
18085 7月24日 曇 良 （28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 ダイイチターミナル 牡2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 420± 01：10．1 2．5�
59 � クロースリーニット 牡2鹿 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 518＋101：10．95 6．9�
48 ユメチョキン 牝2栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 430＋ 2 〃 クビ 13．6�
510 ヤマニンシーベリー 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 434＋ 81：11．0� 8．3�
23 アメイズミー 牡2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：11．53 4．2	
612 グッバイサマー 牝2栗 54

51 ▲木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 小河 豊水 426＋ 61：11．71 26．3

12 フライングデビル 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎小田切 光氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 482＋ 41：12．02 171．2�
11 ゴ ウ ケ ン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 石栗 龍彦 日高 藤本ファーム 430－ 6 〃 アタマ 286．6�
24 オトメノスガタ 牝2青鹿54 丸田 恭介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 414－ 41：12．21	 168．6
47 ニシノマッハ 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 446± 01：12．3� 6．5�
713 シ ラ バ ブ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 むかわ 上水牧場 450－ 21：12．62 108．3�
611 ゴールドサンダー 牡2鹿 54 大庭 和弥上田 忠男氏 的場 均 新ひだか 沖田 博志 436－ 41：13．13 383．4�
714 シゲルピューマ 牡2栗 54

52 △伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 396＋ 61：13．2クビ 191．8�
815 プ リ メ ラ 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 398－121：14．47 345．3�
816 ラブパッション 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 390＋ 6 〃 クビ 620．1�
35 エアリーウインド 牡2栗 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 81：17．6大差 516．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，603，700円 複勝： 45，705，800円 枠連： 13，114，300円
馬連： 57，093，000円 馬単： 33，208，900円 ワイド： 31，192，300円
3連複： 79，896，800円 3連単： 112，555，200円 計： 401，370，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 200円 � 260円 枠 連（3－5） 530円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 360円 �� 580円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 286037 的中 � 93430（1番人気）
複勝票数 計 457058 的中 � 141184（1番人気）� 50095（4番人気）� 33038（6番人気）
枠連票数 計 131143 的中 （3－5） 19060（2番人気）
馬連票数 計 570930 的中 �� 49219（3番人気）
馬単票数 計 332089 的中 �� 15700（5番人気）
ワイド票数 計 311923 的中 �� 23625（3番人気）�� 13612（6番人気）�� 7580（15番人気）
3連複票数 計 798968 的中 ��� 25705（8番人気）
3連単票数 計1125552 的中 ��� 7865（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．3―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．4―46．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 9（6，14）（2，3，7，10）－（4，12）（1，8）－（13，15）－11，16＝5 4 ・（9，6）（2，3）（7，14，10）12，4，8，1－（13，15）－11＝16＝5

勝馬の
紹 介

ダイイチターミナル �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．6．19 東京2着

2014．4．3生 牡2鹿 母 ベルグチケット 母母 ベルグストーム 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルピューマ号・プリメラ号・ラブパッション号・エアリーウインド号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成28年8月24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。
（非当選馬） 1頭 カシノレビン号

18086 7月24日 曇 良 （28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

611 フラワープレミア 牡2鹿 54 江田 照男花村 誠氏 池上 昌弘 平取 船越 伸也 456＋ 61：51．0 9．3�
712 マイネルラプティス 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 4 〃 ハナ 2．8�
22 ウインクバック 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：51．31� 5．4�
35 ハノハノボーイ 牡2鹿 54 田中 勝春島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 2 〃 クビ 41．2	
814 ウインブライト 牡2芦 54 内田 博幸�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 448－ 21：51．4クビ 4．0

713 ヒマラヤパルプンテ 牡2黒鹿 54

52 △伴 啓太辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 井高牧場 492－ 21：51．82� 182．8�
58 ニシノリヒト 牡2鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 438－ 61：52．01 100．0�
11 ボヌールバトー 牝2黒鹿54 武士沢友治�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 414＋ 2 〃 ハナ 47．7
34 アポロストロング 牡2栗 54 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 今野 活博 482± 01：52．1� 29．3�
610 スグスキシッパイ 牡2鹿 54 石橋 脩小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432± 01：52．2� 15．9�
815 ワンオブクインズ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 巧也平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 472＋ 41：52．51� 9．2�
59 ハートノエース 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 432－ 21：52．71� 279．2�
47 デ ジ ャ ブ 牡2黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 494－ 41：53．55 53．4�
46 エーブインブレム 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 452－ 4 〃 アタマ 195．1�
23 ショウジキモノ 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 466＋ 21：53．71� 142．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，443，700円 複勝： 32，967，400円 枠連： 14，588，100円
馬連： 50，337，500円 馬単： 27，752，100円 ワイド： 29，327，100円
3連複： 70，257，400円 3連単： 93，149，000円 計： 342，822，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 220円 � 150円 � 160円 枠 連（6－7） 760円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 460円 �� 700円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 15，280円

票 数

単勝票数 計 244437 的中 � 22074（5番人気）
複勝票数 計 329674 的中 � 32266（4番人気）� 65718（2番人気）� 55982（3番人気）
枠連票数 計 145881 的中 （6－7） 14845（5番人気）
馬連票数 計 503375 的中 �� 31798（4番人気）
馬単票数 計 277521 的中 �� 6901（11番人気）
ワイド票数 計 293271 的中 �� 16292（4番人気）�� 10024（8番人気）�� 25114（2番人気）
3連複票数 計 702574 的中 ��� 26074（4番人気）
3連単票数 計 931490 的中 ��� 4418（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．7―50．3―1：02．7―1：14．3―1：26．3―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

フラワープレミア �
�
父 アンライバルド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．6．25 東京3着

2014．4．16生 牡2鹿 母 トミケンソリッド 母母 ブルーバタフライ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ウインクバック号の騎手柴田大知は，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。

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24日 曇 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

59 ペイシャバラード 牝3黒鹿54 大野 拓弥北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448± 01：09．5 2．7�
611 グロウインザダーク �3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 アタマ 5．2�
48 ブライトピスケス 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 484－ 41：09．71� 3．5�

36 エタニティーワルツ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 460－ 61：09．91� 27．3�
12 シグナリング 牝3鹿 54 吉田 豊	明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 450＋ 61：10．0クビ 8．8

24 クレイジーインラヴ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 428＋ 61：10．21� 21．0�
815 ケイジーファルコン 牡3栗 56 武士沢友治鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 428± 01：10．3クビ 11．7�
35 ト ー レ ク ン 牡3鹿 56 杉原 誠人 	グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 418－ 21：10．72� 43．8
816 トウショウジルバ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也トウショウ産業	 池上 昌和 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464＋ 41：10．91� 359．8�
612 ドミネイトアゲン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 猿倉牧場 432 ―1：11．11 156．0�
47 ラブオールミー 牝3鹿 54 柴田 善臣栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 456＋ 81：11．2クビ 177．6�
714 ダノンボンコ 牝3黒鹿54 丸田 恭介	ダノックス 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 432－20 〃 アタマ 177．5�
713 セイウンタキノボリ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 和幸 新ひだか 今 牧場 480＋ 21：12．05 23．2�
23 キョウエイドリーム 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 448＋201：12．21� 51．3�
510 ノ ボ ド ラ ゴ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也	LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 466＋ 61：12．73 32．9�
11 ヤマニンサリュエ 牝3黒鹿54 菅原 隆一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 406＋ 41：13．02 257．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，536，800円 複勝： 38，266，600円 枠連： 13，312，800円
馬連： 56，611，100円 馬単： 31，158，700円 ワイド： 31，308，500円
3連複： 77，539，400円 3連単： 107，243，200円 計： 381，977，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 240円 �� 230円 �� 340円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 265368 的中 � 76420（1番人気）
複勝票数 計 382666 的中 � 85095（1番人気）� 60851（3番人気）� 81922（2番人気）
枠連票数 計 133128 的中 （5－6） 15480（2番人気）
馬連票数 計 566111 的中 �� 65441（2番人気）
馬単票数 計 311587 的中 �� 20507（3番人気）
ワイド票数 計 313085 的中 �� 33656（2番人気）�� 35835（1番人気）�� 21537（3番人気）
3連複票数 計 775394 的中 ��� 76643（1番人気）
3連単票数 計1072432 的中 ��� 22161（3番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．5―12．0―12．5―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．9―43．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャバラード �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．4．9 中山6着

2013．4．15生 牝3黒鹿 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 4戦1勝 賞金 6，720，000円
〔発走状況〕 トウショウジルバ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 エタニティーワルツ号の騎手嘉藤貴行は，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。
※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 タイキラメール号・ヌーベルマリエ号

18088 7月24日 曇 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

35 ニシノファルコン 牡3黒鹿56 内田 博幸西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 466－ 21：48．4 1．5�
815 アートハルキ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 4 〃 ハナ 11．1�
610 カフェジューヌ 牡3栗 56 石橋 脩西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B474＋ 21：48．5� 14．1�
712 サムライダマシー 牡3鹿 56 柴田 大知西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 466± 01：48．71� 9．4�
11 クラウンホイール 牡3鹿 56 大野 拓弥矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 492± 01：48．8	 10．2�
34 スリーミュージアム 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B408± 0 〃 クビ 35．9	
59 トラストナイト 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行菅波 雅巳氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 B488＋ 21：49．11� 39．8

22 トーアシラヌイ 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 442＋ 81：49．73	 181．7�
46 サンマルトゥーレ 牡3芦 56 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B462＋ 41：50．44 63．0�
713 サインズストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 518－ 4 〃 クビ 19．0�
58 キョウエイラヴ 牝3鹿 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 476＋ 61：50．5� 16．3�
814 アルマゲドン 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也大塚 亮一氏 萩原 清 新ひだか 筒井 征文 532＋121：51．24 317．4�
47 マイネルベスト 牡3芦 56 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 春木 昭雄 492＋ 41：53．9大差 197．5�
23 レインボーユーカリ 牡3黒鹿56 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 白井牧場 B474－ 21：54．85 50．7�
611 ア ド リ ア 牝3鹿 54 柴田 善臣 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 528＋101：55．65 128．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，083，100円 複勝： 114，409，100円 枠連： 15，329，100円
馬連： 56，825，000円 馬単： 41，150，500円 ワイド： 36，309，100円
3連複： 86，456，700円 3連単： 140，662，300円 計： 520，224，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 250円 枠 連（3－8） 640円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 300円 �� 420円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 290831 的中 � 154096（1番人気）
複勝票数 計1144091 的中 � 836749（1番人気）� 51195（2番人気）� 33529（6番人気）
枠連票数 計 153291 的中 （3－8） 18414（4番人気）
馬連票数 計 568250 的中 �� 63658（2番人気）
馬単票数 計 411505 的中 �� 38721（2番人気）
ワイド票数 計 363091 的中 �� 34805（2番人気）�� 22620（4番人気）�� 5550（16番人気）
3連複票数 計 864567 的中 ��� 28868（6番人気）
3連単票数 計1406623 的中 ��� 16544（10番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．2―13．4―13．3―12．2―12．6―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．8―44．2―57．5―1：09．7―1：22．3―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノファルコン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．11．28 東京2着

2013．4．19生 牡3黒鹿 母 ヴィーガズヘイロー 母母 ジリーズヘイロー 9戦1勝 賞金 15，570，000円
〔発走状況〕 サムライダマシー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 サムライダマシー号は，発走調教再審査。
〔その他〕 マイネルベスト号は，4コーナー手前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。

アドリア号は，3コーナー手前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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レインボーユーカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月24日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スガノランバダ号・トキメキアイナ号
（非抽選馬） 1頭 サムライフォンテン号



18089 7月24日 曇 良 （28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
1：59．8

良
良

11 キングズラッシュ 牡2鹿 54 柴田 善臣諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 514 ―2：03．3 3．4�
33 ジェードグリーン 牡2鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 16．4�
69 マイネルユニブラン 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 498 ―2：03．61� 12．3�
68 シ ン デ ン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 466 ―2：03．81� 17．9�
710 フリージングレイン 牡2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496 ―2：04．12 7．7	
711 スターストラック 牡2黒鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―2：04．52	 2．8

22 シュウチョウ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 458 ―2：04．92	 12．9�
812 シゲルコング 牡2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 498 ―2：06．510 51．8�
56 スプリングフット 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 470 ―2：07．35 259．5�
44 ウインドブリバティ 牡2黒鹿54 田中 勝春�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 538 ―2：07．62 29．1�
57 フロイドフォンテン 牡2鹿 54 吉田 豊吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 484 ―2：07．92 46．7�
813 シュティーア 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 富田 恭司 432 ―2：08．32	 51．5�
45 コスモオペラ 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 岡田 猛 464 ―2：10．1大差 21．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，102，800円 複勝： 30，376，600円 枠連： 15，351，000円
馬連： 52，516，000円 馬単： 30，879，200円 ワイド： 27，831，700円
3連複： 65，893，300円 3連単： 94，595，700円 計： 349，546，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 300円 � 280円 枠 連（1－3） 2，270円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 980円 �� 740円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 23，950円

票 数

単勝票数 計 321028 的中 � 80119（2番人気）
複勝票数 計 303766 的中 � 57803（2番人気）� 22959（7番人気）� 25337（4番人気）
枠連票数 計 153510 的中 （1－3） 5231（10番人気）
馬連票数 計 525160 的中 �� 17102（9番人気）
馬単票数 計 308792 的中 �� 7240（12番人気）
ワイド票数 計 278317 的中 �� 7330（10番人気）�� 9889（7番人気）�� 3903（23番人気）
3連複票数 計 658933 的中 ��� 7903（21番人気）
3連単票数 計 945957 的中 ��� 2863（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．4―48．5―1：01．3―1：14．0―1：26．5―1：39．0―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングズラッシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2014．3．17生 牡2鹿 母 リ コ リ ス 母母 ジューンアナガリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 キングズラッシュ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 シンデン号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモオペラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月24日まで平地競走

に出走できない。

18090 7月24日 曇 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

36 プロイエット 牝3栗 54 内田 博幸�橋口 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B450± 01：10．0 4．7�
12 キョウエイアムール 牝3栗 54

52 △伴 啓太田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 412＋ 4 〃 クビ 87．0�
714 プレイヤード 牡3鹿 56 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B504－ 61：10．1クビ 13．1�
612 ハミルトンパーク 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �コロンバスサークル 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：10．2� 6．1�
24 グレイスノート 牝3鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 7．1	
611 ナリノスワンキー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 456－10 〃 ハナ 75．9

48 ベレーザフォンテン 牝3黒鹿54 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 434－ 41：10．41� 8．7�
713 カシノクロエ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 454－ 21：10．5クビ 16．5�

815 チタンクレバー 牝3青鹿54 大野 拓弥鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 422± 01：10．6� 11．8
59 スカイステージ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム B460－12 〃 ハナ 301．8�
35 ウインクロノス 牡3栗 56 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 450 ―1：10．81� 48．0�
816 ゴーストバローズ 牡3芦 56 石橋 脩猪熊 広次氏 小島 太 浦河 富田牧場 448－ 21：11．01� 3．1�
23 オロフィナアスール 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 448＋ 41：11．1� 86．0�
510 ピーチプリンセス 牝3栗 54 宮崎 北斗堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 446＋ 81：11．2� 180．4�
47 ビ ガ ッ プ 牝3鹿 54 杉原 誠人山住 勲氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 528 ―1：11．3� 145．2�
11 シゲルトラフグ 牡3鹿 56 丸田 恭介森中 蕃氏 蛯名 利弘 新冠 中央牧場 466－101：11．51� 136．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，728，200円 複勝： 44，926，000円 枠連： 17，068，800円
馬連： 67，225，200円 馬単： 34，467，100円 ワイド： 39，478，900円
3連複： 91，410，600円 3連単： 121，231，100円 計： 445，535，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 1，790円 � 490円 枠 連（1－3） 10，720円

馬 連 �� 19，070円 馬 単 �� 29，370円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 1，240円 �� 11，380円

3 連 複 ��� 61，100円 3 連 単 ��� 312，780円

票 数

単勝票数 計 297282 的中 � 50247（2番人気）
複勝票数 計 449260 的中 � 81521（2番人気）� 5290（11番人気）� 22059（8番人気）
枠連票数 計 170688 的中 （1－3） 1233（20番人気）
馬連票数 計 672252 的中 �� 2732（34番人気）
馬単票数 計 344671 的中 �� 880（68番人気）
ワイド票数 計 394789 的中 �� 2419（31番人気）�� 8487（17番人気）�� 875（60番人気）
3連複票数 計 914106 的中 ��� 1122（118番人気）
3連単票数 計1212311 的中 ��� 281（606番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．4―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロイエット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．8．23 新潟6着

2013．2．9生 牝3栗 母 レッドステラーノ 母母 ロンドンブリッジ 7戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※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 ヤマニンスワンキー号



18091 7月24日 晴 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

713 マイネルビッグバン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 454± 02：02．8 4．0�

23 シンキングダンサー 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 466－ 62：02．9� 5．1�
24 ニシノリュウセイ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 414± 0 〃 ハナ 8．4�
11 � チャパラルバード 牡3鹿 56 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 仏 Dayton In-

vestments Ltd B464＋ 22：03．22 6．0�
12 ブラウンテヌート 牝3青鹿54 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 地興牧場 468＋ 22：03．3クビ 48．9�
36 コイセヨダンシ 牡3黒鹿56 丸田 恭介丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B468－ 22：03．4� 38．2	
612 ストロングファルコ 牡3黒鹿56 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 442± 0 〃 クビ 9．1

47 ケ ッ ト シ ー 牝3鹿 54 江田 照男�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 456＋14 〃 アタマ 80．4�
35 コスモシャンティ 牡3栗 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 42：03．72 3．8
611 ロクハラタンダイ 牡3栗 56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 486± 02：03．91� 65．4�
714 ヤマニンオクサー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 454－ 2 〃 ハナ 57．0�
59 ピースフルゲラン 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 日高 白井牧場 460± 02：04．75 320．0�

48 トーアディラン 	3栗 56 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 470± 02：04．8� 30．0�
815 シゲルムツゴロウ 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 坂本 智広 436－ 62：05．01
 311．7�
816 トモジャミール 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 出羽牧場 430 ―2：05．31� 72．3�
510 ユ メ ミ ラ イ 牝3黒鹿54 的場 勇人林 正道氏 的場 均 浦河 �川 啓一 492－122：07．4大差 162．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，005，000円 複勝： 45，748，900円 枠連： 18，348，900円
馬連： 67，240，400円 馬単： 31，412，200円 ワイド： 33，710，100円
3連複： 86，885，900円 3連単： 114，328，700円 計： 424，680，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 200円 � 250円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 400円 �� 560円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 270050 的中 � 53267（2番人気）
複勝票数 計 457489 的中 � 71736（2番人気）� 58989（3番人気）� 43402（5番人気）
枠連票数 計 183489 的中 （2－7） 23854（1番人気）
馬連票数 計 672404 的中 �� 49582（3番人気）
馬単票数 計 314122 的中 �� 11905（4番人気）
ワイド票数 計 337101 的中 �� 22646（3番人気）�� 15138（6番人気）�� 12309（9番人気）
3連複票数 計 868859 的中 ��� 27152（7番人気）
3連単票数 計1143287 的中 ��� 7403（20番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．2―12．4―13．3―12．5―11．8―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．3―48．7―1：02．0―1：14．5―1：26．3―1：38．3―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルビッグバン �
�
父 コンデュイット �

�
母父 タマモクロス デビュー 2015．8．29 新潟6着

2013．3．23生 牡3栗 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 9戦1勝 賞金 9，750，000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 ラチェット号

18092 7月24日 晴 良 （28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

46 ファンシーリシェス 牝4鹿 55 横山 典弘原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 458＋101：46．6 3．8�
23 イデアオブクィーン 牝5芦 55 蛯名 正義益田 修一氏 中舘 英二 浦河 大道牧場 426＋ 81：46．7� 111．7�
34 カ ン デ ラ 牝4黒鹿55 石橋 脩ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490＋ 4 〃 クビ 3．0�
22 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 55 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B486± 0 〃 ハナ 9．6�
47 エグランティエ 牝4栗 55 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 432－ 21：46．9� 6．7�
815 クリッパールート 牝4黒鹿55 田中 勝春	G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 460± 0 〃 アタマ 52．3

611 ファンシーミューズ 牝5鹿 55 大野 拓弥吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 498－ 21：47．0� 17．6�
58 	 ミスチフウイッチ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456± 01：47．42� 47．2�
713	 バードオンアスク 牝5鹿 55 江田 照男戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 480－ 2 〃 クビ 167．1
814 マイティーハニー 牝4芦 55 柴田 大知 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 6．6�
59 クイーンズシアター 牝5鹿 55 内田 博幸 	グリーンファーム和田 正道 千歳 社台ファーム 474＋121：47．61
 17．5�
712	 ミュークロール 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 504－ 51：47．7� 320．4�
11 アイアムプレシャス 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B490＋101：48．87 16．7�
35 	 サダムフジコ 牝3芦 52

49 ▲木幡 巧也大西 定氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 440＋ 81：49．22� 78．0�
610 カジノクイーン 牝3栗 52

49 ▲菊沢 一樹内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 444＋ 41：50．79 77．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，444，900円 複勝： 58，197，000円 枠連： 21，469，000円
馬連： 88，246，400円 馬単： 39，633，400円 ワイド： 48，790，900円
3連複： 115，272，600円 3連単： 159，151，900円 計： 566，206，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 1，790円 � 140円 枠 連（2－4） 1，030円

馬 連 �� 22，890円 馬 単 �� 27，910円

ワ イ ド �� 5，670円 �� 300円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 23，090円 3 連 単 ��� 155，290円

票 数

単勝票数 計 354449 的中 � 74243（2番人気）
複勝票数 計 581970 的中 � 93608（2番人気）� 5274（13番人気）� 143262（1番人気）
枠連票数 計 214690 的中 （2－4） 16087（3番人気）
馬連票数 計 882464 的中 �� 2987（44番人気）
馬単票数 計 396334 的中 �� 1065（71番人気）
ワイド票数 計 487909 的中 �� 2007（45番人気）�� 48507（1番人気）�� 2223（44番人気）
3連複票数 計1152726 的中 ��� 3744（65番人気）
3連単票数 計1591519 的中 ��� 743（423番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．0―42．6―54．9―1：07．2―1：19．9―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファンシーリシェス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．1．24 中山1着

2012．4．6生 牝4鹿 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 12戦3勝 賞金 32，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カゼノトビラ号
（非抽選馬） 1頭 ラゴディラゴライ号



18093 7月24日 晴 良 （28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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

48 ルグランパントル �4鹿 57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466－ 21：49．0 5．4�

47 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：49．31	 31．7�

35 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：49．51 19．7�
24 マサノマリリン 牝5黒鹿55 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 462－ 4 〃 クビ 15．3�
816 ナイアガラモンロー 牝4鹿 55 内田 博幸塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 510＋101：49．6クビ 8．7	
23 コスモアルヘナ 牡4青鹿57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 466＋ 2 〃 ハナ 80．9

36 アンプラグド �5芦 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B492－ 61：49．7	 6．7�
611 グランシャリオ 牡4栗 57 津村 明秀村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 454± 01：49．8クビ 23．2�
12 ジ ャ ガ ン ツ 牡3鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 518－ 4 〃 アタマ 2．5
11 グラスレグナム 牡3鹿 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 472－10 〃 クビ 34．5�
714 ランドントウォーク 牡5青鹿57 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B472＋ 41：49．9	 402．0�
815 ウインレナータ 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行�ウイン 中野 栄治 浦河 杵臼牧場 446± 01：50．11� 169．6�
510 カ ム イ 牡3鹿 54 横山 典弘川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 456＋ 21：50．2クビ 29．1�
612� シャイニングカフェ 牡4黒鹿57 木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 508－ 21：50．3	 145．8�
59 マツリダバッハ 牡3青鹿54 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482± 01：50．83 7．7�
713 アルマククナ 牝3鹿 52 江田 照男コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 430＋ 61：50．9クビ 219．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，040，000円 複勝： 59，970，800円 枠連： 24，181，500円
馬連： 110，462，800円 馬単： 48，927，200円 ワイド： 56，165，700円
3連複： 153，233，500円 3連単： 206，163，600円 計： 697，145，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 830円 � 510円 枠 連（4－4） 10，420円

馬 連 �� 7，250円 馬 単 �� 12，570円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 2，270円 �� 5，490円

3 連 複 ��� 40，420円 3 連 単 ��� 173，590円

票 数

単勝票数 計 380400 的中 � 55488（2番人気）
複勝票数 計 599708 的中 � 81250（2番人気）� 16803（10番人気）� 29022（7番人気）
枠連票数 計 241815 的中 （4－4） 1797（24番人気）
馬連票数 計1104628 的中 �� 11801（25番人気）
馬単票数 計 489272 的中 �� 2917（43番人気）
ワイド票数 計 561657 的中 �� 7586（21番人気）�� 6421（27番人気）�� 2597（52番人気）
3連複票数 計1532335 的中 ��� 2843（118番人気）
3連単票数 計2061636 的中 ��� 861（561番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―37．2―49．6―1：01．6―1：13．4―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルグランパントル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2014．7．19 福島10着

2012．3．8生 �4鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 16戦3勝 賞金 36，616，000円
※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 アートフェスタ号
（非抽選馬） 2頭 ポロス号・マイネルスパーブ号

18094 7月24日 晴 良 （28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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 ベルウッドケルン 牡4栗 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 476＋ 21：45．8 4．0�
610 ルールソヴァール �4栗 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474－ 6 〃 ハナ 2．8�
47 タマノブリュネット 牝4栗 55 内田 博幸玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 486± 01：45．9	 5．1�
611 プリサイスエース 牡5栗 57 横山 典弘井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 510＋ 41：46．0	 17．4�
814 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 宮崎 北斗小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 466－ 41：46．1
 147．2�
35 ブルーボサノヴァ 牝5栗 55 藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 498－ 61：46．2クビ 76．9	
815 メイプルレインボー 牡4栗 57 杉原 誠人節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 504± 01：46．3	 24．0

23 � サクセスラディウス 牡5青鹿57 木幡 巧也髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 510－ 61：46．4クビ 13．9�
712 ザ マ ン ダ 牝5青鹿55 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋101：46．5	 18．1�
58 � タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿57 村田 一誠浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：46．7	 85．9
713 スラリーアイス 牝4黒鹿55 野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 466＋ 21：46．8
 178．5�
34 エ ネ ス ク 牡3鹿 54 丸田 恭介桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 508± 01：47．22
 37．4�
11 インザバブル 牡3鹿 54 大野 拓弥�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋181：47．52 7．2�
59 ビートゴーズオン 牝5栗 55 津村 明秀 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：48．13
 70．2�
22 ラフェットデメール 牝5黒鹿55 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B470＋ 21：48．52
 89．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，012，800円 複勝： 61，480，500円 枠連： 33，941，200円
馬連： 131，117，000円 馬単： 57，821，100円 ワイド： 60，967，700円
3連複： 174，237，300円 3連単： 257，583，800円 計： 824，161，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 310円 �� 310円 �� 270円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 470128 的中 � 93181（2番人気）
複勝票数 計 614805 的中 � 109297（3番人気）� 119490（2番人気）� 120065（1番人気）
枠連票数 計 339412 的中 （4－6） 92459（1番人気）
馬連票数 計1311170 的中 �� 170360（1番人気）
馬単票数 計 578211 的中 �� 31661（3番人気）
ワイド票数 計 609677 的中 �� 49992（2番人気）�� 48834（3番人気）�� 59261（1番人気）
3連複票数 計1742373 的中 ��� 150268（1番人気）
3連単票数 計2575838 的中 ��� 38994（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．5―43．1―55．8―1：07．9―1：20．2―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベルウッドケルン �
�
父 サイレントディール �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2015．1．31 東京5着

2012．5．4生 牡4栗 母 モ ー ジ ョ 母母 ティッパートゥー 15戦3勝 賞金 40，086，000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。
（非当選馬） 2頭 ディアグリスター号・マイネルバサラ号
（非抽選馬） 4頭 エアーウェーブ号・コスモカウピリ号・マイネルボルソー号・ロトラトゥール号

２レース目



18095 7月24日 晴 良 （28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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

77 ウインフルブルーム 牡5栗 56 柴田 大知�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 518＋ 21：47．3 4．1�
55 ココロノアイ 牝4鹿 54 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 472＋ 21：47．51	 2．1�
89 マイネルディーン 牡7青 56 津村 明秀 �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 464＋101：47．6クビ 10．7�
11 アロマカフェ 牡9黒鹿56 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 480－ 41：47．92 23．1�
66 インパルスヒーロー 牡6鹿 57 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B504－ 41：48．0
 15．4	
22 ショウナンアデラ 牝4鹿 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 492＋ 81：48．31� 4．7

33 メイショウヤタロウ 牡8鹿 57 柴田 善臣松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 492－ 41：48．4クビ 13．8�
88 カウニスクッカ 牝5鹿 54 丸田 恭介大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム B478＋ 21：48．71� 21．9�
44 サカジロロイヤル 牡8黒鹿57 江田 照男ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 510－ 61：52．2大差 97．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 86，514，200円 複勝： 74，319，800円 枠連： 34，719，700円 馬連： 211，742，400円 馬単： 120，116，600円
ワイド： 83，219，500円 3連複： 258，495，200円 3連単： 631，905，900円 5重勝： 627，179，300円 計： 2，128，212，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 110円 � 190円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 200円 �� 670円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，470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����� 3，070，100円

票 数

単勝票数 計 865142 的中 � 168056（2番人気）
複勝票数 計 743198 的中 � 109930（2番人気）� 291230（1番人気）� 64608（4番人気）
枠連票数 計 347197 的中 （5－7） 59413（1番人気）
馬連票数 計2117424 的中 �� 347196（1番人気）
馬単票数 計1201166 的中 �� 81835（3番人気）
ワイド票数 計 832195 的中 �� 122759（1番人気）�� 26894（9番人気）�� 63570（3番人気）
3連複票数 計2584952 的中 ��� 171343（2番人気）
3連単票数 計6319059 的中 ��� 83630（12番人気）
5重勝票数 計6271793 的中 ����� 143

ハロンタイム 12．6―11．6―11．2―11．7―12．1―11．9―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―35．4―47．1―59．2―1：11．1―1：23．1―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインフルブルーム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．8．18 小倉1着

2011．3．25生 牡5栗 母 ハナノメガミ 母母 ダイナソシエ 12戦5勝 賞金 179，555，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サカジロロイヤル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月24日まで平地

競走に出走できない。

18096 7月24日 晴 良 （28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

611� テ ン テ マ リ 牝5黒鹿55 蛯名 正義中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B450± 01：09．2 11．3�
612 ロードインスパイア 牡3青鹿 54

52 △伴 啓太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 61：09．41� 7．2�
48 フェルクレール 牝3芦 52

49 ▲木幡 初也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 412－ 21：09．5� 4．6�
23 エピックマジック 牝3青鹿 52

49 ▲木幡 巧也松浦 快之氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 476＋121：09．6	 4．4�
510 ユ ッ セ 牝3栗 52 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 460－ 2 〃 クビ 14．8	
816� タカラフローリック 牝5芦 55

52 ▲野中悠太郎村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－ 41：09．91� 14．5

815� スズカブレーン 牡4鹿 57 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 478＋ 21：10．0� 25．9�
36 フクノグローリア 牝4黒鹿55 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 454＋ 61：10．1	 3．9�
11 ラインスラッガー 牡3鹿 54 内田 博幸大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 464＋ 6 〃 クビ 15．0
713 シゲルシチフクジン 牝4黒鹿55 田中 勝春森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 41：10．2クビ 183．2�
59 ヒ ラ リ ア ス 牝5鹿 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 486＋201：10．3	 194．2�
35 スーパールミナル 牝4栗 55 丸田 恭介 �グリーンファーム竹内 正洋 浦河 有限会社

吉田ファーム 482＋ 81：10．4	 54．2�
47 � ナ ウ シ カ 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 420± 0 〃 クビ 160．1�
714 チェストケホーク 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子了德寺健二氏 池上 昌和 熊本 本田 土寿 466－ 4 〃 アタマ 28．3�
24 � クリノツーイーソー 牡4栗 57 杉原 誠人栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 440＋ 71：10．5クビ 321．0�
12 ノーモアベット 牡4青鹿57 嘉藤 貴行髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 460＋101：10．82 67．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，336，300円 複勝： 93，817，200円 枠連： 54，190，600円
馬連： 192，873，500円 馬単： 82，519，200円 ワイド： 102，528，800円
3連複： 265，399，600円 3連単： 399，681，300円 計： 1，268，346，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 310円 � 270円 � 200円 枠 連（6－6） 5，250円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 9，760円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，350円 �� 680円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 64，630円

票 数

単勝票数 計 773363 的中 � 54624（5番人気）
複勝票数 計 938172 的中 � 73344（5番人気）� 89080（4番人気）� 139993（3番人気）
枠連票数 計 541906 的中 （6－6） 7985（24番人気）
馬連票数 計1928735 的中 �� 28499（23番人気）
馬単票数 計 825192 的中 �� 6337（40番人気）
ワイド票数 計1025288 的中 �� 18886（20番人気）�� 19179（18番人気）�� 40345（4番人気）
3連複票数 計2653996 的中 ��� 21928（26番人気）
3連単票数 計3996813 的中 ��� 4483（213番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．7―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．0―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テ ン テ マ リ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 ラ ム タ ラ

2011．4．12生 牝5黒鹿 母 テンイムホウ 母母 ラッキーダイアリー 17戦1勝 賞金 12，560，000円
初出走 JRA

※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 セルメール号

５レース目



（28福島2）第8日 7月24日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

191，550，000円
3，800，000円
9，760，000円
1，320，000円
19，660，000円
68，109，000円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
481，851，500円
700，185，700円
275，615，000円
1，142，290，300円
579，046，200円
580，830，300円
1，524，978，300円
2，438，251，700円
627，179，300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 8，350，228，300円

総入場人員 12，743名 （有料入場人員 10，732名）



平成28年度 第2回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，391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

1，613，910，000円
20，270，000円
84，420，000円
12，120，000円
167，980，000円
535，248，000円
40，758，000円
13，353，600円

勝馬投票券売得金
4，057，423，500円
5，624，602，800円
2，490，364，400円
10，117，059，900円
5，026，074，700円
5，113，622，800円
14，002，598，600円
21，929，465，400円
2，557，623，500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 70，918，835，600円

総入場延人員 99，255名 （有料入場延人員 66，624名）
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