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18025 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第1競走 ��2，750�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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

56 クラシックマーク 牝6栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 450＋ 23：02．2 4．9�
67 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 428－ 23：02．94 9．3�
22 � カイソクポリス 牡4鹿 60 上野 翔小田切 光氏 星野 忍 浦河 木村牧場 486－ 63：03．21� 85．9�
710� ジュールドトネール 牡7青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 496－ 43：03．3	 3．7�
11 アドマイヤデライト 牡4黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 516－ 23：03．51
 32．9�
79 スカイステージ 牡4黒鹿60 草野 太郎佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 472＋ 8 〃 ハナ 37．0�
812� ソリッドアクシス �5栗 60 山本 康志 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 米 Lantern Hill
Farm LLC 440－ 43：03．92	 3．4


44 ショウナンハルカス 牡5黒鹿60 森 一馬国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496± 03：06．0大差 15．7�
33 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 58 熊沢 重文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 464＋ 63：06．95 7．0�
811� クラウンコルデーロ 牡4青 60 高野 和馬矢野 恭裕氏 天間 昭一 平取 北島牧場 474－ 63：13．0大差 161．6
68 ロ ー ラ ン 牝3鹿 56 江田 勇亮田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 508－103：15．6大差 110．9�
55 ロングシャドウ 牡7青鹿60 五十嵐雄祐飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 514－ 4 （競走中止） 10．4�
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売 得 金
単勝： 12，630，900円 複勝： 15，988，300円 枠連： 8，088，800円
馬連： 31，543，400円 馬単： 16，687，800円 ワイド： 17，223，600円
3連複： 47，295，800円 3連単： 69，433，000円 計： 218，891，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 210円 � 1，520円 枠 連（5－6） 1，360円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 550円 �� 4，220円 �� 5，760円

3 連 複 ��� 36，190円 3 連 単 ��� 165，580円

票 数

単勝票数 計 126309 的中 � 20304（3番人気）
複勝票数 計 159883 的中 � 25461（3番人気）� 22032（4番人気）� 2033（10番人気）
枠連票数 計 80888 的中 （5－6） 4605（6番人気）
馬連票数 計 315434 的中 �� 12720（7番人気）
馬単票数 計 166878 的中 �� 3531（16番人気）
ワイド票数 計 172236 的中 �� 8823（5番人気）�� 1008（35番人気）�� 734（39番人気）
3連複票数 計 472958 的中 ��� 980（78番人気）
3連単票数 計 694330 的中 ��� 304（396番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．8－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラシックマーク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2013．8．17 新潟9着

2011．4．27生 牝6栗 母 ステキプレゼント 母母 アララットサン 障害：7戦1勝 賞金 11，700，000円
〔競走中止〕 ロングシャドウ号は，5号障害〔ハードル〕手前で内側に逃避して内柵に接触し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロングシャドウ号は，平成29年7月9日から平成29年7月30日まで出走停止。停止期間の満了後に

障害調教再審査。

18026 7月8日 晴 良 （29福島2）第3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 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

11 フクサンローズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458± 01：47．9 2．0�
713 マ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 大野 拓弥吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 488－ 21：48．43 6．0�
611 ミッキークルソラ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：48．5� 20．0�
23 フジワンキララ 牝3芦 54 横山 典弘�富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 484± 01：48．71� 16．5�
46 クリノヴィクトリア 牝3栗 54 内田 博幸栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 438＋ 2 〃 クビ 5．1�
35 スターズインヘヴン 牝3鹿 54 吉田 豊 	キャロットファーム 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－121：49．01� 13．5

814 サンボストン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 484－ 21：49．21� 20．9�
815 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 468－101：49．62� 23．9�
34 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿54 大庭 和弥土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 458＋ 21：49．81� 216．9
47 オンワードラスター 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 418－ 61：49．9� 109．4�
712 ラフメイカー 牝3鹿 54 北村 宏司	山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 B458－ 21：50．32� 12．7�
58 ラブリイメッセージ 牝3鹿 54 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B450± 01：50．83 92．5�
59 ク レ ム フ カ 牝3鹿 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 日高 奥山 博 462＋101：50．9� 97．0�

22 プラムブロッサム 牝3鹿 54 西田雄一郎冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 岩見牧場 540－ 11：51．53� 105．2�
610 リマインドミー 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 B490－ 21：52．24 93．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，794，500円 複勝： 38，621，300円 枠連： 13，881，000円
馬連： 51，276，000円 馬単： 25，014，900円 ワイド： 31，705，900円
3連複： 69，693，400円 3連単： 87，772，200円 計： 343，759，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 290円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 340円 �� 890円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 10，940円

票 数

単勝票数 計 257945 的中 � 99803（1番人気）
複勝票数 計 386213 的中 � 109888（1番人気）� 63630（2番人気）� 23366（6番人気）
枠連票数 計 138810 的中 （1－7） 22278（1番人気）
馬連票数 計 512760 的中 �� 55397（2番人気）
馬単票数 計 250149 的中 �� 19082（2番人気）
ワイド票数 計 317059 的中 �� 25849（2番人気）�� 8581（11番人気）�� 10413（7番人気）
3連複票数 計 696934 的中 ��� 14341（11番人気）
3連単票数 計 877722 的中 ��� 5813（22番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．8―43．8―56．6―1：08．8―1：21．5―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．1
1
3

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

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

フクサンローズ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．26 中京2着

2014．3．22生 牝3鹿 母 エレガントフラッグ 母母 ジュビロレディ 2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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 イリューム号

第２回 福島競馬 第３日



18027 7月8日 晴 良 （29福島2）第3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 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

58 ローレルリーベ 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 500－121：48．4 9．5�
46 レコンキスタ 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B486－ 21：48．61� 3．2�
712 シャープシューター 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：48．81� 2．3�
11 テ ミ ス ト 牝3栗 54 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 470－ 61：49．11� 101．7�
35 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 西田雄一郎密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B450－ 8 〃 ハナ 14．6	
610 ピジョンレッド 牝3鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 404－ 41：49．41� 91．7

814 ラッキーアドバンス 牡3芦 56 内田 博幸柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 450－ 8 〃 ハナ 7．6�
611 エーブインブレム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 426－ 2 〃 クビ 27．3�
34 ミヲツクシテヤ 牝3鹿 54 伊藤 工真内田 玄祥氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 434＋ 6 〃 ハナ 97．6
47 キロロチャン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�明栄商事 小西 一男 新ひだか 野坂牧場 462± 01：49．61� 20．4�
22 ゴールドアドミラル 牡3芦 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 シンボリ牧場 490－ 61：49．7クビ 18．7�
59 アイアイハッピー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 464－ 61：51．08 122．8�
815 ダイワアジール 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478－ 81：51．42� 166．7�
713 ディアジュジュマン 牡3芦 56

55 ☆木幡 巧也ディアレストクラブ� 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 B470＋ 21：51．82� 82．4�
23 アサムシホープ 牡3栗 56 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新冠 村上牧場 514 ―1：52．43� 115．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，406，600円 複勝： 40，641，100円 枠連： 12，228，300円
馬連： 53，946，900円 馬単： 27，507，700円 ワイド： 35，458，300円
3連複： 76，448，200円 3連単： 101，802，600円 計： 375，439，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 180円 � 130円 � 120円 枠 連（4－5） 1，270円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 11，280円

票 数

単勝票数 計 274066 的中 � 22963（4番人気）
複勝票数 計 406411 的中 � 42815（4番人気）� 88566（2番人気）� 105263（1番人気）
枠連票数 計 122283 的中 （4－5） 7436（6番人気）
馬連票数 計 539469 的中 �� 30371（6番人気）
馬単票数 計 275077 的中 �� 5712（13番人気）
ワイド票数 計 354583 的中 �� 21184（4番人気）�� 16617（6番人気）�� 60182（1番人気）
3連複票数 計 764482 的中 ��� 51054（2番人気）
3連単票数 計1018026 的中 ��� 6543（28番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．4―13．2―13．1―12．5―12．6―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．7―43．9―57．0―1：09．5―1：22．1―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルリーベ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．3．5 中山3着

2014．3．25生 牡3栗 母 ケイアイメルヘン 母母 ブリーダーズフライト 3戦1勝 賞金 7，800，000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） 1頭 タイセイキセキ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルルタン号

18028 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第4競走 ��2，750�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400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム2：57．4良

811 テイエムシシーポス 牡7鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 テイエム牧場日高支場 476－122：58．8 8．8�
66 マイネルゼーラフ 牡6青鹿60 草野 太郎 �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－ 22：59．01� 45．1�
44 スズカチャンプ 牡8鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 496－ 42：59．21� 6．7�
810 マイネルイルミナル 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 470－ 63：00．05 14．9�
79 ドリームハヤテ 牡7鹿 62 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 504－ 83：00．21� 3．1�
33 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 478－183：00．62� 88．8	
11 メイショウヤギリ 牡5黒鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 474－ 83：00．8� 4．9

55 マジックダイオウ 牡4栗 60 林 満明�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 460－203：01．33 32．4�
78 ク ロ ス ボ ウ 牡7黒鹿60 森 一馬 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 526± 03：01．83 4．0
22 コージェント 牡4鹿 60 浜野谷憲尚水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 522－163：01．9� 12．3�
67 ウメジマダイオー 牡8鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 520－ 6 （競走中止） 72．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，190，000円 複勝： 23，443，300円 枠連： 12，418，700円
馬連： 39，560，200円 馬単： 21，035，300円 ワイド： 23，564，500円
3連複： 56，168，100円 3連単： 86，312，600円 計： 280，692，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 740円 � 240円 枠 連（6－8） 4，240円

馬 連 �� 14，480円 馬 単 �� 25，240円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 920円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 20，710円 3 連 単 ��� 159，630円

票 数

単勝票数 計 181900 的中 � 16419（5番人気）
複勝票数 計 234433 的中 � 22016（5番人気）� 7053（9番人気）� 29320（4番人気）
枠連票数 計 124187 的中 （6－8） 2269（12番人気）
馬連票数 計 395602 的中 �� 2117（34番人気）
馬単票数 計 210353 的中 �� 625（63番人気）
ワイド票数 計 235645 的中 �� 2037（32番人気）�� 6842（10番人気）�� 2297（30番人気）
3連複票数 計 561681 的中 ��� 2034（66番人気）
3連単票数 計 863126 的中 ��� 392（418番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 52．7－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムシシーポス �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．28 小倉6着

2010．3．21生 牡7鹿 母 テイエムピンキー 母母 ソシアルメーカー 障害：21戦2勝 賞金 46，355，000円
〔騎手変更〕 クロスボウ号の騎手五十嵐雄祐は，第1競走での落馬負傷のため森一馬に変更。
〔競走中止〕 ウメジマダイオー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 マイネルゼーラフ号の騎手草野太郎は，2号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：8番）

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 1日第 6競走）
〔その他〕　　キチロクキセキオー号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折及び右中間手根骨々

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。



18029 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第5競走 ��1，200�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
1：08．5
1：07．8

良
良

68 フィルハーモニー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 500 ―1：11．0 5．2�

22 テルキーネス 牝2黒鹿54 大野 拓弥嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 412 ―1：11．1� 3．5�
56 ジョブックコメン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 420 ―1：11．2� 3．1�
33 ダイメイジャスミン 牝2鹿 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 浦河 谷川牧場 400 ―1：11．51� 10．9�
812 ハッピーナココロ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也杉田 周作氏 武井 亮 浦河 桑田牧場 438 ―1：11．6� 30．1�
79 ソパドゥルグムシュ 牝2青 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 小野 秀治 420 ―1：11．7� 33．5	
55 サカショウクィーン 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹坂田 行夫氏 天間 昭一 青森 町屋 勝幸 420 ―1：12．12� 63．3

67 ニシノシノブ 牝2芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 440 ―1：12．2� 12．3�
11 ショウナンハイル 牝2栗 54 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 432 ―1：13．15 15．7�
710 シバノモスキー 牝2黒鹿54 津村 明秀柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 436 ―1：13．84 19．3
44 マ ナ マ カ ニ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅稲垣 隆治氏 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 434 ― 〃 クビ 74．0�
811 ビッグジュジュ 牝2鹿 54 横山 典弘�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 404 ―1：14．33 49．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，508，700円 複勝： 29，539，300円 枠連： 12，047，200円
馬連： 46，641，300円 馬単： 24，986，200円 ワイド： 26，460，200円
3連複： 59，377，300円 3連単： 77，871，800円 計： 304，432，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（2－6） 730円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 340円 �� 330円 �� 300円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 275087 的中 � 44469（3番人気）
複勝票数 計 295393 的中 � 48349（3番人気）� 62778（1番人気）� 58309（2番人気）
枠連票数 計 120472 的中 （2－6） 12633（3番人気）
馬連票数 計 466413 的中 �� 35750（3番人気）
馬単票数 計 249862 的中 �� 9465（6番人気）
ワイド票数 計 264602 的中 �� 19691（3番人気）�� 20456（2番人気）�� 22662（1番人気）
3連複票数 計 593773 的中 ��� 48081（1番人気）
3連単票数 計 778718 的中 ��� 9955（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．8―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．7―47．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィルハーモニー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トウカイテイオー 初出走

2015．3．17生 牝2黒鹿 母 マイネディーバ 母母 アルカザーマ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サカショウクィーン号の騎手菊沢一樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・1番）

18030 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第6競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

11 ウォーターメロン 牡3鹿 56 北村 宏司大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B516－ 41：09．7 7．4�
59 ピ リ ナ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 2 〃 クビ 86．3�
816 ロードコメット �3栗 56

53 ▲菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 500－ 21：09．8クビ 4．4�
713 アポロモンスター 牡3栗 56 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 小屋畑 和久 492＋ 2 〃 ハナ 2．0�
36 キセキノキミヨ 牝3青鹿54 内田 博幸成田 隆好氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 458－ 61：10．33 32．3	
12 ペイシャフローレス 牝3鹿 54 西田雄一郎北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 446＋ 81：10．83 300．6

611 ジ ッ テ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 462＋ 61：10．9� 13．3�
35 ヒシデルマー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 522± 01：11．11	 6．7�
612 ティアップポケット 牝3鹿 54 的場 勇人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 452± 0 〃 クビ 79．9
48 アイティプリンセス 牝3黒鹿54 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B472－ 41：11．2クビ 27．0�
23 トウカイジュリア 牝3黒鹿54 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 464－161：11．73 168．4�
714 アキノリーツリー 牝3青鹿54 柴田 大知穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 森 政巳 444＋ 41：12．12� 235．7�
815 カリストーガ 牝3鹿 54 田中 勝春小林 由明氏 高柳 瑞樹 日高 ヤナガワ牧場 502－ 21：12．73� 207．2�
24 スエヒロワンダー 牡3栗 56 嶋田 純次西村 專次氏 武市 康男 新冠 八木 明広 442＋ 41：13．01
 152．6�
47 トモジャヴェール 牡3芦 56 津村 明秀吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 小倉 光博 B504＋ 61：13．1� 21．7�
510 シャイニーギフト 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 474－ 4 〃 ハナ 63．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，588，300円 複勝： 50，112，500円 枠連： 17，046，200円
馬連： 67，597，200円 馬単： 35，320，700円 ワイド： 40，399，300円
3連複： 86，374，100円 3連単： 119，429，700円 計： 448，868，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 1，540円 � 200円 枠 連（1－5） 8，790円

馬 連 �� 38，660円 馬 単 �� 58，090円

ワ イ ド �� 8，150円 �� 550円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 37，140円 3 連 単 ��� 370，020円

票 数

単勝票数 計 325883 的中 � 34996（4番人気）
複勝票数 計 501125 的中 � 61528（4番人気）� 6497（11番人気）� 75188（2番人気）
枠連票数 計 170462 的中 （1－5） 1502（22番人気）
馬連票数 計 675972 的中 �� 1355（50番人気）
馬単票数 計 353207 的中 �� 456（86番人気）
ワイド票数 計 403993 的中 �� 1216（50番人気）�� 20541（5番人気）�� 2036（37番人気）
3連複票数 計 863741 的中 ��� 1744（84番人気）
3連単票数 計1194297 的中 ��� 234（606番人気）

ハロンタイム 9．4―10．8―11．2―12．2―12．8―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．2―31．4―43．6―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．3
3 4（9，16）（1，5，13）11，3，8（6，12，10）－14，7，2＝15 4 ・（4，9，16）（1，13）－5，11（3，8）6－（14，12，10）－（2，7）＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウォーターメロン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2016．8．14 新潟8着

2014．3．11生 牡3鹿 母 ユメノキズナ 母母 ラブフォーエバー 8戦1勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 ウォーターメロン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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キップヨシ号・クロースリーニット号・タイセイスマッシュ号・ニットウバーブラ号



18031 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時35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

11 シャインサンデー 牝3栗 54 戸崎 圭太森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 418－ 41：09．2 2．3�
611 ネコフッピー 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 418－ 61：09．41� 52．6�
12 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 474± 0 〃 ハナ 10．3�
47 エリーヒストリー 牝3鹿 54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 460－101：09．71� 85．0�
815 アトラクティヴアイ 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 524－101：09．8� 8．8�
23 フォレストクイーン 牝3栗 54 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 430－ 41：10．01 3．0	
816 コスモディライト 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 4 〃 クビ 13．7

612 セ イ ソ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 404＋ 41：10．1� 35．1�
510 ナンヨービーナス 牝3鹿 54 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500－ 61：10．2� 15．5�
713 ア ラ ロ ケ 牝3鹿 54 柴田 善臣�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 432＋101：10．83� 62．7
714 スミトアンドチャー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 61：11．11� 28．8�
59 ディグアップセンス 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹広尾レース� 伊藤 正徳 新冠 富本 茂喜 424－ 61：11．2� 52．4�
24 ショウナンカグヤ 牡3鹿 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 佐藤 陽一 B506＋ 6 〃 ハナ 138．5�
36 ヌンフェスタ 牡3栗 56 杉原 誠人ヌンクラブ� 小西 一男 新冠 石田牧場 494＋ 8 〃 アタマ 149．9�
48 トーホウエネロ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 438－121：11．41� 172．4�
35 ジ ン ダ イ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎樋口 稔氏 二ノ宮敬宇 新冠 タニグチ牧場 468＋ 81：12．57 180．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，583，400円 複勝： 30，894，000円 枠連： 16，279，000円
馬連： 62，345，400円 馬単： 31，389，900円 ワイド： 34，072，400円
3連複： 78，918，900円 3連単： 112，339，400円 計： 389，822，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 830円 � 290円 枠 連（1－6） 2，190円

馬 連 �� 8，660円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 540円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 16，280円 3 連 単 ��� 90，090円

票 数

単勝票数 計 235834 的中 � 79382（1番人気）
複勝票数 計 308940 的中 � 97104（1番人気）� 6422（10番人気）� 23024（3番人気）
枠連票数 計 162790 的中 （1－6） 5749（8番人気）
馬連票数 計 623454 的中 �� 5574（22番人気）
馬単票数 計 313899 的中 �� 1850（33番人気）
ワイド票数 計 340724 的中 �� 3986（22番人気）�� 17430（2番人気）�� 1786（38番人気）
3連複票数 計 789189 的中 ��� 3634（49番人気）
3連単票数 計1123394 的中 ��� 904（220番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインサンデー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．7 中山3着

2014．5．10生 牝3栗 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 5戦1勝 賞金 8，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジンダイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月8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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スマイルプリティ号・ファシル号

18032 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第8競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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

11 リンガスウーノ 牝4栗 55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 482－ 21：08．9 6．2�
611 ホウオウマリリン 牝4栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 408＋ 21：09．21� 15．8�
12 	 ブランメジェール 牝3芦 52 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 466＋ 4 〃 クビ 2．0�

48 ドウカンヤマ 牡4栗 57
54 ▲武藤 雅一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 500－ 21：09．51� 6．2�

24 ラッキーボックス 牝4鹿 55
52 ▲野中悠太郎 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 81：09．71
 16．2�
47 パルパルパンダ 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 464± 01：09．8� 101．0	
815 キョウエイスコール 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 492－ 4 〃 アタマ 9．7

35 カンタベリーマイン 牡4鹿 57 横山 典弘峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 454－161：09．9クビ 45．9�
23 � ベルベットムーブ 牝4鹿 55 杉原 誠人伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 432＋ 21：10．22 159．0�
59 ブ ロ ワ 牝4黒鹿55 石橋 脩ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 464＋ 61：10．41� 20．5�
816 ソロダンサー 牝4鹿 55 津村 明秀�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 480＋141：10．5
 11．9�
36 リチュアルローズ 牝4鹿 55 田中 勝春 社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 456－141：10．6クビ 29．0�
714 タケデンサンダー 牡3栗 54 菅原 隆一武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 464＋ 21：10．7� 153．3�
510� ゴールドジャイアン 牡4栗 57 嘉藤 貴行金森圭史朗氏 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 480－161：11．12
 197．6�
713 ソアリングホーク 牡6鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 486－ 81：11．2� 263．4�
612� ヨ ア ソ ビ 牝4黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹内田 玄祥氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 462＋ 41：11．94 223．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，576，200円 複勝： 42，460，400円 枠連： 21，622，200円
馬連： 73，741，600円 馬単： 34，818，700円 ワイド： 40，684，100円
3連複： 96，552，000円 3連単： 136，844，000円 計： 476，299，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 280円 � 120円 枠 連（1－6） 1，280円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 300円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 23，440円

票 数

単勝票数 計 295762 的中 � 37714（3番人気）
複勝票数 計 424604 的中 � 52260（2番人気）� 27154（7番人気）� 137521（1番人気）
枠連票数 計 216222 的中 （1－6） 12993（5番人気）
馬連票数 計 737416 的中 �� 12869（16番人気）
馬単票数 計 348187 的中 �� 3258（28番人気）
ワイド票数 計 406841 的中 �� 7795（14番人気）�� 38370（1番人気）�� 16443（5番人気）
3連複票数 計 965520 的中 ��� 26151（7番人気）
3連単票数 計1368440 的中 ��� 4231（72番人気）

ハロンタイム 9．3―10．9―11．2―11．7―12．6―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．2―31．4―43．1―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスウーノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2016．1．17 中山1着

2013．3．20生 牝4栗 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 10戦3勝 賞金 33，220，000円
〔制裁〕 ベルベットムーブ号の騎手杉原誠人は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・1番）

カンタベリーマイン号の騎手横山典弘は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
※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 アサクサレーサー号・サダコチャン号・テンプルツリー号・プリティマックス号・ホーミー号・メランコリア号



18033 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第9競走 ��
��2，600�

か い せ い ざ ん

開 成 山 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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

810 ステイブラビッシモ 牡4鹿 57 戸崎 圭太草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 42：41．2 1．6�
78 プライムセラー �4栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 498－32 〃 ハナ 7．8�
11 コウキチョウサン 牡4鹿 57 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 448＋ 42：41．52 5．8�
66 サムワンライクユー 牡4鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 464＋112：41．71	 101．8�
77 マコトギンスバーグ 牡5鹿 57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 466± 0 〃 ハナ 11．5	
33 コスモヴェッキオ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 462－ 82：41．91	 134．3

55 
 メルドオール 牡5鹿 57 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 438－182：42．0クビ 41．1�
89 ウインカートゥーン 牡4黒鹿57 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 486－ 22：42．31� 7．7�
44 サーブルノワール 牡3青鹿54 田中 勝春 �シルクレーシング 小島 太 浦河 谷口牧場 496－ 42：43．04 12．3
22 
 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 466－ 22：48．3大差 195．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，421，100円 複勝： 77，725，700円 枠連： 17，586，100円
馬連： 77，769，500円 馬単： 45，577，400円 ワイド： 39，133，200円
3連複： 92，599，900円 3連単： 196，769，600円 計： 584，582，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 270円 �� 180円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 374211 的中 � 182063（1番人気）
複勝票数 計 777257 的中 � 440606（1番人気）� 73927（3番人気）� 75123（2番人気）
枠連票数 計 175861 的中 （7－8） 45147（1番人気）
馬連票数 計 777695 的中 �� 85159（4番人気）
馬単票数 計 455774 的中 �� 37005（4番人気）
ワイド票数 計 391332 的中 �� 35557（4番人気）�� 65122（1番人気）�� 13023（9番人気）
3連複票数 計 925999 的中 ��� 69119（3番人気）
3連単票数 計1967696 的中 ��� 46943（7番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．5―12．6―12．8―12．9―13．4―13．2―12．7―11．7―11．4―11．4―12．0

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―24．6―37．1―49．7―1：02．5―1：15．4―1：28．8―1：42．0―1：54．7―2：06．4―2：17．8―2：29．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．5―3F34．8
1
�
4，9，8，5，10，6（3，7）1－2・（4，9，8，10）（3，5，6）7，1＝2

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

勝馬の
紹 介

ステイブラビッシモ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．11．1 東京4着

2013．4．26生 牡4鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 16戦3勝 賞金 57，522，000円
〔制裁〕 コウキチョウサン号の騎手石神深一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）
〔その他〕 ツクバインドラ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

18034 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ し ま

松 島 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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �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 464－162：00．6 5．0�

44 スクエアフォールド �4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 470－ 22：00．7	 4．3�
88 クラウンディバイダ 牡4黒鹿57 石橋 脩�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 474－ 22：00．91
 15．4�
66 ダイワドレッサー 牝4鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋ 42：01．0� 2．8�
22 カ カ ド ゥ 牡5鹿 57 吉田 豊�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 482－ 4 〃 アタマ 5．6	
77 ウインマハロ 牝5鹿 55 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 434± 0 〃 クビ 13．5

55 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 戸崎 圭太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 470± 02：01．21
 11．0�
89 � ハヤブサライデン 牡5鹿 57 柴田 善臣�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 484－ 42：01．73 43．2�
33 � サトノダヴィンチ 牡5鹿 57 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 484＋ 6 〃 クビ 23．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，005，200円 複勝： 51，445，700円 枠連： 19，120，500円
馬連： 106，684，500円 馬単： 48，904，500円 ワイド： 49，983，900円
3連複： 117，570，600円 3連単： 204，849，600円 計： 641，564，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 160円 � 320円 枠 連（1－4） 1，390円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 450円 �� 860円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 19，650円

票 数

単勝票数 計 430052 的中 � 68353（3番人気）
複勝票数 計 514457 的中 � 73868（4番人気）� 96369（2番人気）� 33507（7番人気）
枠連票数 計 191205 的中 （1－4） 10626（6番人気）
馬連票数 計1066845 的中 �� 63393（5番人気）
馬単票数 計 489045 的中 �� 13798（11番人気）
ワイド票数 計 499839 的中 �� 30405（5番人気）�� 14421（15番人気）�� 13588（17番人気）
3連複票数 計1175706 的中 ��� 21819（18番人気）
3連単票数 計2048496 的中 ��� 7557（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―24．1―36．3―49．2―1：02．2―1：14．6―1：26．2―1：37．4―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．4
1
3
8，9（6，7）1（2，4）－3，5・（8，9）7（6，1）4（5，2）－3

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

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 デビュー 2015．7．25 福島1着

2013．2．27生 牝4黒鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 19戦3勝 賞金 64，360，000円



18035 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第11競走 ��
��1，800�

あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．7．9以降29．7．2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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

44 ワンブレスアウェイ 牝4黒鹿55．5 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 41：47．2 1．8�

33 � ザトゥルーエアー 牡6鹿 55 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 482－ 21：47．3� 13．2�

89 トミケンスラーヴァ 牡7鹿 53 江田 照男冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 498－12 〃 ハナ 21．0�
77 サトノスティング 牡6青鹿55 横山 典弘里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 466＋ 81：47．51	 3．8�
66 ペンタトニック 牡6栗 55 内田 博幸吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B500－ 2 〃 ハナ 7．7	
11 オコレマルーナ 牡8青鹿55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 11．3

22 ウインオリアート 牝6黒鹿50 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 444－ 41：47．92� 14．4�
88 サンライズタイセイ 牡7鹿 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 470－ 8 〃 クビ 51．7�
55 ヒラボクレジェンド 牡6栗 53 田中 勝春�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 B520＋ 41：50．5大差 68．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 71，811，600円 複勝： 88，831，900円 枠連： 30，299，500円
馬連： 197，947，400円 馬単： 110，354，300円 ワイド： 89，578，600円
3連複： 243，453，500円 3連単： 574，543，300円 計： 1，406，820，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 360円 枠 連（3－4） 940円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 440円 �� 720円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 14，650円

票 数

単勝票数 計 718116 的中 � 315173（1番人気）
複勝票数 計 888319 的中 � 357885（1番人気）� 69368（5番人気）� 39373（7番人気）
枠連票数 計 302995 的中 （3－4） 24745（4番人気）
馬連票数 計1979474 的中 �� 153087（4番人気）
馬単票数 計1103543 的中 �� 60148（5番人気）
ワイド票数 計 895786 的中 �� 56737（4番人気）�� 31620（9番人気）�� 9551（24番人気）
3連複票数 計2434535 的中 ��� 36841（19番人気）
3連単票数 計5745433 的中 ��� 28417（48番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．9―12．5―12．0―11．6―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．6―49．1―1：01．1―1：12．7―1：24．2―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンブレスアウェイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．10．10 東京1着

2013．4．9生 牝4黒鹿 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 12戦5勝 賞金 90，820，000円
※出走取消馬 カレンリスベット号（疾病〔右前挫跖〕のため）

18036 7月8日 晴 良 （29福島2）第3日 第12競走 ��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

59 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B458－ 41：46．1 6．1�
47 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 470－ 21：46．63 3．2�
712 リヴァイアサン 牡3鹿 54 内田 博幸星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B502－ 21：46．7� 4．3�
814 スマートダイバー 牡6栗 57 田中 勝春大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B492－131：47．12� 44．8�
35 コットンボウル 牡3鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 61：47．2� 23．5�
23 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 57 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 446－ 21：47．41� 7．6	
610	 パラティーノ 牡8黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 524－131：47．5� 77．2

611 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 418－ 81：47．81� 392．8�
815 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 406－121：48．22� 8．7�
11 ブラウンアニマート 牡4黒鹿 57

54 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ
ネツ牧場 490＋141：48．3� 10．7

34 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 444－ 61：48．4� 171．8�
46 	 パルクフェルメ 牡4栗 57 柴田 大知保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 464－ 81：49．67 262．3�
713 ボーントゥレイン 牡4鹿 57 北村 宏司窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 516－ 41：49．7クビ 18．8�
22 	 カイシュウキリシマ 牡4栗 57 石橋 脩飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 474－ 41：49．91� 20．1�
58 	 チュウワサイレンス 牡4芦 57

54 ▲野中悠太郎中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 524－ 51：50．53� 64．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 63，248，500円 複勝： 89，903，100円 枠連： 39，815，800円
馬連： 162，148，900円 馬単： 63，783，000円 ワイド： 95，114，500円
3連複： 229，430，400円 3連単： 319，642，600円 計： 1，063，086，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 150円 � 170円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 430円 �� 570円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 11，720円

票 数

単勝票数 計 632485 的中 � 82719（3番人気）
複勝票数 計 899031 的中 � 109121（4番人気）� 168727（1番人気）� 137858（2番人気）
枠連票数 計 398158 的中 （4－5） 28763（4番人気）
馬連票数 計1621489 的中 �� 110686（2番人気）
馬単票数 計 637830 的中 �� 21492（4番人気）
ワイド票数 計 951145 的中 �� 56502（2番人気）�� 40549（4番人気）�� 65547（1番人気）
3連複票数 計2294304 的中 ��� 99290（1番人気）
3連単票数 計3196426 的中 ��� 19771（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―41．8―54．3―1：06．9―1：20．0―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ベ リ ウ ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．9．19 中山14着

2013．3．30生 牡4栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 16戦3勝 賞金 26，150，000円
〔制裁〕 スフェーン号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



（29福島2）第3日 7月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

203，800，000円
10，120，000円
10，180，000円
950，000円

22，490，000円
62，851，000円
5，394，600円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
412，765，000円
579，606，600円
220，433，300円
971，202，300円
485，380，400円
523，378，500円
1，253，882，200円
2，087，610，400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
計 6，534，258，700円

総入場人員 10，302名 （有料入場人員 8，699名）
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