
18085 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10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

36 ク ナ ウ 牝2鹿 54 大野 拓弥�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 468＋ 81：09．9 21．2�
12 ストーミーシー 牡2栗 54 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 516＋ 61：10．0� 1．7�
24 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 404－ 41：10．32 14．4�
47 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 448－ 4 〃 ハナ 22．4�
23 メラニオーン 牡2栗 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 棚川 光男 456± 01：10．4クビ 14．2�
612 グリマープリンセス 牝2鹿 54 戸崎 圭太ザ・ヒルズ 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 402＋ 41：10．72 12．0	
815 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 438＋101：10．91� 32．8

59 スリーミュージアム 牡2鹿 54 吉田 豊永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 412＋ 41：11．22 241．9�
510 キチロクステージ 牡2鹿 54 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 464－ 4 〃 クビ 5．7
48 グランリゲル 牡2鹿 54 北村 宏司島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 438± 01：11．41� 41．7�
714 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 458＋ 61：11．5クビ 560．5�
11 ダイメイグッド 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也宮本 昇氏 石栗 龍彦 日高 日高大洋牧場 430± 01：11．71� 166．0�
713 キセキノヒーロー 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 424＋101：12．01	 110．8�
611 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 438＋ 21：12．21� 70．0�
35 ジャズソング 牝2黒鹿54 蛯名 正義�大樹ファーム 牧 光二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 412＋101：12．41� 58．6�
816 ツクバオーキッド 牝2鹿 54 L．オールプレス 細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 444－ 21：12．72 168．5�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，810，700円 複勝： 52，187，100円 枠連： 14，753，200円
馬連： 58，186，100円 馬単： 36，037，200円 ワイド： 32，922，300円
3連複： 80，150，700円 3連単： 121，852，400円 計： 425，899，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 300円 � 110円 � 220円 枠 連（1－3） 1，060円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，730円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 27，450円

票 数

単勝票数 計 298107 的中 � 11899（6番人気）
複勝票数 計 521871 的中 � 23315（6番人気）� 265010（1番人気）� 35729（3番人気）
枠連票数 計 147532 的中 （1－3） 10772（4番人気）
馬連票数 計 581861 的中 �� 32344（5番人気）
馬単票数 計 360372 的中 �� 6148（13番人気）
ワイド票数 計 329223 的中 �� 13765（5番人気）�� 4512（19番人気）�� 20647（2番人気）
3連複票数 計 801507 的中 ��� 20766（7番人気）
3連単票数 計1218524 的中 ��� 3218（83番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ナ ウ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フェアジャッジメント デビュー 2015．7．5 福島3着

2013．2．11生 牝2鹿 母 フラワーブリーズ 母母 ノーザンフエロー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 ダイメイグッド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻

15分遅延。
〔制裁〕 ダイメイグッド号の騎手木幡初也は，発馬機内での御法（くぐられた）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダイメイグッド号は，平成27年7月27日から平成27年8月16日まで出走停止。停止期間の満了後に

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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニンギョヒメ号・マイネルパッセ号
※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。

18086 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第2競走 ��1，800�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
1：48．2
1：45．9

良
良

710 ウインファビラス 牝2芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 444－ 21：49．3 4．1�
44 ラ ブ レ オ 牡2鹿 54 田中 勝春 M・

Kenichiホールディング� 新開 幸一 新ひだか 山際牧場 490－ 2 〃 アタマ 4．3�
33 ファータグリーン 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 414－ 21：49．61� 4．3�
55 マイネルリプケン 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 田上 稔 510－ 41：50．34 3．1�
67 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 444＋ 21：50．51 21．9�
79 ブルームグラス 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也島川 	哉氏 菅原 泰夫 新冠 浜口牧場 480± 01：50．92� 53．9

22 クリンクリン 牡2鹿 54 田辺 裕信スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474－ 21：51．11� 38．3�
56 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 466－ 41：51．31� 56．2�
811 ベルウッドユウキ 牡2鹿 54 笹川 翼鈴木 照雄氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 464＋ 21：51．61� 160．7

（大井）

812 サ ム ラ イ 牡2栗 54 吉田 豊�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 474＋ 41：51．91� 17．3�
11 ニンギョヒメ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 418＋ 61：54．6大差 151．7�
68 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 428－ 41：54．7クビ 206．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，625，000円 複勝： 29，847，900円 枠連： 9，651，700円
馬連： 46，970，500円 馬単： 31，259，400円 ワイド： 24，718，700円
3連複： 59，232，500円 3連単： 111，525，800円 計： 336，831，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 140円 � 140円 枠 連（4－7） 890円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 280円 �� 310円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 5，260円

票 数

単勝票数 計 236250 的中 � 47673（2番人気）
複勝票数 計 298479 的中 � 55089（3番人気）� 53785（4番人気）� 57402（2番人気）
枠連票数 計 96517 的中 （4－7） 8379（6番人気）
馬連票数 計 469705 的中 �� 41579（5番人気）
馬単票数 計 312594 的中 �� 14933（7番人気）
ワイド票数 計 247187 的中 �� 22562（4番人気）�� 20096（5番人気）�� 19762（6番人気）
3連複票数 計 592325 的中 ��� 41016（4番人気）
3連単票数 計1115258 的中 ��� 15346（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．9―48．8―1：01．3―1：13．6―1：25．9―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
・（4，5）8（10，12）（1，2）9，3，11－6，7・（4，5）（8，12）（10，11）9（3，2）6－7＝1

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

勝馬の
紹 介

ウインファビラス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2015．6．28 東京3着

2013．5．3生 牝2芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニンギョヒメ号・ジュンストレート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月

26日まで平地競走に出走できない。
※ニンギョヒメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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８日



18087 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第3競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

510 ペイシャピュア 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 468－201：09．3 97．6�

35 ファインダッシュ 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 498＋ 2 〃 ハナ 20．0�
47 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450± 01：09．93� 62．6�
59 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 蛯名 正義石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 490＋ 81：10．0� 3．8�
612 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± 01：10．42� 18．7�
12 パイロスター 牡3黒鹿56 田中 勝春熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 482± 01：10．5クビ 2．2�
24 スイートホーム 牝3黒鹿54 吉田 豊 	三石川上牧場 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 21：10．6� 150．0

714 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 458－ 21：10．81� 152．8�
815 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 458＋ 4 〃 ハナ 4．5�
611 ライクエグザイル 牝3芦 54 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 大和田 成 浦河 桑田フアーム 456＋16 〃 ハナ 38．4
23 テ ヅ ク リ 牝3栗 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 440＋141：11．01� 150．7�
11 クリエイトアゲン 牝3鹿 54 笹川 翼浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 466＋ 21：11．1クビ 324．0�

（大井）

816 エイワヨネコ 牝3鹿 54 柴田 大知永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 472－ 81：11．42 121．3�
36 スリーコンサート 牝3鹿 54 L．オールプレス 永井商事� 田中 剛 安平 ノーザンファーム 436－ 41：11．71� 9．8�

（新）

48 ローズオブウィル 牡3栗 56 江田 照男岡田 隆寛氏 武井 亮 むかわ 真壁 信一 B452＋ 21：11．8� 24．3�
（15頭）

713 ア ラ マ サ ル 牡3鹿 56 松岡 正海	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，883，700円 複勝： 28，918，900円 枠連： 14，876，200円
馬連： 43，313，500円 馬単： 25，835，600円 ワイド： 23，758，800円
3連複： 47，348，400円 3連単： 69，610，700円 計： 276，545，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，760円 複 勝 � 1，960円 � 590円 � 1，080円 枠 連（3－5） 1，540円

馬 連 �� 43，360円 馬 単 �� 89，290円

ワ イ ド �� 10，050円 �� 19，370円 �� 10，120円

3 連 複 ��� 288，700円 3 連 単 ��� 1，201，610円

票 数

単勝票数 差引計 228837（返還計 18720） 的中 � 1875（10番人気）
複勝票数 差引計 289189（返還計 30071） 的中 � 3753（10番人気）� 13698（6番人気）� 7003（9番人気）
枠連票数 差引計 148762（返還計 206） 的中 （3－5） 7475（6番人気）
馬連票数 差引計 433135（返還計101525） 的中 �� 774（52番人気）
馬単票数 差引計 258356（返還計 58414） 的中 �� 217（105番人気）
ワイド票数 差引計 237588（返還計 60847） 的中 �� 611（51番人気）�� 316（68番人気）�� 607（52番人気）
3連複票数 差引計 473484（返還計215058） 的中 ��� 123（238番人気）
3連単票数 差引計 696107（返還計313571） 的中 ��� 42（1137番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．1―12．0―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―31．7―43．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャピュア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．7．5 函館6着

2012．3．22生 牡3栗 母 ピュアフレグランス 母母 ス キ ム 10戦1勝 賞金 5，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔競走除外〕 アラマサル号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右後肢蹴傷〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ロゼスピリッツ号の騎手大庭和弥は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・3番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

18088 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第4競走 ��
��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 クラウンシャイン 牡3栗 56 蛯名 正義�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 464－ 41：46．2 2．4�
58 モンドクラフト 牡3鹿 56 柴田 大知�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 540－ 81：46．83� 14．8�
46 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 442＋ 21：47．12 2．6�
712 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 石橋 脩松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：47．2� 21．1�
814 ブロッサムヒル 牡3鹿 56 内田 博幸小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B492± 01：47．41 42．5	
22 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 江田 照男島川 
哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 01：48．35 31．2�
47 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 北村 宏司大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 504－ 41：48．4� 61．6�
713 マーケットプライス 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 486 ―1：48．61� 139．0
34 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 488＋ 21：48．7� 31．5�
611	 アメリカンストーム 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &
Michael Baum B542－ 21：49．23 18．8�

23 サンデンバロン 牡3栗 56 松岡 正海山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 B454＋ 2 〃 クビ 17．6�
815 テイクミーホーム 牝3青鹿54 吉田 豊大野 富生氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：49．3� 42．8�
610 リンガスプライム 牡3栗 56 柴田 善臣伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 484＋ 21：49．93� 10．4�
35 ギ ル バ ー ト 牡3鹿 56 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 502－121：52．1大差 291．4�
59 ロスプーマス 牡3鹿 56 L．オールプレス 吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 486 ―1：52．31
 99．9�

（新）

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，819，100円 複勝： 41，098，100円 枠連： 18，365，400円
馬連： 65，464，100円 馬単： 40，628，600円 ワイド： 38，590，800円
3連複： 86，396，400円 3連単： 136，554，900円 計： 459，917，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 260円 � 110円 枠 連（1－5） 2，390円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 730円 �� 150円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計 328191 的中 � 106717（1番人気）
複勝票数 計 410981 的中 � 119824（1番人気）� 22939（5番人気）� 107443（2番人気）
枠連票数 計 183654 的中 （1－5） 5948（11番人気）
馬連票数 計 654641 的中 �� 21590（7番人気）
馬単票数 計 406286 的中 �� 9636（7番人気）
ワイド票数 計 385908 的中 �� 10921（7番人気）�� 89769（1番人気）�� 8943（13番人気）
3連複票数 計 863964 的中 ��� 39483（5番人気）
3連単票数 計1365549 的中 ��� 10212（24番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．5―12．6―12．1―12．4―13．0―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―29．9―42．5―54．6―1：07．0―1：20．0―1：33．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンシャイン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．11．15 福島3着

2012．4．21生 牡3栗 母 タ ツ ル ビ ー 母母 ヘッディンウエスト 9戦1勝 賞金 16，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔その他〕 ギルバート号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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〕 ロスプーマス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26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 ブラヴューラ号
※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。



18089 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．9
1：59．9

良
良

710 ロジストーム 牡2芦 54 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 534 ―2：03．2 4．5�
69 マルターズゲイル 牡2青鹿54 大野 拓弥藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 466 ―2：03．3� 6．2�
33 リアルクリス 牡2青鹿54 戸崎 圭太伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム 514 ―2：03．62 5．1�
68 コウキチョウサン 牡2鹿 54 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 446 ―2：03．7� 8．3�
813 ダ イ フ ク 牡2黒鹿54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 468 ―2：04．01� 89．5�
45 アンフィールド 牡2栗 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462 ―2：04．32 3．7	
711 カ マ ク ラ 牝2黒鹿54 田中 勝春市川 義美氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 438 ―2：04．62 16．4

57 タカラリュウセイ 牡2黒鹿54 吉田 豊村山 義男氏 中舘 英二 新冠 大栄牧場 444 ―2：05．98 69．0�
56 ノーザンエンブレム 牝2黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 486 ―2：06．11	 76．7�
44 ク ロ コ 牝2青 54 西田雄一郎臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 竹島 幸治 454 ―2：07．05 16．4
11 ウインアンビション 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 466 ―2：07．95 99．6�
812 マイネルシュタット 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 丸村村下
ファーム 460 ―2：08．11� 21．1�

22 ガ イ ナ 牡2鹿 54 岩部 純二�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤沢牧場 456 ―2：08．42 176．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，309，400円 複勝： 30，945，400円 枠連： 14，247，200円
馬連： 51，552，700円 馬単： 30，624，300円 ワイド： 24，334，000円
3連複： 60，190，000円 3連単： 93，164，700円 計： 337，367，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 180円 � 170円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 550円 �� 500円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 10，810円

票 数

単勝票数 計 323094 的中 � 59776（2番人気）
複勝票数 計 309454 的中 � 51165（2番人気）� 41719（4番人気）� 47523（3番人気）
枠連票数 計 142472 的中 （6－7） 15257（4番人気）
馬連票数 計 515527 的中 �� 26264（6番人気）
馬単票数 計 306243 的中 �� 8131（11番人気）
ワイド票数 計 243340 的中 �� 11201（7番人気）�� 12661（4番人気）�� 12293（5番人気）
3連複票数 計 601900 的中 ��� 20323（5番人気）
3連単票数 計 931647 的中 ��� 6248（29番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―12．6―13．3―12．5―11．9―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．1―48．7―1：02．0―1：14．5―1：26．4―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジストーム �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Storm Cat 初出走

2013．2．10生 牡2芦 母 レーヴドフィユ 母母 Bosra Sham 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※カマクラ号・クロコ号・ノーザンエンブレム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18090 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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

713 リミットブレイク 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B512＋101：09．0 10．2�
24 シゲルカゼノボン 牝3黒鹿54 松岡 正海森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 馬道 繁樹 B492＋ 6 〃 ハナ 3．9�
816 フクノグローリア 牝3黒鹿54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 446＋ 4 〃 ハナ 3．2�
611 シュンクルーズ 牡3黒鹿56 蛯名 正義村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 448＋ 61：09．21� 20．0�
12 マダムヤッコ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 442± 0 〃 クビ 25．6�
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 452＋101：09．41� 41．9	
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 438－ 41：09．5� 31．9

36 グラントウショウ 牝3鹿 54 内田 博幸トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474± 0 〃 ハナ 19．1�
59 ダイメイゴン 牡3鹿 56 江田 照男宮本 孝一氏 本間 忍 日高 横井 哲 476＋ 21：09．71� 23．0
714 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 田辺 裕信加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 496＋ 4 〃 ハナ 6．1�
11 ケイアイトレジャー 牡3芦 56 吉田 豊亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 500＋ 61：09．8� 20．4�
48 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 B456＋ 41：09．9クビ 218．4�
35 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 478－ 21：10．0� 184．7�
612 スリーキーノート 牝3黒鹿54 二本柳 壮永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 三石ファーム 430＋ 61：10．63� 296．7�
815 サウンドアラムシャ 牡3青鹿56 田中 勝春増田 雄一氏 和田正一郎 新ひだか 中田 英樹 432＋ 21：12．4大差 105．1�
23 サクラエクレール 牡3栗 56 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 498－ 41：13．78 8．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，237，700円 複勝： 45，588，200円 枠連： 21，833，700円
馬連： 74，308，200円 馬単： 40，621，100円 ワイド： 40，615，500円
3連複： 93，441，800円 3連単： 126，911，900円 計： 476，558，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 340円 � 150円 � 130円 枠 連（2－7） 680円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 830円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 29，430円

票 数

単勝票数 計 332377 的中 � 25980（5番人気）
複勝票数 計 455882 的中 � 23330（6番人気）� 86815（2番人気）� 110643（1番人気）
枠連票数 計 218337 的中 （2－7） 24734（3番人気）
馬連票数 計 743082 的中 �� 18498（10番人気）
馬単票数 計 406211 的中 �� 4068（25番人気）
ワイド票数 計 406155 的中 �� 9532（11番人気）�� 11886（7番人気）�� 37598（1番人気）
3連複票数 計 934418 的中 ��� 18594（7番人気）
3連単票数 計1269119 的中 ��� 3126（75番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．4―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．4―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（4，13）（2，8，16）（6，7，12）－（1，10）（5，15，9）14（3，11） 4 ・（4，13）（2，16）8，6，7（1，12，10）（5，9）11，14，15－3

勝馬の
紹 介

リミットブレイク �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．6．7 東京4着

2012．2．15生 牡3鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 8戦1勝 賞金 7，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ルパン号の騎手原田和真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラエクレール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26日まで平地

競走に出走できない。
サウンドアラムシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月26日まで平地
競走に出走できない。



18091 7月26日 晴 良 （27福島2）第8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

24 ラ ム レ イ 牝3鹿 54 北村 宏司山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 476－ 22：00．7 15．2�
48 コンチャフラメンカ 牝3黒鹿54 L．オールプレス 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ

ファーム B438－ 82：01．02 4．3�
（新）

36 エレガントソング 牝3黒鹿54 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：01．1クビ 24．3�
612 クラウンジーニアス 牡3栗 56 柴田 善臣�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B482＋ 42：01．2� 5．1�
23 アドラビリティ 牝3青鹿54 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 484＋ 4 〃 ハナ 15．0	
11 サンディアタッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 446± 02：02．05 72．6

47 コスモジョイジョイ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 田端牧場 B462＋ 6 〃 アタマ 8．8�
713 ウエスタンレオーネ 牡3青鹿56 内田 博幸西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 486 ―2：02．1クビ 36．4�
59 ファジーシステム 牡3鹿 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 434－ 2 〃 クビ 55．1
714 レオロフティー 牡3鹿 56 横山 和生�レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 B472＋ 42：02．31 3．8�
35 シゲルデンガク 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 畔柳 作次 450＋12 〃 アタマ 34．2�
510 マリーズラン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 456－ 82：03．25 14．4�
12 プリンセチア 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �社台レースホース国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 62：03．3クビ 52．8�

815 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 400－ 42：03．83 343．5�

611 ディーエスフェイム 牡3鹿 56 武士沢友治秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 488＋122：04．22� 118．9�
816 サニーゴールド 牡3青鹿56 田中 勝春堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 500± 02：04．52 10．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，479，400円 複勝： 45，435，600円 枠連： 19，985，600円
馬連： 74，543，200円 馬単： 36，559，700円 ワイド： 37，809，000円
3連複： 89，857，000円 3連単： 118，421，300円 計： 454，090，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 420円 � 180円 � 570円 枠 連（2－4） 1，170円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 4，990円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 25，710円 3 連 単 ��� 137，140円

票 数

単勝票数 計 314794 的中 � 16466（8番人気）
複勝票数 計 454356 的中 � 25579（7番人気）� 83711（2番人気）� 17703（9番人気）
枠連票数 計 199856 的中 （2－4） 13151（4番人気）
馬連票数 計 745432 的中 �� 18413（14番人気）
馬単票数 計 365597 的中 �� 3725（32番人気）
ワイド票数 計 378090 的中 �� 9085（12番人気）�� 1904（47番人気）�� 4739（24番人気）
3連複票数 計 898570 的中 ��� 2621（82番人気）
3連単票数 計1184213 的中 ��� 626（414番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．6―12．9―13．0―11．8―12．1―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．0―34．5―46．1―59．0―1：12．0―1：23．8―1：35．9―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ム レ イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 High Chaparral デビュー 2014．12．7 中京8着

2012．3．26生 牝3鹿 母 ジューシージーン 母母 Miss Queen 6戦1勝 賞金 6，600，000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。

18092 7月26日 晴 良 （27福島2）第8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）

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

35 マーブルケーキ 牝4白 55 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋101：45．2 3．8�

713 エグランティエ 牝3栗 52 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 422－ 41：45．3� 10．2�
815 カナラズカナラズ 牝3鹿 52

49 ▲木幡 初也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 450± 01：45．51 32．9�
47 ジャズダンサー 牝5栃栗55 蛯名 正義�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448＋ 81：45．6� 32．0�
34 メリーウィドウ 牝4鹿 55 武士沢友治 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 21：45．81� 5．7	
22 エンドレストライ 牝4黒鹿55 田辺 裕信飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 460＋ 4 〃 アタマ 9．9

23 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 478－ 81：46．22� 12．9�
46 スカーボロフェア 牝3鹿 52 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 4 〃 クビ 134．7�
59 タイヨウノコ 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人髙橋照比古氏 相沢 郁 浦河 林 孝輝 498＋281：46．51� 25．0
58 � クィーンオブシバ 牝4鹿 55 江田 照男小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 498－ 61：46．71 159．7�
814 ファンシーミューズ 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 502＋121：47．01� 10．2�
611 オトメチャン 牝3鹿 52 戸崎 圭太島田 久氏 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 504＋ 21：47．1クビ 3．8�
11 モアアピール 牝3芦 52 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458－ 21：47．42 36．8�
712 レッドクラリス 牝4栗 55 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 474＋241：49．4大差 30．7�
610 キービスケット 牝4黒鹿55 笹川 翼北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 496＋241：52．0大差 176．0�

（大井）

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，808，300円 複勝： 59，540，700円 枠連： 26，148，100円
馬連： 101，473，500円 馬単： 47，302，500円 ワイド： 50，012，200円
3連複： 127，581，500円 3連単： 168，854，400円 計： 619，721，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 270円 � 890円 枠 連（3－7） 850円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，370円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 23，730円 3 連 単 ��� 87，630円

票 数

単勝票数 計 388083 的中 � 81377（2番人気）
複勝票数 計 595407 的中 � 105558（2番人気）� 56963（5番人気）� 13692（12番人気）
枠連票数 計 261481 的中 （3－7） 23655（3番人気）
馬連票数 計1014735 的中 �� 55500（4番人気）
馬単票数 計 473025 的中 �� 13806（6番人気）
ワイド票数 計 500122 的中 �� 18752（5番人気）�� 5321（30番人気）�� 2817（45番人気）
3連複票数 計1275815 的中 ��� 4031（80番人気）
3連単票数 計1688544 的中 ��� 1397（311番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．5―11．7―12．3―12．5―12．6―12．9―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．4―41．1―53．4―1：05．9―1：18．5―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーブルケーキ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中山10着

2011．4．9生 牝4白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 9戦3勝 賞金 22，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キービスケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



18093 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第9競走 ��
��1，800�

く り こ

栗 子 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

36 ロジダーリング 牡3鹿 54 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 21：48．5 3．5�
611 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 498＋ 21：48．6
 5．7�

（新）

23 アートフェスタ 牡4黒鹿57 蛯名 正義森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 508＋ 4 〃 クビ 13．0�
59 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 21：48．7� 27．7�
35 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470－ 21：48．8� 25．0	
11 ダイワブレイディ �5芦 57 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498－161：48．9� 16．3

510 ボ ル ゲ ー ゼ 牡3黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 01：49．0
 9．0�
816 ワラッチャオ 牝3青鹿52 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 466－ 61：49．1� 13．8�
612 ディアデルレイ 牡4栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502＋10 〃 クビ 3．9
24 コスモアルドラ 牡3鹿 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 506－ 61：49．2� 38．7�
713 デスティニーシチー 牡5栗 57 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 478＋ 2 〃 アタマ 30．8�
815 シリーシンフォニー 牡3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 488－ 81：49．3クビ 15．5�
48 シンボリネルソン 牡4黒鹿57 吉田 豊シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 430－ 2 〃 クビ 87．0�
714 レッドムーヴ 牝5鹿 55 横山 和生 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 456＋ 61：49．51 202．2�
12 ファイネストアワー 牡4栗 57 石橋 脩矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 438－ 21：50．24 262．6�
47 � チャンピオンガイ 牡4黒鹿57 笹川 翼坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 榊原 光子 456＋ 41：51．810 383．2�

（大井）

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，639，900円 複勝： 65，042，300円 枠連： 33，232，200円
馬連： 124，372，500円 馬単： 55，927，900円 ワイド： 58，512，400円
3連複： 146，657，700円 3連単： 204，884，500円 計： 731，269，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 200円 � 300円 枠 連（3－6） 390円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 420円 �� 840円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 18，250円

票 数

単勝票数 計 426399 的中 � 95772（1番人気）
複勝票数 計 650423 的中 � 135489（1番人気）� 83695（3番人気）� 45438（5番人気）
枠連票数 計 332322 的中 （3－6） 64606（1番人気）
馬連票数 計1243725 的中 �� 87277（2番人気）
馬単票数 計 559279 的中 �� 22518（3番人気）
ワイド票数 計 585124 的中 �� 39131（2番人気）�� 17548（6番人気）�� 9560（18番人気）
3連複票数 計1466577 的中 ��� 23267（10番人気）
3連単票数 計2048845 的中 ��� 8135（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．6―49．3―1：01．6―1：13．6―1：25．3―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジダーリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．10．25 東京10着

2012．4．13生 牡3鹿 母 メジロアリエル 母母 メジロダーリング 8戦2勝 賞金 24，952，000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） 2頭 ヒシワイルド号・ランドントウォーク号
（非抽選馬） 2頭 アンジュデュバン号・マイネルシェルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

18094 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第10競走 ��
��1，700�

よ こ て

横 手 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．7．26以降27．7．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

横手市長賞・横手市観光協会賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

47 エイシンヴァラー 牡4鹿 56 石橋 脩�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 504－ 41：45．1 4．4�
23 ダイナミックウオー 牡5黒鹿54 柴田 大知小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 518± 0 〃 クビ 7．3�
59 ロンギングエース 牡5鹿 56 北村 宏司坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B506＋ 41：45．2クビ 12．6�
610 ピグマリオン �6鹿 53 笹川 翼 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470－ 61：45．41� 87．0�

（大井）

22 ツインキャンドル 牝4鹿 52 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B452－ 21：45．93 13．5	
814 ビ ッ グ ギ グ 牡4栗 57 横山 和生吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B524－ 81：46．32� 14．7

11 マドリードカフェ 牡4黒鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 502－121：46．4� 9．2�
58 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 56 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 470－ 41：46．5	 4．6�
35 クラシックメタル 牡4鹿 57 L．オールプレス 吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 516＋221：46．6クビ 7．1

（新）

611 スリープレシャス 牡7青 53 江田 照男永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464－ 41：47．02� 104．4�
34 
 シンクヴェトリル 牡6鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 564＋ 81：47．1� 244．2�
713 タマノエスペランサ 牝5鹿 52 伴 啓太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 498＋241：48．27 217．2�
46 トウカイメリー 牝6青鹿51 木幡 初也内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 458＋101：48．41� 51．1�
815 ニシノゲンキマル 牡4栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 496± 0 〃 ハナ 32．3�
712 リアルエンブレム 牡5鹿 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B522＋ 41：48．6	 7．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，411，100円 複勝： 67，004，800円 枠連： 32，094，900円
馬連： 136，387，400円 馬単： 57，075，800円 ワイド： 55，829，900円
3連複： 163，829，300円 3連単： 229，029，600円 計： 783，662，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 240円 � 300円 枠 連（2－4） 1，320円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，000円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 29，290円

票 数

単勝票数 計 424111 的中 � 75815（1番人気）
複勝票数 計 670048 的中 � 103779（2番人気）� 70069（3番人気）� 52378（6番人気）
枠連票数 計 320949 的中 （2－4） 18814（5番人気）
馬連票数 計1363874 的中 �� 48901（6番人気）
馬単票数 計 570758 的中 �� 11230（10番人気）
ワイド票数 計 558299 的中 �� 17456（6番人気）�� 14347（10番人気）�� 11974（16番人気）
3連複票数 計1638293 的中 ��� 18805（21番人気）
3連単票数 計2290296 的中 ��� 5669（77番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．7―41．9―54．4―1：06．5―1：19．0―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンヴァラー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．12．14 阪神1着

2011．5．12生 牡4鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 8戦4勝 賞金 47，092，000円
〔制裁〕 ロンギングエース号の騎手北村宏司は，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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アルデグロリア号・エクストレミティー号・ケツァルコアトル号・サンタクローチェ号・サンデーミノル号・

スワンボート号・タイセイバスター号・ブライトジェム号・モンプレジール号・ラインルーフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２レース目



18095 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第11競走 ��
��1，800�福島テレビオープン

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

福島テレビ賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

68 サクラアルディート 牡7鹿 57 北村 宏司�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 478－181：46．9 22．0�
44 ヒストリカル 牡6黒鹿57 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 クビ 3．2�
11 マコトブリジャール 牝5鹿 54 柴田 大知�ディアマント 	島 一歩 様似 出口 繁夫 404± 0 〃 アタマ 9．2�
33 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 21：47．0
 5．6�
22 アロマカフェ 牡8黒鹿56 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 482＋ 81：47．1� 9．2�
56 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 54 江田 照男	ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 482± 01：47．31 3．6

55 � ダイヤモンドダンス 牡6鹿 56 笹川 翼大志総合企画� 堀 千亜樹 むかわ 片山 幹雄 500－ 61：47．4� 164．9�

（大井） （大井）

812 マ デ イ ラ 牡6栗 56 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 490－ 6 〃 クビ 13．4�
79 マックスドリーム 8青鹿56 蛯名 正義山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 516－221：47．61� 20．5
710 バッドボーイ 牡5鹿 56 田辺 裕信畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 492－181：48．02� 19．4�
811� ドリームバスケット 牡8栗 57 佐藤 友則山下 定良氏 伊藤 強一 日高 荒井ファーム 460－ 11：48．31
 135．1�

（笠松） （笠松）

67 フィロパトール 牝6鹿 54 石橋 脩髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 474＋ 21：48．51 21．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 79，819，500円 複勝： 84，457，100円 枠連： 50，842，300円 馬連： 281，971，700円 馬単： 119，237，900円
ワイド： 101，213，500円 3連複： 344，648，200円 3連単： 588，606，500円 5重勝： 556，189，000円 計： 2，206，985，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 450円 � 170円 � 290円 枠 連（4－6） 1，840円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 8，890円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，220円 �� 590円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 58，200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����� 3，932，640円

票 数

単勝票数 計 798195 的中 � 28996（10番人気）
複勝票数 計 844571 的中 � 40793（9番人気）� 162982（2番人気）� 71051（5番人気）
枠連票数 計 508423 的中 （4－6） 21369（9番人気）
馬連票数 計2819717 的中 �� 70911（13番人気）
馬単票数 計1192379 的中 �� 10050（36番人気）
ワイド票数 計1012135 的中 �� 29220（9番人気）�� 11151（31番人気）�� 45821（5番人気）
3連複票数 計3446482 的中 ��� 32558（34番人気）
3連単票数 計5886065 的中 ��� 7332（222番人気）
5重勝票数 計5561890 的中 ����� 99

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．7―47．9―59．9―1：11．4―1：23．2―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラアルディート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2011．3．5 阪神2着

2008．3．29生 牡7鹿 母 セダンフオーエバー 母母 サクラセダン 29戦6勝 賞金 134，850，000円
〔制裁〕 サクラアルディート号の騎手北村宏司は，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。
※マコトブリジャール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

18096 7月26日 晴 良 （27福島2）第8日 第12競走 ��1，200�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 7，500，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

59 ダイワベスパー 牝6黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－ 21：09．4 4．9�
510 ダノンビーナス 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 436＋ 2 〃 クビ 3．2�
611 ヨッテウタッテ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太小田切有一氏 石毛 善彦 新冠 中地 康弘 464± 01：09．5クビ 66．4�
48 ハプスブルク 牡5鹿 57 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454－ 4 〃 クビ 10．0�
815 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 502＋ 61：09．71� 5．0	
47 ジャストサウンド 牡3鹿 54 江田 照男増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 450＋ 61：09．8クビ 32．0

612 サンタナブルー 牡3黒鹿54 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 446＋ 61：10．01� 13．7�
11 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 464－ 21：10．21 18．1�
816� リックバナード 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎山邉 浩氏 小桧山 悟 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 494－ 2 〃 アタマ 350．2

713 ヒメスズラン 牝4栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 498＋ 21：10．3� 21．9�
35 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 L．オールプレス�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 456＋ 4 〃 アタマ 6．5�

（新）

12 ポッドスター 牡5栗 57 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 502－ 8 〃 クビ 94．9�
24 ドナエテルニテ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 442＋ 41：10．72	 73．7�
36 � カンタベリーヒメ 牝3鹿 52 伊藤 工真峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B450－ 41：11．44 215．5�
23 メイスンヴィーナス 牝3栗 52 笹川 翼梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 472－ 21：11．61� 30．0�

（大井）

714 セカイノカナ 牝5芦 55 武士沢友治泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本牧場 450－ 81：11．7	 190．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，226，700円 複勝： 89，349，400円 枠連： 52，800，600円
馬連： 195，494，000円 馬単： 91，711，400円 ワイド： 94，646，200円
3連複： 239，777，600円 3連単： 406，452，100円 計： 1，246，458，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 150円 � 940円 枠 連（5－5） 750円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 350円 �� 3，960円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 12，090円 3 連 単 ��� 48，280円

票 数

単勝票数 計 762267 的中 � 122895（2番人気）
複勝票数 計 893494 的中 � 122160（3番人気）� 190142（1番人気）� 17379（11番人気）
枠連票数 計 528006 的中 （5－5） 54460（3番人気）
馬連票数 計1954940 的中 �� 197580（1番人気）
馬単票数 計 917114 的中 �� 46454（3番人気）
ワイド票数 計 946462 的中 �� 78601（1番人気）�� 5675（40番人気）�� 7300（34番人気）
3連複票数 計2397776 的中 ��� 14870（41番人気）
3連単票数 計4064521 的中 ��� 6103（141番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―10．9―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．0―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワベスパー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gone West デビュー 2012．1．28 東京3着

2009．4．16生 牝6黒鹿 母 ダイワリプルス 母母 Silken Ripples 21戦3勝 賞金 29，650，000円
〔発走状況〕 セカイノカナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ラドゥガ号の騎手L．オールプレスは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：3番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セカイノカナ号は，平成27年7月27日から平成27年8月25日まで出走停止。停止期間の満了後に

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 グレンデール号・ノンブルドール号・フドーシン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（27福島2）第8日 7月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

188，350，000円
3，140，000円
10，900，000円
1，380，000円
16，770，000円
66，236，000円
4，602，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
486，070，500円
639，415，500円
308，831，100円
1，254，037，400円
612，821，400円
582，963，300円
1，539，111，100円
2，375，868，800円
556，189，000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 8，355，308，100円

総入場人員 11，757名 （有料入場人員 9，657名）



平成27年度 第2回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，371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

1，589，510，000円
16，760，000円
80，500，000円
11，830，000円
141，690，000円
515，143，750円
39，772，400円
13，161，600円

勝馬投票券売得金
3，813，735，300円
5，181，291，100円
2，498，090，300円
10，094，997，300円
5，019，989，600円
4，640，800，300円
12，713，967，400円
20，137，319，100円
2，375，873，400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
5 重 勝
計 66，476，063，800円

総入場延人員 96，158名 （有料入場延人員 64，132名）
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