気）� 13090（16番人気）
枠連票数 計1563782 的中 （6－6） 29713（20番人気）
馬連票数 計7261969 的中 �� 147052（13番人気）
馬単票数 計3208249 的中 �� 52952（16番人気）
ワイド票数 計2982063 的中 �� 53778（15番人気）�� 3958（95番人気）�� 2838（104番人気）
3連複票数 計11535426 的中 ��� 2977（355番人気）
3連単票数 計18546362 的中 ��� 1336（1561番人気）
5重勝票数 計6169713 的中 ����� 1940

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．3―34．8―47．0―59．5―1：11．9―1：23．7―1：35．1―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5
1
3
10－8（7，16）（9，11）（5，2，14）－12（15，6）（1，4，3）－13
10（8，16，11）（7，2）（9，14，6）（5，13，12，3）（15，1）4

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

勝馬の
紹 介

グランデッツァ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Marju デビュー 2011．8．21 札幌2着

2009．3．3生 牡6栗 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye 18戦5勝 賞金 223，204，000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 ブロードスター号

18048 7月12日 晴 良 （27福島2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510� マンハッタンヘンジ 牡4黒鹿57 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 508＋ 41：08．4 13．1�
47 ゴールドシャンティ 牝3黒鹿52 柴田 大知大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 静内酒井牧場 416± 0 〃 クビ 3．4�
12 アラマサクロフネ 牝4鹿 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 496－ 41：08．71	 17．2�
35 パワースラッガー 牡4鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484－12 〃 クビ 4．4�
23 クリノイザナミ 牝4青 55 田辺 裕信栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 430＋101：09．01	 76．5�
24 ルネッタアスール 牝6鹿 55 西田雄一郎青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 466－ 81：09．1クビ 14．4	
815 クラシックマーク 牝4栗 55 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432± 01：09．41	 32．5

11 ジュエルアラモード 牝3栗 52 石川裕紀人西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 484－14 〃 アタマ 13．3�
612 ル ミ ニ ズ ム 牡4黒鹿57 北村 宏司 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 21：09．5
 6．9�
713 ディアポジション 牡4黒鹿57 江田 照男ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B482＋ 81：09．71� 108．1
611 ウエスタンニンジャ 牡4栗 57 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム B472＋ 4 〃 アタマ 69．4�
714 ドンビザッツウェイ 牡8鹿 57 嘉藤 貴行田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B476－ 41：09．91
 169．5�
36 シングンパワー 牡3栗 54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 474＋ 4 〃 クビ 51．1�
59 カシノレント 牡4黒鹿57 野中悠太郎柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 B498－ 4 〃 同着 82．0�
48 アルマクレヨン 牡3栗 54 吉田 豊コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 480＋ 81：10．1	 5．7�
816 ゴッドバローズ �3黒鹿54 津村 明秀猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか ヒサイファーム 406－ 41：10．63 33．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，259，700円 複勝： 96，246，300円 枠連： 62，151，100円
馬連： 217，388，600円 馬単： 99，235，100円 ワイド： 103，267，400円
3連複： 271，377，700円 3連単： 426，013，800円 計： 1，353，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 370円 � 180円 � 450円 枠 連（4－5） 1，480円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 880円 �� 3，240円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 69，950円

票 数

単勝票数 計 782597 的中 � 47715（5番人気）
複勝票数 計 962463 的中 � 60311（6番人気）� 178375（1番人気）� 48578（8番人気）
枠連票数 計 621511 的中 （4－5） 32385（6番人気）
馬連票数 計2173886 的中 �� 65145（7番人気）
馬単票数 計 992351 的中 �� 13944（19番人気）
ワイド票数 計1032674 的中 �� 31291（7番人気）�� 7926（37番人気）�� 21130（14番人気）
3連複票数 計2713777 的中 ��� 16262（42番人気）
3連単票数 計4260138 的中 ��� 4415（223番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．9―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．0―45．3―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．4
3 ・（1，10）（4，16）（8，12）（3，7，11）（5，15）（2，9）－（6，13）－14 4 ・（1，10）－（4，8）（3，7）12（2，5，16）11（9，15）13，6，14

勝馬の
紹 介

�マンハッタンヘンジ �
�
父 ザ ー ル �

�
母父 ソヴィエトスター

2011．5．20生 牡4黒鹿 母 アナステーシア 母母 イシノリード 8戦1勝 賞金 17，064，000円
初出走 JRA

５レース目



（27福島2）第4日 7月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

230，900，000円
1，060，000円
11，400，000円
2，270，000円
20，730，000円
69，484，000円
5，030，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
603，871，500円
836，154，000円
433，063，800円
1，699，893，900円
827，969，700円
770，139，900円
2，318，987，200円
3，670，969，000円
616，971，300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
5 重 勝
計 11，778，020，300円

総入場人員 18，248名 （有料入場人員 15，163名）
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