
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

18073 7月25日 曇 良 （27福島2）第7日 第1競走 ��2，770�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� コースレコード2：59．3良

67 ウメジマダイオー 牡6鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 500－ 43：03．7 3．1�
22 � マスソングウインド 牡4黒鹿60 蓑島 靖典上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 490－ 43：03．91� 3．6�
55 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 原田 和真福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 490－ 23：05．07 11．1�
78 � 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 486－ 23：05．74 58．8�
33 テイエムリキオー 牡4黒鹿60 高野 和馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 476＋ 23：06．02 8．1�
44 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 498＋ 43：06．1クビ 5．5	
810 トキノアイチヨ 牝5鹿 58 江田 勇亮田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 510＋ 63：07．05 40．0

79 ジェイケイホーム 牡5栃栗60 五十嵐雄祐小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 池田牧場 470± 03：08．06 25．1�
11 � トーセンリュー 牡5黒鹿60 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 534＋223：08．42	 13．3
66 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 504＋ 43：09．03	 85．3�
811 グロシュラライト 牡5黒鹿60 熊沢 重文吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 456－ 53：11．9大差 10．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 10，897，900円 複勝： 13，976，300円 枠連： 6，598，600円
馬連： 27，342，800円 馬単： 17，642，200円 ワイド： 13，004，700円
3連複： 37，777，900円 3連単： 59，048，200円 計： 186，288，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 220円 枠 連（2－6） 530円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 260円 �� 540円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，740円

票 数

単勝票数 計 108979 的中 � 27766（1番人気）
複勝票数 計 139763 的中 � 29038（1番人気）� 24679（2番人気）� 13669（5番人気）
枠連票数 計 65986 的中 （2－6） 9479（1番人気）
馬連票数 計 273428 的中 �� 35475（1番人気）
馬単票数 計 176422 的中 �� 11361（1番人気）
ワイド票数 計 130047 的中 �� 14300（1番人気）�� 5784（6番人気）�� 5545（7番人気）
3連複票数 計 377779 的中 ��� 23015（3番人気）
3連単票数 計 590482 的中 ��� 11445（1番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 50．3－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウメジマダイオー �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．2．4 京都15着

2009．2．27生 牡6鹿 母 フレンチティー 母母 ティークリッパー 障害：12戦1勝 賞金 19，700，000円

18074 7月25日 曇 稍重 （27福島2）第7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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 モアニレフア 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 418－ 61：47．3 4．7�

35 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 柴田 善臣内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 460－ 4 〃 クビ 7．4�
712 クールオボロ 牝3青鹿54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 436± 01：47．93� 53．0�
815 シードパール 牝3鹿 54 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 424＋ 21：48．21� 3．9�
59 クインズアベンチャ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 松田牧場 452－ 21：48．51� 3．8�
611 スカイトップ 牝3黒鹿54 松岡 正海久米田 榮氏 大竹 正博 新ひだか 木田牧場 444± 01：48．6� 165．4	
814 ヴァンドデセール 牝3鹿 54 吉田 豊
ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 416－ 21：48．7� 12．0�
58 ルーシーイズマイン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林 照弘氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 454－ 81：49．12� 11．9�
34 ラヴァーズデイ 牝3黒鹿54 北村 宏司堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 高岸 順一 456－ 6 〃 アタマ 12．4
11 プロセルピナ 牝3栗 54 江田 照男清水 敏氏 奥平 雅士 様似 澤井 義一 440－ 41：49．73� 18．2�
47 ディープチル 牝3栗 54 石橋 脩 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－12 〃 クビ 98．9�
22 ルスナイエリザベス 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太
髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 446－ 61：49．8� 246．0�
713 メイローゼズ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 486－ 61：50．11� 39．8�
23 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 438－101：50．95 79．2�
610 イナズマイーリス 牝3鹿 54 大野 拓弥小泉 賢悟氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 436－ 21：51．64 59．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，237，100円 複勝： 28，944，800円 枠連： 13，641，800円
馬連： 45，514，100円 馬単： 24，011，600円 ワイド： 24，789，500円
3連複： 55，960，900円 3連単： 75，587，700円 計： 286，687，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 230円 � 1，060円 枠 連（3－4） 1，000円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，050円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 23，750円 3 連 単 ��� 94，320円

票 数

単勝票数 計 182371 的中 � 30438（3番人気）
複勝票数 計 289448 的中 � 50045（3番人気）� 33853（4番人気）� 5440（10番人気）
枠連票数 計 136418 的中 （3－4） 10556（6番人気）
馬連票数 計 455141 的中 �� 23675（5番人気）
馬単票数 計 240116 的中 �� 7621（6番人気）
ワイド票数 計 247895 的中 �� 14362（3番人気）�� 1996（32番人気）�� 1335（40番人気）
3連複票数 計 559609 的中 ��� 1767（67番人気）
3連単票数 計 755877 的中 ��� 581（295番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．8―12．3―12．4―12．6―13．0―13．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．0―42．3―54．7―1：07．3―1：20．3―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．0
1
3
14（9，12）15（8，10）（6，7，13）（5，4）－11，2，1－3・（14，12）15（9，7）（8，5）（6，10，4）11，1，2－13－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モアニレフア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Monsun デビュー 2014．7．20 中京13着

2012．3．31生 牝3青鹿 母 ソ ヨ カ ゼ Ⅱ 母母 Guanhumara 8戦1勝 賞金 6，040，000円
〔発走状況〕 プロセルピナ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 モアニレフア号の騎手木幡初也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成27年8月1日から平成27年8月2日ま

で騎乗停止。（被害馬：5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 ネコハッピー号

第２回 福島競馬 第７日



18075 7月25日 曇 稍重 （27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

611 パイロキネシスト 牡3黒鹿56 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472＋ 61：46．2 3．4�
34 デ ィ マ ン ズ �3鹿 56 L．オールプレス H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470－201：46．41� 9．3�
（新）

35 コ マ ク サ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 460± 0 〃 クビ 8．3�
814 エメラルエナジー 牡3栗 56 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 482－161：47．25 22．9�
58 クリールランペイジ 牡3鹿 56 津村 明秀横山 修二氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464－ 41：47．3� 5．9�
47 ク ピ ド 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 444－ 6 〃 クビ 22．5	
46 ロードメタリック �3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人 
ロードホースクラブ 小島 茂之 新ひだか ケイアイファーム B438＋ 41：47．5� 18．9�
22 スカイフック 牡3鹿 56 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：47．71� 218．0�
712 ブレイブトーラス 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也石山 嘉七氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム B470－ 61：48．12� 26．5
610 サノタイクーン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B456－ 61：48．31� 82．9�
713 ダンスオンザワルツ 牡3栗 56 北村 宏司的場 徹氏 古賀 慎明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496－ 81：48．61� 286．4�
815 シュピーゲル 牡3黒鹿56 田辺 裕信水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B470± 0 〃 アタマ 9．6�
59 アンティキティラ �3栗 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム B524－ 21：48．91� 20．7�
11 ミスタービン 牡3鹿 56 蛯名 正義平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 462－ 41：49．0� 4．6�
23 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 464＋ 41：51．6大差 348．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，880，500円 複勝： 37，107，400円 枠連： 14，296，900円
馬連： 56，944，600円 馬単： 29，085，700円 ワイド： 29，765，700円
3連複： 65，885，300円 3連単： 90，378，900円 計： 347，345，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 280円 � 210円 枠 連（3－6） 710円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 700円 �� 440円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 21，450円

票 数

単勝票数 計 238805 的中 � 54774（1番人気）
複勝票数 計 371074 的中 � 90289（1番人気）� 27099（5番人気）� 40696（4番人気）
枠連票数 計 142969 的中 （3－6） 15548（1番人気）
馬連票数 計 569446 的中 �� 22235（7番人気）
馬単票数 計 290857 的中 �� 6002（11番人気）
ワイド票数 計 297657 的中 �� 10811（7番人気）�� 18386（3番人気）�� 4991（19番人気）
3連複票数 計 658853 的中 ��� 10432（10番人気）
3連単票数 計 903789 的中 ��� 3054（48番人気）

ハロンタイム 7．3―10．7―11．6―12．3―12．7―12．5―12．7―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．0―29．6―41．9―54．6―1：07．1―1：19．8―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3
・（9，14）（1，4）－12（5，8，15）6－（3，11）－7－2，13－10
11（1，9，14，8）4（5，6，15）7，12，2，3（13，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パイロキネシスト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2014．8．9 札幌5着

2012．2．22生 牡3黒鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 6戦1勝 賞金 10，400，000円
〔制裁〕 クリールランペイジ号の騎手津村明秀は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・1番）

ディマンズ号の騎手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70，000円。（被害馬：5番・6番・15
番・7番）
クリールランペイジ号の騎手津村明秀は，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。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイドミュージック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月25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。

18076 7月25日 曇 良 （27福島2）第7日 第4競走 ��3，380�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700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：38．5良

55 オジュウチョウサン 牡4鹿 61 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 502＋ 23：44．0 3．5�
11 カシマシンセイ 牡6鹿 61 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 520－ 43：44．53 2．6�
33 マイネルゼーラフ 牡4青鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 490＋ 23：45．98 6．7�
22 � タマモショパン 牡6鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 510＋ 23：46．64 5．7�
66 カントリースノー �8黒鹿60 草野 太郎鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 518＋10 〃 クビ 17．9�
44 ルペールノエル 牡5黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 514－ 43：46．81� 5．6	
88 エ ー ス ワ ン 牡4鹿 60 小野寺祐太榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 480－ 43：46．9� 45．9

77 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± 03：51．1大差 101．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 17，169，800円 複勝： 18，447，500円 枠連： 発売なし
馬連： 33，819，200円 馬単： 23，430，400円 ワイド： 15，805，400円
3連複： 38，273，100円 3連単： 91，192，900円 計： 238，138，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 180円 �� 520円 �� 330円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 171698 的中 � 39111（2番人気）
複勝票数 計 184475 的中 � 32860（2番人気）� 63007（1番人気）� 19259（5番人気）
馬連票数 計 338192 的中 �� 71577（1番人気）
馬単票数 計 234304 的中 �� 20305（2番人気）
ワイド票数 計 158054 的中 �� 26876（1番人気）�� 6581（9番人気）�� 11425（4番人気）
3連複票数 計 382731 的中 ��� 36725（3番人気）
3連単票数 計 911929 的中 ��� 19863（8番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 52．0－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �

父 ステイゴールド �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡4鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：8戦3勝 賞金 39，800，000円



18077 7月25日 曇 良 （27福島2）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時35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
1：48．2
1：45．9

良
良

35 ゲ ッ カ コ ウ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 434 ―1：52．0 9．3�

713 リップルトウショウ 牝2青鹿54 大野 拓弥トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 444 ― 〃 クビ 15．3�
510 ジ ェ ラ シ ー 牝2栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 ハナ 4．0�
24 キーウエスト 牝2鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 452 ―1：52．1クビ 4．0�
23 エミノマユアク 牝2黒鹿54 吉田 豊�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 448 ― 〃 クビ 12．0	
47 シャイニングアロー 牝2青 54

51 ▲木幡 初也矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 450 ―1：52．2� 84．8

611 カネトシヴェローナ 牝2青鹿54 田辺 裕信兼松 昌男氏 今野 貞一 平取 清水牧場 510 ― 〃 ハナ 4．4�
48 コパノビジン 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 456 ―1：53．15 36．8�
11 ゴーゴーダンス 牝2黒鹿54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 458 ―1：53．2� 83．5
816 シゲルチヌダイ 牝2黒鹿54 武士沢友治森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 大前 典男 452 ―1：54．47 105．4�
714 ミツカネナイト 牝2鹿 54 嘉藤 貴行小山田 満氏 土田 稔 浦河 谷口牧場 442 ―1：54．5� 185．4�
612 サンダーソニー 牝2栗 54 蛯名 正義 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 荒谷 輝和 456 ― 〃 クビ 32．8�
36 レ イ シ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 信之氏 伊藤 伸一 日高 シンボリ牧場 442 ―1：54．71� 108．8�
815 コウユーショコラ 牝2黒鹿54 津村 明秀加治屋貞光氏 和田 雄二 新ひだか 武岡農場 436 ―1：54．91� 194．9�
59 ヤッパリエンカデス 牝2栗 54 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 442 ―1：55．64 62．9�
12 テ ン キ セ キ 牝2鹿 54 内田 博幸天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B472 ―1：56．66 12．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，028，000円 複勝： 27，056，900円 枠連： 14，369，600円
馬連： 47，082，400円 馬単： 25，979，900円 ワイド： 24，405，400円
3連複： 53，573，000円 3連単： 74，983，600円 計： 294，478，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 260円 � 320円 � 170円 枠 連（3－7） 4，540円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 10，440円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 810円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 7，920円 3 連 単 ��� 59，730円

票 数

単勝票数 計 270280 的中 � 24451（4番人気）
複勝票数 計 270569 的中 � 25439（4番人気）� 19146（6番人気）� 48886（2番人気）
枠連票数 計 143696 的中 （3－7） 2449（16番人気）
馬連票数 計 470824 的中 �� 6355（19番人気）
馬単票数 計 259799 的中 �� 1866（36番人気）
ワイド票数 計 244054 的中 �� 3692（17番人気）�� 7892（7番人気）�� 6182（13番人気）
3連複票数 計 535730 的中 ��� 5067（25番人気）
3連単票数 計 749836 的中 ��� 910（171番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．9―13．7―12．5―12．0―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．9―51．6―1：04．1―1：16．1―1：28．0―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

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

ゲ ッ カ コ ウ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2013．2．27生 牝2黒鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カマクラ号・クロコ号・ナナエ号・ノーザンエンブレム号

18078 7月25日 曇 良 （27福島2）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時05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 350，000
350，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

11 ミキノドラマー 牡2鹿 54 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 474 ―1：10．4 13．0�
611 ヒマラヤキンラン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 千代田牧場 412 ―1：10．72 17．4�
47 シェヴェルニー 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 400 ―1：10．91� 11．6�
713 マザックヤース 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 432 ―1：11．0クビ 3．7�
36 マイネルロタシオン 牡2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 472 ― 〃 ハナ 40．3	
59 ア フ ェ ク ト 牝2青鹿54 北村 宏司青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 432 ― 〃 同着 8．8

816 ラパンノワール 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 422 ―1：11．85 3．8�
48 シャンボール 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 424 ―1：12．22� 17．4�
612 ヌ ン ス タ ー 牡2鹿 54 津村 明秀湯浅 德昭氏 池上 昌和 新冠 赤石 久夫 464 ―1：12．3� 41．8
714 ブリリアントタイム 牝2鹿 54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠 ハシモトフアーム 434 ― 〃 クビ 45．2�
12 マジックポケット 牝2黒鹿54 石橋 脩セゾンレースホース� 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 438 ―1：12．51� 80．8�
510 トウショウレイダー 牡2栗 54 武士沢友治トウショウ産業� 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 464 ―1：12．6� 86．4�
24 コスモアリエス 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 440 ―1：13．02� 38．1�
35 フジワンエンジェル 牝2鹿 54 内田 博幸�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：13．1� 7．2�
23 アポロナイスジャブ 牡2栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 416 ―1：13．2� 162．0�

（15頭）
815 サプールコンゴ 牡2黒鹿54 田中 勝春上野 直樹氏 菅原 泰夫 日高 シンボリ牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，463，200円 複勝： 29，739，600円 枠連： 15，403，900円
馬連： 49，638，700円 馬単： 26，760，500円 ワイド： 25，899，900円
3連複： 57，982，700円 3連単： 76，336，300円 計： 309，224，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 330円 � 480円 � 420円 枠 連（1－6） 5，250円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 16，370円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 2，210円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 21，480円 3 連 単 ��� 129，910円

票 数

単勝票数 計 274632 的中 � 17837（6番人気）
複勝票数 計 297396 的中 � 25234（5番人気）� 15497（8番人気）� 18536（7番人気）
枠連票数 計 154039 的中 （1－6） 2270（21番人気）
馬連票数 計 496387 的中 �� 4784（31番人気）
馬単票数 計 267605 的中 �� 1226（61番人気）
ワイド票数 計 258999 的中 �� 3295（26番人気）�� 3011（27番人気）�� 3827（22番人気）
3連複票数 計 579827 的中 ��� 2024（73番人気）
3連単票数 計 763363 的中 ��� 426（423番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．1―11．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．6―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミキノドラマー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2013．4．29生 牡2鹿 母 ケイアイミサイル 母母 サラトガワールド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 サプールコンゴ号は，疾病〔鼻部挫創〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サムライッコ号・ニシノグリーディ号・ビービールチル号



18079 7月25日 曇 稍重 （27福島2）第7日 第7競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時35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

611 グリーングリーン 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 大江原 哲 日高 宝寄山 忠則 502－ 41：08．8 9．3�
714 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 452－ 81：08．9� 7．1�
36 タケショウビクター 牡3黒鹿56 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 488＋ 21：09．22 14．6�
11 コンコルダンス 牝3芦 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：09．4� 8．4�
24 ヒカリピオニー 牡3栗 56 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 494－ 6 〃 アタマ 2．8	
713 レイニングバイオ 牡3鹿 56 田辺 裕信バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 B462＋ 21：09．61� 15．8

612 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 492＋ 41：09．91� 189．0�
48 ケイジースワロー 牡3黒鹿56 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 438± 0 〃 ハナ 47．6�
35 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 510＋ 41：10．0� 12．4
510 ポンテアンジェロ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 470－ 2 〃 ハナ 4．0�
816 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 412＋ 61：10．21
 97．2�
47 アスカアンジュ 牝3青鹿54 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 B460＋ 21：10．41
 55．2�
23 デ ル フ ト 牝3鹿 54 大野 拓弥吉川 朋宏氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 394＋ 4 〃 クビ 196．8�
12 プルミエプリ 牡3栗 56 西田雄一郎�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 436－161：11．03� 299．3�
59 アイガットリズム 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太佐藤 範夫氏 中舘 英二 日高 下河辺牧場 450－ 81：11．53 290．9�
815 アンジェロビアンコ 牡3芦 56 横山 和生吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 420± 01：11．71� 186．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，589，200円 複勝： 36，580，400円 枠連： 14，993，600円
馬連： 63，242，100円 馬単： 32，791，600円 ワイド： 30，842，400円
3連複： 73，775，200円 3連単： 104，836，400円 計： 385，650，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 260円 � 400円 枠 連（6－7） 2，440円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，560円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 58，100円

票 数

単勝票数 計 285892 的中 � 24428（5番人気）
複勝票数 計 365804 的中 � 34580（4番人気）� 39717（3番人気）� 21833（8番人気）
枠連票数 計 149936 的中 （6－7） 4747（13番人気）
馬連票数 計 632421 的中 �� 15067（12番人気）
馬単票数 計 327916 的中 �� 4039（23番人気）
ワイド票数 計 308424 的中 �� 8222（11番人気）�� 5027（21番人気）�� 5564（17番人気）
3連複票数 計 737752 的中 ��� 4786（37番人気）
3連単票数 計1048364 的中 ��� 1308（188番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．3―11．8―12．3―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．7―43．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリーングリーン �
�
父 スニッツェル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．8．24 札幌8着

2012．3．8生 牡3鹿 母 クリノオンディーヌ 母母 ダーリングスキー 6戦1勝 賞金 7，200，000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） 2頭 コパノウィルソン号・ザキス号

18080 7月25日 晴 良 （27福島2）第7日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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 7，500，000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
2：37．3
2：37．3

良
良

79 クロニクルスカイ 牡4鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 526＋ 22：40．0 14．5�

33 キッスアフィニティ 牡3黒鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510－ 82：40．74 2．9�
812 ウインセイヴィア 牡3栗 54

51 ▲石川裕紀人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 456－102：41．44 6．8�
67 マスタープラマー 牡3栗 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 2 〃 クビ 11．5�
44 マイネルアクロス 牡6黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 8 〃 ハナ 7．5	
811 フォワードカール 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム B474＋ 22：41．61� 48．0

55 ジャングルパサー 牡5鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 534＋122：42．23� 19．5�
22 ストロングバルドル 牡4鹿 57 伊藤 工真村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468± 02：42．3クビ 20．4�
56 ウインステージ 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 388＋ 82：42．61� 38．3
11 クールジャイロ 牡4栗 57 L．オールプレス 川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B504＋102：44．5大差 11．2�

（新）

710 ギ ン ガ 牡3鹿 54 田辺 裕信石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 454＋ 42：46．09 4．1�
68 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 506－ 22：46．95 186．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，230，600円 複勝： 36，266，200円 枠連： 15，330，200円
馬連： 65，034，300円 馬単： 31，143，700円 ワイド： 30，708，300円
3連複： 71，294，100円 3連単： 103，478，100円 計： 382，485，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 380円 � 140円 � 210円 枠 連（3－7） 520円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，510円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 39，150円

票 数

単勝票数 計 292306 的中 � 16041（7番人気）
複勝票数 計 362662 的中 � 18433（7番人気）� 88841（1番人気）� 42232（4番人気）
枠連票数 計 153302 的中 （3－7） 22633（1番人気）
馬連票数 計 650343 的中 �� 20363（9番人気）
馬単票数 計 311437 的中 �� 4606（19番人気）
ワイド票数 計 307083 的中 �� 8154（10番人気）�� 4962（22番人気）�� 18109（2番人気）
3連複票数 計 712941 的中 ��� 10306（17番人気）
3連単票数 計1034781 的中 ��� 1916（137番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―11．9―12．4―12．6―12．4―12．2―12．3―12．0―12．1―12．2―12．3―13．2

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�
13．1―24．4―36．3―48．7―1：01．3―1：13．7―1：25．9―1：38．2―1：50．2―2：02．3―2：14．5―2：26．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロニクルスカイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．11．17 東京6着

2011．4．28生 牡4鹿 母 エレガントフライ 母母 アンカースティーム 17戦3勝 賞金 22，317，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンガ号・ベールグリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月25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。



18081 7月25日 曇 稍重 （27福島2）第7日 第9競走 ��
��1，700�

さ ん り く

三 陸 特 別
発走14時35分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 � ラ テ ラ ス 牝3鹿 52 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-
ald Nielsen 478＋ 41：45．5 3．8�

611 ゴールドリーガル 牡4鹿 57 戸崎 圭太居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 466－ 2 〃 アタマ 24．1�
23 シャークベイ 牡4青鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 502－ 61：45．71	 20．8�
22 トミケンキルカス 牡3栗 54 石橋 脩冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 496－ 41：45．8クビ 148．4�
815 マイネルボルソー 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 470＋ 2 〃 アタマ 13．6	
47 レ レ マ ー マ 牡3栗 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546＋ 61：45．9クビ 1．7

610 ブラックジャガー 牡4青鹿57 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 466＋141：46．32	 174．3�
59 マイネルネッツ 牡3鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 468－ 41：46．4
 76．3�
35 ガ ヤ ル ド 牡4鹿 57 石川裕紀人佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460＋ 81：46．61	 44．4
713 ビッグバンドジャズ 牡5黒鹿57 吉田 豊下河�美智子氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 B510± 01：46．7	 74．8�
34 �� 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 B540－ 61：46．8クビ 7．7�
58 ギンガメテオール 牡3芦 54 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 512± 01：46．9	 51．6�
46 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿54 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 476± 01：47．22 55．5�
814 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 502＋ 41：47．41	 116．9�
712 オメガグランディス 牡4鹿 57 大野 拓弥原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 498± 01：47．5クビ 108．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，243，900円 複勝： 80，832，600円 枠連： 22，668，900円
馬連： 101，957，400円 馬単： 57，998，300円 ワイド： 45，824，500円
3連複： 114，148，700円 3連単： 220，343，700円 計： 685，018，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 250円 � 640円 � 620円 枠 連（1－6） 3，250円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 970円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 13，680円 3 連 単 ��� 50，610円

票 数

単勝票数 計 412439 的中 � 86756（2番人気）
複勝票数 計 808326 的中 � 96346（2番人気）� 30853（6番人気）� 31805（5番人気）
枠連票数 計 226689 的中 （1－6） 5391（11番人気）
馬連票数 計1019574 的中 �� 20266（12番人気）
馬単票数 計 579983 的中 �� 7164（18番人気）
ワイド票数 計 458245 的中 �� 11121（9番人気）�� 12398（7番人気）�� 4376（25番人気）
3連複票数 計1141487 的中 ��� 6256（39番人気）
3連単票数 計2203437 的中 ��� 3156（142番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．2―11．5―12．4―12．9―12．7―13．1―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．2―40．7―53．1―1：06．0―1：18．7―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3
4－2，5（1，6）（8，9，12，14）（7，10）15－11，3，13
4（2，7）－（1，5，6，14）（15，9，12）－（8，3）10－11－13

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

勝馬の
紹 介

�ラ テ ラ ス �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 A. P. Jet デビュー 2014．11．23 東京2着

2012．3．8生 牝3鹿 母 Garden Party 母母 Damerelle 5戦2勝 賞金 21，564，000円
〔制裁〕 マイネルボルソー号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エターナルヒーロー号・クロフネビームス号・ソルプレーサ号・ハナズウェポン号・リゼコーフィー号・

レオネプチューン号

18082 7月25日 曇 良 （27福島2）第7日 第10競走 ��
��1，800�い わ き 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

79 タブレットピーシー 牡4芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478＋ 41：48．5 13．1�
78 マイネオーラム 牝4鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 4 〃 クビ 2．8�
11 ゴットフリート 牡5栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：48．6� 6．3�
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 442－ 2 〃 クビ 11．6�

（新）

67 ラスヴェンチュラス 牝6鹿 55 内田 博幸西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 428－ 81：48．7クビ 19．5	
811 フェイマスエンド 牡4栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 	島 一歩 新冠 中村農場 458－101：49．12
 6．1

44 フジマサエンペラー 牡6黒鹿57 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 496－ 41：49．2� 6．6�
66 ルナプロスペクター 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 アタマ 6．6�
810 ドラゴンレジェンド 牡5栗 57 伊藤 工真窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 492＋121：49．41� 22．7
22 � アンシャックルド 5栗 57 江田 照男�大樹ファーム 牧 光二 愛 S. F. Blood-

stock LLC B494－201：49．5
 162．2�
55 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝6鹿 55 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 4 〃 クビ 60．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 42，938，700円 複勝： 63，076，600円 枠連： 22，716，400円
馬連： 116，525，500円 馬単： 53，230，000円 ワイド： 48，373，700円
3連複： 125，177，200円 3連単： 205，259，400円 計： 677，297，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 280円 � 140円 � 190円 枠 連（7－7） 1，840円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，330円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 28，720円

票 数

単勝票数 計 429387 的中 � 26059（7番人気）
複勝票数 計 630766 的中 � 46336（6番人気）� 152496（1番人気）� 84103（3番人気）
枠連票数 計 227164 的中 （7－7） 9546（10番人気）
馬連票数 計1165255 的中 �� 47396（6番人気）
馬単票数 計 532300 的中 �� 8237（23番人気）
ワイド票数 計 483737 的中 �� 18385（6番人気）�� 8758（20番人気）�� 31705（3番人気）
3連複票数 計1251772 的中 ��� 26565（10番人気）
3連単票数 計2052594 的中 ��� 5181（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．4―50．4―1：01．9―1：13．1―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タブレットピーシー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．14 福島16着

2011．3．7生 牡4芦 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 14戦4勝 賞金 46，754，000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。



18083 7月25日 曇 良 （27福島2）第7日 第11競走 ��
��1，200�

し ら か わ

白 河 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

55 ゴールドペガサス 牡3鹿 54 蛯名 正義 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 450－ 41：08．9 1．8�
66 � 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 504－ 41：09．11 4．8�
78 ボブキャット 牡5鹿 57 内田 博幸村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 512－16 〃 クビ 6．2�
44 ヤサカオディール 牝6黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 450± 01：09．2	 13．9�
33 ファンデルワールス 
6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 498＋ 61：09．3� 8．2�
811 スーパーアース 牝5黒鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 468＋ 2 〃 ハナ 63．6	
11 カシノワルツ 牝5黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440－ 6 〃 クビ 39．1

67 � キングクリチャン 牡6栗 57 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B500± 01：09．61� 131．7�
79 � レッドガルシア 牡6栗 57 松岡 正海 �東京ホースレーシング 中舘 英二 日高 下河辺牧場 B502＋ 21：10．02	 244．5
810 テーオートマホーク 牡5鹿 57 戸崎 圭太小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 480－ 21：10．42	 12．7�
22 � ワイルドジョイ 牡8鹿 57 石川裕紀人竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 456－ 41：11．03	 71．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，261，600円 複勝： 96，887，400円 枠連： 35，448，900円
馬連： 188，775，600円 馬単： 113，238，300円 ワイド： 72，680，500円
3連複： 215，693，200円 3連単： 489，198，800円 計： 1，279，184，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 220円 �� 290円 �� 480円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 672616 的中 � 292215（1番人気）
複勝票数 計 968874 的中 � 479034（1番人気）� 102989（3番人気）� 82234（4番人気）
枠連票数 計 354489 的中 （5－6） 59379（1番人気）
馬連票数 計1887756 的中 �� 314469（1番人気）
馬単票数 計1132383 的中 �� 122979（1番人気）
ワイド票数 計 726805 的中 �� 92361（1番人気）�� 64661（3番人気）�� 34163（6番人気）
3連複票数 計2156932 的中 ��� 176830（2番人気）
3連単票数 計4891988 的中 ��� 125657（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．1―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドペガサス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2014．10．26 福島1着

2012．4．19生 牡3鹿 母 フォーモーション 母母 スルーシーツー 8戦3勝 賞金 40，337，000円

18084 7月25日 曇 良 （27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

35 マ リ カ 牝4栗 55 江田 照男�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 474－ 41：08．3 2．8�
24 ロトラトゥール 牝4鹿 55 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B492± 01：08．4� 4．5�
713 ヴ ァ ー ノ ン 牡4栗 57 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494± 01：09．14 4．5�
47 	 パトロクロス 牡5栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 ハナ 12．2�
48 ランバイワイルド 牡3鹿 54 松岡 正海佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 444＋ 21：09．42 31．3�
612	 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 494－ 21：09．5
 28．1	
611 キョウワメロディー 牝4栗 55 内田 博幸�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 470＋121：09．6クビ 34．6

23 ジャイアントアイ 牡3栗 54

51 ▲石川裕紀人島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 486＋ 2 〃 クビ 68．9�
59 スイフトフォンテン 牡4鹿 57 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 448－ 21：09．7� 174．8�
815 プロファウンド 牡4鹿 57 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－101：09．8� 9．7
816 ア ン ミ 牝3鹿 52 蛯名 正義武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋ 8 〃 ハナ 14．2�
714 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 460＋ 6 〃 ハナ 76．8�
36 ホワイトポピー 牝5芦 55

52 ▲伴 啓太楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 B446± 01：10．33 28．5�
12 �	 ウ タ ヒ メ 牝5鹿 55 北村 宏司シンボリ牧場 石毛 善彦 米 Takahiro

Wada 482＋ 21：10．61
 88．2�
510 コパノハリスン 牡3栗 54 大野 拓弥小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 484＋201：10．7� 33．5�
11 アタッキングゾーン �7鹿 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 506＋201：11．23 251．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，953，200円 複勝： 76，430，800円 枠連： 38，190，200円
馬連： 146，695，200円 馬単： 69，580，600円 ワイド： 73，785，200円
3連複： 188，849，500円 3連単： 299，791，600円 計： 947，276，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 140円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 280円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 3，540円

票 数

単勝票数 計 539532 的中 � 151078（1番人気）
複勝票数 計 764308 的中 � 172758（1番人気）� 139765（2番人気）� 126793（3番人気）
枠連票数 計 381902 的中 （2－3） 49422（1番人気）
馬連票数 計1466952 的中 �� 166926（2番人気）
馬単票数 計 695806 的中 �� 48862（1番人気）
ワイド票数 計 737852 的中 �� 69075（2番人気）�� 69983（1番人気）�� 39194（3番人気）
3連複票数 計1888495 的中 ��� 147065（1番人気）
3連単票数 計2997916 的中 ��� 61243（1番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―10．9―11．8―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―30．9―42．7―55．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ リ カ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2013．12．14 中山4着

2011．3．21生 牝4栗 母 ウィンワーシップ 母母 カチウマキャシー 13戦3勝 賞金 37，500，000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。
（非抽選馬） 2頭 ウインオーラム号・サウンドカスケード号



（27福島2）第7日 7月25日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 161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

194，900，000円
2，080，000円
8，020，000円
1，210，000円
17，400，000円
60，708，500円
5，265，800円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
387，893，700円
545，346，500円
213，659，000円
942，571，900円
504，892，800円
435，885，200円
1，098，390，800円
1，890，435，600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 6，019，075，500円

総入場人員 7，676名 （有料入場人員 6，181名）
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