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18013 7月2日 晴 良 （29福島2）第2日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

牝，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
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 バンパークロップ 牝3栗 54 石川裕紀人 �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 434 ―1：47．5 91．1�

59 ハ ナ サ キ 牝3青 54
51 ▲菊沢 一樹鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466＋121：47．6� 20．6�
35 デ コ ラ ス 牝3鹿 54 吉田 隼人林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 444＋101：48．66 2．0�
58 ナ オ ト ラ 牝3黒鹿54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 426＋ 41：48．81� 11．1�
815 ミステキサス 牝3鹿 54 北村 宏司窪田 康志氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム B406－ 81：49．11� 6．9	
34 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 江田 照男
ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 420－ 61：49．2� 116．3�
47 メイスンブルーム 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 432－ 81：49．3クビ 7．1�
611 タイムトラベル 牝3鹿 54 岩部 純二島川 哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 4 〃 クビ 5．7�
712 リードフルート 牝3鹿 54 村田 一誠 
社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 462－ 61：49．93� 19．0�
23 クリノアンヌ 牝3栃栗 54

53 ☆木幡 巧也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452－ 21：50．0クビ 55．3�
11 アミーコドーロ 牝3栗 54 宮崎 北斗山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 456－ 21：50．32 73．5�
22 トーホウウノ 牝3鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 浦河 辻 牧場 474－ 2 〃 アタマ 53．4�
610 フ ィ オ レ ロ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行
杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 484 ―1：50．4� 56．9�
713 ヘヴンオンアース 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 400－ 81：50．5� 49．2�

46 アルマアンジュ 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 502＋161：53．3大差 145．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，298，900円 複勝： 40，465，600円 枠連： 15，191，200円
馬連： 60，908，100円 馬単： 30，891，300円 ワイド： 39，086，600円
3連複： 87，812，400円 3連単： 109，789，900円 計： 410，444，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，110円 複 勝 � 1，720円 � 460円 � 130円 枠 連（5－8） 1，430円

馬 連 �� 85，980円 馬 単 �� 170，350円

ワ イ ド �� 17，380円 �� 5，030円 �� 740円

3 連 複 ��� 70，360円 3 連 単 ��� 982，680円

票 数

単勝票数 計 262989 的中 � 2309（13番人気）
複勝票数 計 404656 的中 � 4160（13番人気）� 17992（6番人気）� 125961（1番人気）
枠連票数 計 151912 的中 （5－8） 8207（5番人気）
馬連票数 計 609081 的中 �� 549（78番人気）
馬単票数 計 308913 的中 �� 136（155番人気）
ワイド票数 計 390866 的中 �� 558（78番人気）�� 1947（40番人気）�� 14527（6番人気）
3連複票数 計 878124 的中 ��� 936（136番人気）
3連単票数 計1097899 的中 ��� 81（1192番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．0―12．7―13．7―12．9―12．2―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．8―42．5―56．2―1：09．1―1：21．3―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

バンパークロップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．3．20生 牝3栗 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 アルマアンジュ号は，競走中に疾病〔左第3手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。

18014 7月2日 晴 良 （29福島2）第2日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3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
1：07．0
1：06．5

良
良

59 ヤマニンシーベリー 牝3栗 54 内田 博幸土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 432＋ 41：09．3 2．4�
11 カラーアゲン 牝3栗 54 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B474－ 2 〃 クビ 9．0�
36 サクセスイースター 牡3鹿 56 柴田 大知 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 21：09．51� 17．2�
611 ミルキークォーツ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 414＋ 81：09．6クビ 3．4�
612 ブライトエンジェル 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 446＋ 2 〃 ハナ 70．2�
816 ヘルデンレーベン 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 516＋101：09．92 15．1	
24 ビーハッピー 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 454－101：10．0� 13．2

23 マリノサクセス 牝3黒鹿54 吉田 隼人矢野まり子氏 金成 貴史 浦河 有限会社

吉田ファーム 514＋ 21：10．21 180．6�
48 ディーワンプリモ 牝3鹿 54 石橋 脩小清水由美子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B458－ 21：10．3� 26．8�
12 フェアウエル 牝3栗 54

52 △伴 啓太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 406＋ 4 〃 クビ 111．4
47 セイカファシノーザ 牝3黒鹿54 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 422＋161：10．62 52．6�
713 ショータイム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 458－ 61：10．7クビ 238．8�
35 ブルーリゲル 牡3黒鹿56 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500＋101：11．12� 58．9�
510 バイアストリート 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 平取 稲原牧場 444－101：11．2� 296．7�
714 キタサンメジャー 牝3黒鹿54 北村 宏司�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 460＋ 41：12．58 9．3�
815 オロマップレディ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�谷川牧場 青木 孝文 浦河 谷川牧場 464－ 61：13．35 60．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，934，900円 複勝： 42，415，100円 枠連： 14，513，800円
馬連： 63，132，600円 馬単： 31，574，500円 ワイド： 41，191，000円
3連複： 84，386，200円 3連単： 107，191，100円 計： 415，339，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 230円 � 360円 枠 連（1－5） 1，440円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 530円 �� 760円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 21，480円

票 数

単勝票数 計 309349 的中 � 102168（1番人気）
複勝票数 計 424151 的中 � 129263（1番人気）� 39635（4番人気）� 21815（7番人気）
枠連票数 計 145138 的中 （1－5） 7792（4番人気）
馬連票数 計 631326 的中 �� 41061（3番人気）
馬単票数 計 315745 的中 �� 10588（4番人気）
ワイド票数 計 411910 的中 �� 21059（3番人気）�� 13906（7番人気）�� 6087（17番人気）
3連複票数 計 843862 的中 ��� 11504（15番人気）
3連単票数 計1071911 的中 ��� 3617（51番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．5―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．0―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシーベリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．7．2 福島4着

2014．1．22生 牝3栗 母 ヤマニンギモーヴ 母母 ヤマニンカルフール 9戦1勝 賞金 12，700，000円
〔騎手変更〕 ミルキークォーツ号の騎手田辺裕信は，第1日第11競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔発走状況〕 オロマップレディ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 ヘルデンレーベン号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔調教再審査〕 オロマップレディ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 キタサンメジャー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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〕 オロマップレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月2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 テイクマイチャンス号・トーホウエネロ号・ネコフッピー号・マッタナシ号

第２回 福島競馬 第２日



晴 良 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
不良

ビービーパドル 鹿 北村 宏司坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 ：

スウィートグロリア 鹿 丸田 恭介 グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B ：
エーブルーティン 青 ▲藤田菜七子 レーシングホース

ジャパン 根本 康広 平取 川向高橋育
成牧場 〃 アタマ

コスモオペラ 栗 柴田 大知 ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 岡田 猛 ：
ブライトインベガス 黒鹿 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 ：
キタノリツメイ 栗 岩部 純二 ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム ：
サンマルアルティマ 黒鹿 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 B ：
サンラファエル 栗 内田 博幸 キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム ：
エ ケ ッ コ 鹿 ▲武藤 雅佐久間拓士氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 ：
アイフィルプリティ 黒鹿 川田 将雅吉田 照哉氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル ：
トーアツキヒカリ 鹿 村田 一誠高山ランド 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ： クビ

バイカルフォンテン 栗 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 ：
ダノンブルース 栗 石川裕紀人 ダノックス 萩原 清 千歳 社台ファーム ：
トーアウラシマ 鹿 江田 照男高山ランド 星野 忍 豊浦トーア牧場 B ： 大差

タイセイオネスティ 鹿 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

・
・

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビービーパドル 父 ロードアルティマ 母父 トワイニング
母 レディフェザー 母母 ダービーズドーター

〔騎手変更〕 アイフィルプリティ号の騎手田辺裕信は，
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアウラシマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため， 平地競走

に出走できない。
タイセイオネスティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。
チェリートリトン号
アイアイハッピー号・ヒロノワカムシャ号

晴 良 競走
（ 芝 ）

未勝利；負担重量は， ， 減
本 賞 円 円 円 円 円 基準タイム ： 良

ドーノデルソーレ 黒鹿 鈴木 慶太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ：

ストリートオベロン 黒鹿 草野 太郎門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm ：

ニホンピロボーラー 鹿 北沢 伸也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ：
ル ー 鹿 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 ： 大差

デルマヌラリヒョン 鹿 浜野谷憲尚浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ：
ユアーザワン 青 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 B ： クビ

ケントヒーロー 栗 江田 勇亮田畑 富子氏 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 ：
キャプテンブレイズ 鹿 蓑島 靖典玉井 宏和氏 南田美知雄 浦河 笹島 政信 ：
ア ツ コ 鹿 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 豊洋牧場 ：
デンコウヒノマル 栗 黒岩 悠田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 ：
シャドウチェイサー 黒鹿 五十嵐雄祐飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ： 大差

アスカショウダイ 栗 石神 深一上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 ： 大差

クリノダイシャリン 栗 金子 光希栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中
： F F

コーナー
通過順位

→ 」
－

勝馬の
紹 介

ドーノデルソーレ 父 ファルブラヴ 母父 サンデーサイレンス
母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン

〔競走中止〕 クリノダイシャリン号は，競走中に疾病〔左第1指骨剥離骨折〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で
競走中止。



18017 7月2日 曇 良 （29福島2）第2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

22 レ ー ツ ェ ル 牝2鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 474 ―1：50．9 2．4�
814 サテラノサト 牝2鹿 54 柴田 善臣岡 浩二氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 432 ―1：51．32� 85．3�
610 スカルダイヤモンド 牡2栗 54 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 442 ―1：51．72� 4．8�
47 クリノバルテュス 牡2鹿 54 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 490 ―1：52．12� 112．4�
11 タイキフェルヴール 牡2栗 54 内田 博幸�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484 ―1：52．2� 17．4	
23 ナムラファラー 牡2黒鹿54 津村 明秀奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 454 ―1：52．3クビ 18．8

713 ラブザワールド 牝2栗 54 石川裕紀人山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 406 ―1：52．51� 50．5�
46 ユイノシンドバッド 牡2青鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 492 ―1：52．6� 15．5�
58 ス タ ー ビ レ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 412 ― 〃 クビ 76．2
59 ブルベアミョウガ 牡2鹿 54 丸田 恭介 �ブルアンドベア 森田 直行 平取 船越 伸也 486 ―1：52．92 45．0�
35 クエントアスール 牡2黒鹿54 石橋 脩�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 504 ―1：53．32� 7．7�
712 グラスコマチ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 446 ―1：53．4� 18．7�
611 ロンサムジョージ 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 494 ―1：54．03� 100．7�
34 マイネルミシシッピ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 470 ―1：55．49 8．3�
815 アブナイヒロユキ 牡2黒鹿54 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 B488 ―2：06．3大差 58．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，577，800円 複勝： 38，876，100円 枠連： 17，535，300円
馬連： 58，765，300円 馬単： 28，460，500円 ワイド： 36，126，300円
3連複： 76，798，700円 3連単： 90，068，300円 計： 383，208，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 1，200円 � 170円 枠 連（2－8） 3，600円

馬 連 �� 9，850円 馬 単 �� 12，990円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 310円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 15，400円 3 連 単 ��� 92，620円

票 数

単勝票数 計 365778 的中 � 123867（1番人気）
複勝票数 計 388761 的中 � 101411（1番人気）� 5197（13番人気）� 62140（2番人気）
枠連票数 計 175353 的中 （2－8） 3773（16番人気）
馬連票数 計 587653 的中 �� 4622（32番人気）
馬単票数 計 284605 的中 �� 1642（46番人気）
ワイド票数 計 361263 的中 �� 2586（35番人気）�� 35135（1番人気）�� 1676（46番人気）
3連複票数 計 767987 的中 ��� 3740（52番人気）
3連単票数 計 900683 的中 ��� 705（281番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．9―12．8―12．1―11．8―11．8―12．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．3―51．1―1：03．2―1：15．0―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ ー ツ ェ ル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun 初出走

2015．2．24生 牝2鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アブナイヒロユキ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 アブナイヒロユキ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アブナイヒロユキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月2日まで平地競

走に出走できない。

18018 7月2日 曇 良 （29福島2）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

55 パ ッ セ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 484 ―1：09．7 4．1�
89 シャインカメリア 牝2芦 54 吉田 豊皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 464 ―1：10．23 5．2�
33 サクライザベル 牝2栗 54 江田 照男坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 446 ― 〃 ハナ 7．5�
810 ニシノラプランセス 牝2青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 442 ―1：10．52 7．0�
44 ソイルトゥザソウル 牡2青鹿54 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 432 ―1：10．6� 9．0�
11 マイネルニュース 牡2栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：11．87 3．5

66 ツインクルテソーロ 牡2鹿 54 石川裕紀人了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 22．5�
78 モテモテホマックス 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎 �スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 446 ―1：11．9� 92．2�
22 カシノベスト 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三宅牧場 418 ―1：12．43 29．6

（9頭）
77 サクラノハナビラ 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 416 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，438，900円 複勝： 36，761，700円 枠連： 14，736，300円
馬連： 53，286，700円 馬単： 28，163，700円 ワイド： 28，860，900円
3連複： 59，088，400円 3連単： 92，953，800円 計： 345，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 180円 � 210円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 360円 �� 490円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 差引計 314389（返還計 4867） 的中 � 63111（2番人気）
複勝票数 差引計 367617（返還計 6485） 的中 � 57843（2番人気）� 55803（3番人気）� 42019（5番人気）
枠連票数 差引計 147363（返還計 225） 的中 （5－8） 17368（2番人気）
馬連票数 差引計 532867（返還計 22467） 的中 �� 38325（3番人気）
馬単票数 差引計 281637（返還計 12500） 的中 �� 10609（6番人気）
ワイド票数 差引計 288609（返還計 17204） 的中 �� 21304（2番人気）�� 14840（6番人気）�� 14026（7番人気）
3連複票数 差引計 590884（返還計 54046） 的中 ��� 21967（7番人気）
3連単票数 差引計 929538（返還計 68281） 的中 ��� 7741（18番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．2―11．7―11．5―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ッ セ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2015．2．10生 牝2栗 母 パ ド ブ レ 母母 リオクラーロ 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〕 ツインクルテソーロ号の騎手田辺裕信は，第1日第11競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔競走除外〕 サクラノハナビラ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 カシノベスト号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 カシノベスト号は，発走調教再審査。



18019 7月2日 曇 良 （29福島2）第2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 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
1：57．3
1：56．1

良
良

612 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 56 北村 宏司古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 408± 02：01．2 6．3�
611 シングンマイケル 牡3鹿 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458± 0 〃 アタマ 5．0�
816 モ ク レ レ 牡3黒鹿56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B498＋ 62：01．51� 2．8�
12 キューンハイト 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 422± 02：01．6クビ 5．6�
815 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿56 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 486－ 42：02．02� 16．8�
713 バトルセキトバ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 502＋ 62：02．1� 71．6	
59 ウインドフォール 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484－ 82：02．31� 14．7

714 アドバンスクライ 牡3鹿 56 西田雄一郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 436－ 62：02．93� 109．5�
24 インスティンクト 牡3青鹿56 丸田 恭介�ノースヒルズ 上原 博之 日高 戸川牧場 482± 02：03．0� 90．5�
11 ローレルモナルカ 牡3青鹿56 柴田 善臣 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 496－ 82：03．1� 25．6
36 ロイヤルシーロード 牝3栗 54 石川裕紀人吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 458－202：03．31 12．2�
510 ザストリート 牡3鹿 56

54 △伴 啓太中村 智幸氏 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－10 〃 ハナ 24．9�

47 マ ズ ル カ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 オリエント牧場 546 ― 〃 クビ 137．9�
35 エスプリドゥルミエ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 422＋ 22：03．4クビ 152．9�
23 フラワーシップ 牝3黒鹿54 秋山真一郎合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 428＋ 22：04．25 55．4�
48 アポロセシル 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹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 404± 0 〃 クビ 150．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，509，900円 複勝： 48，227，700円 枠連： 23，812，000円
馬連： 76，618，200円 馬単： 35，779，000円 ワイド： 44，547，200円
3連複： 100，073，300円 3連単： 123，908，700円 計： 488，476，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 170円 � 140円 枠 連（6－6） 1，800円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 610円 �� 470円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 16，300円

票 数

単勝票数 計 355099 的中 � 44808（4番人気）
複勝票数 計 482277 的中 � 65260（4番人気）� 71461（3番人気）� 97308（1番人気）
枠連票数 計 238120 的中 （6－6） 10225（8番人気）
馬連票数 計 766182 的中 �� 33292（6番人気）
馬単票数 計 357790 的中 �� 6693（15番人気）
ワイド票数 計 445472 的中 �� 17987（5番人気）�� 24479（4番人気）�� 27611（1番人気）
3連複票数 計1000733 的中 ��� 36394（2番人気）
3連単票数 計1239087 的中 ��� 5510（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．2―48．9―1：01．4―1：13．7―1：25．4―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ エ バ ー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．17 中山11着

2014．4．1生 牡3栗 母 アイーンベル 母母 ミスベルベール 6戦1勝 賞金 6，250，000円
〔騎手変更〕 ロイヤルシーロード号の騎手田辺裕信は，第1日第11競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。

18020 7月2日 曇 良 （29福島2）第2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

11 ルーレットクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 440＋ 21：46．1 1．8�
58 ク ー リ ュ 牝3鹿 52 柴田 善臣ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 472＋141：46．73� 6．4�
46 レディーゴー 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B490＋161：47．12� 55．6�
34 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿 52

49 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 520－ 41：47．41� 38．9�
22 � デージーホイデン 牝4栗 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 464＋ 41：48．03� 117．8�
713 マコトカンパネッロ 牝5栗 55 柴田 大知�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 464＋141：48．21� 12．6	
712 コットンパール 牝4鹿 55 西田雄一郎
ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 454＋ 41：48．84 201．8�
610 ペルルクロシュ 牝4黒鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 446＋ 61：49．01 7．6�
23 セイウンキラビヤカ 牝3鹿 52

49 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 486＋101：49．1� 10．6
47 レイクキャリー 牝3青鹿52 吉田 豊 
社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 アタマ 109．6�
59 � アイヅナヨタケ 牝4鹿 55 江田 照男真部 晴德氏 小笠 倫弘 えりも 能登 浩 466－121：49．2� 139．1�
35 � ベストエビデンス 牝5栗 55 北村 宏司大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 426± 01：49．41	 38．1�
611 フ ラ マ ブ ル 牝4栗 55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 41：50．03� 12．0�
814 エドノライト 牝3栗 52

50 △伴 啓太遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 512＋ 61：50．53 52．4�
815 ハッピーランラン 牝3鹿 52 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：51．03 17．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，424，000円 複勝： 53，565，500円 枠連： 24，835，800円
馬連： 84，856，800円 馬単： 48，503，500円 ワイド： 51，939，900円
3連複： 110，206，600円 3連単： 169，749，000円 計： 581，081，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 660円 枠 連（1－5） 740円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，260円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 29，360円

票 数

単勝票数 計 374240 的中 � 159905（1番人気）
複勝票数 計 535655 的中 � 197386（1番人気）� 54275（3番人気）� 12316（10番人気）
枠連票数 計 248358 的中 （1－5） 25773（2番人気）
馬連票数 計 848568 的中 �� 89776（1番人気）
馬単票数 計 485035 的中 �� 30464（4番人気）
ワイド票数 計 519399 的中 �� 40050（2番人気）�� 10146（16番人気）�� 2495（45番人気）
3連複票数 計1102066 的中 ��� 8440（33番人気）
3連単票数 計1697490 的中 ��� 4191（88番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．8―42．4―55．1―1：07．7―1：20．5―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
3（10，14）8，11（2，12）6，15（1，13）－（5，9，7）－4
3（10，14，1）（8，12，6）（2，11）（5，13）15（9，7）4

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ルーレットクイーン �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．8．15 札幌7着

2013．5．2生 牝4栗 母 ペレブラッサム 母母 サークルシヨウワ 21戦3勝 賞金 29，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 フラマブル号の騎手田辺裕信は，第1日第11競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※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 スクラッタ号



18021 7月2日 曇 良 （29福島2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

お ぐ に ぬ ま

雄 国 沼 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

711 ミッシングリンク 牝3栗 52 内田 博幸小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 516＋ 41：48．0 2．1�
69 ヨシノザクラ 牝4芦 55 石川裕紀人前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 81：48．21 10．2�
33 セイウングロリアス 牡3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか 山野牧場 468－181：48．41� 9．7�
22 アピールバイオ 牝3鹿 52 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 450－ 61：48．61	 4．7�
45 シュンクルーズ 牡5黒鹿57 武士沢友治村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 81：48．81� 71．7�
812 パ フ ォ ー ム 牝3鹿 52 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 442± 01：48．9	 7．6

57 エドノジョンソン 
5鹿 57 的場 勇人遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 456＋ 21：49．11� 79．6�
44 プレシャスギフト 牝4鹿 55 津村 明秀 	キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 440－121：49．31 40．4�
56 クイントゥープル 牝3栗 52 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 426± 01：49．51	 38．5
710 ピ コ ッ ト 牝4栗 55 野中悠太郎ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 448± 01：49．71	 262．9�
68 マツリダウメキチ 牡3鹿 54 北村 宏司髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488＋121：49．91� 6．8�
11 ベイビーティンク 牝4鹿 55 西田雄一郎広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 木村 秀則 468＋ 41：50．54 261．5�
813� ツクバインドラ 牡7鹿 57 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－221：51．03 158．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，594，300円 複勝： 49，194，200円 枠連： 21，583，100円
馬連： 100，025，600円 馬単： 47，229，900円 ワイド： 47，780，200円
3連複： 115，586，400円 3連単： 179，204，400円 計： 603，198，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 240円 � 220円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 520円 �� 460円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 425943 的中 � 160442（1番人気）
複勝票数 計 491942 的中 � 135201（1番人気）� 42497（6番人気）� 48809（5番人気）
枠連票数 計 215831 的中 （6－7） 35928（1番人気）
馬連票数 計1000256 的中 �� 60476（5番人気）
馬単票数 計 472299 的中 �� 19736（6番人気）
ワイド票数 計 477802 的中 �� 24332（5番人気）�� 27854（4番人気）�� 8622（17番人気）
3連複票数 計1155864 的中 ��� 25562（11番人気）
3連単票数 計1792044 的中 ��� 9112（44番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．6―12．7―12．1―11．3―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．4―49．1―1：01．2―1：12．5―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッシングリンク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2016．9．25 中山8着

2014．3．31生 牝3栗 母 エーソングフォー 母母 Miss Garland 8戦2勝 賞金 24，655，000円
〔騎手変更〕 ヨシノザクラ号の騎手田辺裕信は，第1日第11競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。

18022 7月2日 曇 良 （29福島2）第2日 第10競走
福島市制施行110周年記念

��
��1，200�さくらんぼ特別

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

福島市長賞（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
1：07．0
1：06．5

良
良

713 レジーナフォルテ 牝3黒鹿52 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 494＋ 41：08．1 19．8�
815 ナンヨーアミーコ 牡4栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428± 01：08．2� 6．2�
12 ハッピーノリチャン 牝5栗 55 内田 博幸足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 460± 0 〃 ハナ 3．6�
35 ウ ラ ン ゲ ル 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 412± 01：08．3	 23．1�
612
 アペルトゥーラ 牡6栗 57 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 4 〃 クビ 21．1	
11 シルヴァーコード 牝5芦 55 北村 宏司田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：08．51� 6．9

48 サ フ ィ ロ ス 牡5鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：08．71� 12．5�
36 タカラジャンヌ 牝6鹿 55 菊沢 一樹村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 442＋ 4 〃 アタマ 181．6�
24 キョウワゼノビア 牝4黒鹿55 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 482＋ 21：08．91 3．4
47 クイーンズターフ 牝5青鹿55 田中 勝春合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 478－14 〃 クビ 58．4�
23 スビールアスール 牝3黒鹿52 武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 464± 0 〃 ハナ 11．1�
510 カ レ ン 牝3栗 52 江田 照男�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 21：09．0� 38．4�
611 ファンデルワールス �8鹿 57 西田雄一郎 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486－ 21：09．1	 75．5�
816 レヴァンタール �8鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 448－ 2 〃 同着 147．5�
714 ラインロバート 牡8青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 468．9�
59 タカラジェニファ 牝6鹿 55 木幡 巧也村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 474± 01：09．95 127．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，166，300円 複勝： 74，066，700円 枠連： 38，367，200円
馬連： 156，099，700円 馬単： 63，179，400円 ワイド： 76，647，000円
3連複： 203，305，000円 3連単： 282，188，200円 計： 946，019，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 490円 � 190円 � 180円 枠 連（7－8） 4，430円

馬 連 �� 6，170円 馬 単 �� 14，080円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，400円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 65，150円

票 数

単勝票数 計 521663 的中 � 21042（7番人気）
複勝票数 計 740667 的中 � 30677（8番人気）� 111528（3番人気）� 117984（2番人気）
枠連票数 計 383672 的中 （7－8） 6703（18番人気）
馬連票数 計1560997 的中 �� 19600（22番人気）
馬単票数 計 631794 的中 �� 3364（52番人気）
ワイド票数 計 766470 的中 �� 9385（24番人気）�� 13694（16番人気）�� 38379（4番人気）
3連複票数 計2033050 的中 ��� 24210（18番人気）
3連単票数 計2821882 的中 ��� 3140（207番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―11．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．3―44．4―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レジーナフォルテ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．9 福島6着

2014．3．28生 牝3黒鹿 母 ナイキトライアンフ 母母 ウィンヒストリー 12戦3勝 賞金 35，525，000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 ジェイラー号・フクノグローリア号

２レース目



18023 7月2日 曇 良 （29福島2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第66回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，28．7．2以降29．6．25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

ラジオNIKKEI賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

811 セダブリランテス 牡3鹿 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524－ 21：46．6 4．4�

67 ウインガナドル 牡3黒鹿53 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 2 〃 クビ 15．8�
11 ロードリベラル 牡3黒鹿53 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 418＋ 21：46．7クビ 31．0�
812 クリアザトラック 牡3鹿 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－101：47．12� 6．6�
44 マイネルスフェーン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 41：47．31� 13．4	
56 サトノクロニクル 牡3鹿 57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 3．1

79 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿51 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 420－ 41：47．4クビ 36．1�
68 ビービーガウディ 牡3栗 53 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 468± 01：47．61� 13．6�
22 グランドボヌール 牡3鹿 50 木幡 巧也田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 460－101：47．81� 137．6
710 マイブルーヘブン 牡3鹿 51 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 454＋ 4 〃 クビ 115．4�
55 ライジングリーズン 牝3青鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 488＋ 61：48．01� 7．9�
33 ニシノアップルパイ 牡3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 482＋ 61：48．21� 6．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 209，307，700円 複勝： 288，797，800円 枠連： 134，359，900円 馬連： 658，513，800円 馬単： 282，094，200円
ワイド： 296，746，900円 3連複： 998，556，700円 3連単： 1，691，392，700円 5重勝： 619，610，200円 計： 5，179，379，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 400円 � 630円 枠 連（6－8） 1，030円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 6，810円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 2，250円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 34，600円 3 連 単 ��� 156，510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����� 1，073，580円

票 数

単勝票数 計2093077 的中 � 374710（2番人気）
複勝票数 計2887978 的中 � 451934（2番人気）� 175310（8番人気）� 103307（9番人気）
枠連票数 計1343599 的中 （6－8） 100421（4番人気）
馬連票数 計6585138 的中 �� 111194（22番人気）
馬単票数 計2820942 的中 �� 31046（29番人気）
ワイド票数 計2967469 的中 �� 49111（23番人気）�� 33978（32番人気）�� 17313（42番人気）
3連複票数 計9985567 的中 ��� 21643（104番人気）
3連単票数 計16913927 的中 ��� 7835（498番人気）
5重勝票数 計6196102 的中 ����� 404

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．2―12．0―11．7―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．3―47．5―59．5―1：11．2―1：23．1―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セダブリランテス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．12．10 中山1着

2014．1．12生 牡3鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 3戦3勝 賞金 55，707，000円
〔騎手変更〕 クリアザトラック号の騎手田辺裕信は，第1日第11競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。

18024 7月2日 曇 良 （29福島2）第2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

24 タイセイラルーナ 牝4栗 55 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 478－ 21：09．3 5．2�
35 サ ノ コ コ 牝4鹿 55 津村 明秀佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 488＋ 61：09．4� 7．4�
815 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 472－ 21：09．61� 14．3�
816 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57 西田雄一郎井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 488＋ 6 〃 ハナ 177．4�
714 ラッキーポイント 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 480－ 41：09．7� 48．8�
48 カ ラ カ 牝4鹿 55 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466－ 8 〃 ハナ 29．8�
36 トモジャポルックス 牡4芦 57 柴田 大知吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 468－ 8 〃 クビ 19．8	
12 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55

53 △伴 啓太田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 426－121：09．8� 14．5

23 � アルディバイン 牡6鹿 57 吉田 豊髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 496＋ 41：10．01� 59．9�
713 メ ー テ ィ ス 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 440＋ 61：10．1� 7．0
59 シゲルヒラマサ 牡4芦 57

54 ▲武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 478＋ 2 〃 アタマ 6．7�
612 パパラヴズマンボ 牝5青鹿55 北村 宏司�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B452＋101：10．31� 33．2�
47 � シングンガガ 牝4黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 456－331：10．4クビ 29．3�
611 アースオブフェイム 牡3栗 54 石川裕紀人 �グリーンファーム和田 正道 新冠 ハシモトフアーム 500＋ 41：10．5	 5．6�
510� パトロクロス 牡7栗 57 上野 翔岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 478＋161：10．81� 173．8�
11 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 484－ 21：11．65 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，469，800円 複勝： 124，464，200円 枠連： 59，153，200円
馬連： 220，875，900円 馬単： 84，937，600円 ワイド： 126，648，300円
3連複： 311，927，600円 3連単： 423，101，200円 計： 1，440，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 250円 � 390円 枠 連（2－3） 1，210円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，430円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 29，570円

票 数

単勝票数 計 894698 的中 � 137374（1番人気）
複勝票数 計1244642 的中 � 184067（1番人気）� 131187（4番人気）� 72601（8番人気）
枠連票数 計 591532 的中 （2－3） 37579（3番人気）
馬連票数 計2208759 的中 �� 99766（2番人気）
馬単票数 計 849376 的中 �� 20061（3番人気）
ワイド票数 計1266483 的中 �� 48805（2番人気）�� 22434（18番人気）�� 17779（25番人気）
3連複票数 計3119276 的中 ��� 31114（17番人気）
3連単票数 計4231012 的中 ��� 10373（40番人気）

ハロンタイム 9．3―11．2―11．4―12．1―12．5―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．5―31．9―44．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイラルーナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．7．18 福島3着

2013．3．15生 牝4栗 母 タイセイフレイヤ 母母 マジックペイントブラッシュ 20戦3勝 賞金 33，370，000円
〔騎手変更〕 カラカ号の騎手田辺裕信は，第1日第11競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕トモジャポルックス号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・

12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。
（非抽選馬） 3頭 ドラグーン号・フジワンエンジェル号・マインドブロウ号

５レース目



（29福島2）第2日 7月2日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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
厩務員出走奨励金

228，930，000円
1，270，000円
18，120，000円
1，550，000円
27，180，000円
66，408，000円
5，406，600円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
650，466，600円
862，927，800円
398，411，100円
1，638，923，700円
738，127，900円
852，069，800円
2，294，277，000円
3，485，554，100円
619，610，200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 11，540，368，200円

総入場人員 18，825名 （有料入場人員 ）
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