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18013 7月1日 晴 良 （30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
1：40．9

良
重

58 フジノシャイン 牝3鹿 54
52 △武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 470＋ 61：47．7 15．4�

47 ブリーズドゥース 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 502－ 91：48．23 28．9�
814 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 482＋ 41：48．3� 4．9�
712 イ ー リ ス 牝3栗 54 大野 拓弥�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 460－ 81：48．4クビ 22．4�
34 パ チ ュ リ ー 牝3鹿 54 戸崎 圭太�レッドマジック金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 436－ 6 〃 ハナ 4．8	
59 アンダンテバイオ 牝3黒鹿 54

52 △川又 賢治バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 442－ 4 〃 ハナ 13．5

23 イディナローク 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 千津氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 448－ 21：48．5� 4．0�
610 トーアカグヤヒメ 牝3鹿 54 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454± 01：48．6クビ 92．9�
11 カシマフウリン 牝3栗 54 田辺 裕信松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 474＋ 21：48．92 8．2
46 スノービスケット 牝3鹿 54 嘉藤 貴行吉川 朋宏氏 竹内 正洋 日高 スマイルファーム B462－ 21：50．28 102．5�
815 ジェイケイバスター 牝3鹿 54 内田 博幸小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 444－ 21：51．58 5．7�
22 チクタクボンボン 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也�ミルファーム 大江原 哲 浦河 バンブー牧場 484＋ 41：51．71� 84．5�
713 キタサンモデル 牝3鹿 54 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 456＋ 41：52．12� 45．0�
611 コーラルブーケ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 436＋181：53．69 65．7�
35 ポ ン エ ペ レ 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 484 ―1：59．6大差 136．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，410，600円 複勝： 40，009，500円 枠連： 16，563，600円
馬連： 54，303，300円 馬単： 25，982，300円 ワイド： 36，418，600円
3連複： 77，232，300円 3連単： 91，125，900円 計： 364，046，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 430円 � 790円 � 190円 枠 連（4－5） 8，930円

馬 連 �� 22，850円 馬 単 �� 46，610円

ワ イ ド �� 5，850円 �� 1，420円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 43，420円 3 連 単 ��� 373，250円

票 数

単勝票数 計 224106 的中 � 11590（7番人気）
複勝票数 計 400095 的中 � 22382（6番人気）� 11043（9番人気）� 69120（2番人気）
枠連票数 計 165636 的中 （4－5） 1437（21番人気）
馬連票数 計 543033 的中 �� 1841（38番人気）
馬単票数 計 259823 的中 �� 418（82番人気）
ワイド票数 計 364186 的中 �� 1577（43番人気）�� 6751（19番人気）�� 2895（29番人気）
3連複票数 計 772323 的中 ��� 1334（98番人気）
3連単票数 計 911259 的中 ��� 177（704番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．2―12．7―13．2―12．7―12．9―13．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．2―42．9―56．1―1：08．8―1：21．7―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フジノシャイン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2017．7．16 福島12着

2015．3．19生 牝3鹿 母 クレーターズロード 母母 エジンバラシチー 7戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ペイシャデザイヤー号の騎手山田敬士は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・9

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コーラルブーケ号・ポンエペレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1日

まで平地競走に出走できない。

18014 7月1日 晴 良 （30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

510 ブルーハワイアン 牝3栗 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 448± 01：08．9 4．3�
24 トーアクリスティー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 390＋ 21：10．07 162．2�
612 ミントグリーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ミルファーム 田中 博康 浦河 栄進牧場 438＋141：10．1クビ 6．3�
11 ウインサジェス 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 448＋12 〃 クビ 28．3�
48 メジャードリーム 牝3鹿 54 北村 宏司田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 488＋ 21：10．31� 3．9	
714 ラ ラ マ �3黒鹿56 丸田 恭介古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 466－ 81：10．51� 9．9

12 ブラウンシュシュ 牝3栗 54 江田 照男キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 カナイシスタッド B422＋141：10．6	 8．5�
35 ポワンセティ 牝3鹿 54 松山 弘平落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 442－ 41：10．7	 43．5�
713 グローリアスダイナ 牝3鹿 54 大野 拓弥日下部勝德氏 小野 次郎 新ひだか 木田 晶範 490＋181：10．91	 98．0
36 ペイシャアコ 牝3栗 54 伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 日高 浜本 幸雄 464＋ 81：11．0	 216．0�
815 マイネルニュース 牡3栗 56 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 482＋ 41：11．21 14．0�
23 ビスタペルフェッタ 牡3鹿 56 内田 博幸今中 俊平氏 黒岩 陽一 日高 森永牧場 B470＋ 6 〃 ハナ 7．7�
47 フラワーパターン 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B416＋30 〃 ハナ 26．6�

816 ピースフルメモリー 牝3鹿 54
52 △藤田菜七子北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 420－ 21：12．37 32．4�

59 ロマンレガシ 牡3芦 56 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 B462－ 81：12．83 70．1�
611 ボナマティーナ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也程田 真司氏 竹内 正洋 新冠 松浦牧場 446－121：13．01� 30．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，332，300円 複勝： 34，607，500円 枠連： 15，281，100円
馬連： 53，610，800円 馬単： 24，530，900円 ワイド： 36，204，400円
3連複： 75，251，000円 3連単： 84，037，700円 計： 347，855，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 3，860円 � 220円 枠 連（2－5） 1，820円

馬 連 �� 52，260円 馬 単 �� 78，620円

ワ イ ド �� 10，860円 �� 680円 �� 12，130円

3 連 複 ��� 86，960円 3 連 単 ��� 641，340円

票 数

単勝票数 計 243323 的中 � 44768（2番人気）
複勝票数 計 346075 的中 � 62784（1番人気）� 1667（15番人気）� 45027（3番人気）
枠連票数 計 152811 的中 （2－5） 6474（8番人気）
馬連票数 計 536108 的中 �� 795（77番人気）
馬単票数 計 245309 的中 �� 234（133番人気）
ワイド票数 計 362044 的中 �� 828（77番人気）�� 14744（4番人気）�� 741（80番人気）
3連複票数 計 752510 的中 ��� 649（194番人気）
3連単票数 計 840377 的中 ��� 95（1258番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．2―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．2―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーハワイアン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．21 中山5着

2015．3．8生 牝3栗 母 ココナッツパルム 母母 ココパシオン 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボナマティーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1日まで平地競

走に出走できない。
ピースフルメモリー号・ロマンレガシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

9月1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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 グッドジュエリー号・デルマコニャック号・トミケンセーグラ号・ニシノシノブ号・ハガキノハナ号・モシモ号

第２回 福島競馬 第２日



18015 7月1日 晴 良 （30福島2）第2日 第3競走 ��1，700�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 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
1：40．9

良
重

59 タイセイカレッジ 牡3芦 56 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 426－ 21：48．3 5．5�
713 バトルフガクオウ 牡3鹿 56 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 474＋ 21：48．4� 3．2�
47 ショウナンマボロシ 牡3鹿 56

54 △川又 賢治国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 458＋ 21：48．82� 35．9�
46 サトノプレスト 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B478＋ 21：48．9� 3．9�
34 ヤマニンフォルツァ 牡3栗 56 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 528－ 4 〃 クビ 19．7�
712 マイネルラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 540 ―1：49．11� 33．5	
11 ワンダースラガン 牡3青鹿56 内田 博幸山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 504－ 61：49．52� 28．6

23 スマートリゲル 牡3栗 56 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 浦河 杵臼牧場 482－ 21：49．81� 72．3�
815 ミッキーアトアニ 牡3栗 56 松山 弘平野田みづき氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 482± 01：50．01� 30．1�
611 キングオブヘヴン �3栗 56 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 456－ 41：50．31� 5．8
35 サルーバアスール 牝3鹿 54

52 △武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 492＋121：50．61� 11．6�
58 ロトヴィンテージ 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 482－ 21：51．23� 25．6�
610 オ ー ラ フ ォ 牡3芦 56 宮崎 北斗平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 510＋ 41：51．62� 227．7�
814 クラウンロンシャン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也�クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 B460－ 21：52．02� 78．3�
22 アウトバウンド 牡3鹿 56 丸田 恭介岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際セントラルスタッド 498－ 41：57．0大差 152．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，366，200円 複勝： 39，518，800円 枠連： 15，249，500円
馬連： 57，362，500円 馬単： 26，581，600円 ワイド： 39，119，300円
3連複： 78，807，800円 3連単： 92，811，500円 計： 374，817，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 150円 � 660円 枠 連（5－7） 780円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，440円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 13，440円 3 連 単 ��� 61，330円

票 数

単勝票数 計 253662 的中 � 36789（3番人気）
複勝票数 計 395188 的中 � 66217（3番人気）� 80174（1番人気）� 10819（10番人気）
枠連票数 計 152495 的中 （5－7） 15111（3番人気）
馬連票数 計 573625 的中 �� 36234（5番人気）
馬単票数 計 265816 的中 �� 7354（10番人気）
ワイド票数 計 391193 的中 �� 23846（5番人気）�� 3931（29番人気）�� 3515（33番人気）
3連複票数 計 788078 的中 ��� 4397（44番人気）
3連単票数 計 928115 的中 ��� 1097（199番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―29．9―42．9―56．5―1：09．6―1：22．4―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイカレッジ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Macho Uno デビュー 2017．11．4 福島6着

2015．1．31生 牡3芦 母 フロントタック 母母 マーキーアトラクション 9戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アウトバウンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1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 シャイニードラード号

18016 7月1日 晴 良 （30福島2）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40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

33 ウインインスパイア 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 466± 02：59．6 2．2�
11 リュクサンブール �7鹿 60 浜野谷憲尚村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480＋ 63：00．45 17．4�
610 ヴァルコイネン 牡7芦 60 小野寺祐太吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 472－ 23：00．61� 22．6�
712 キズナエンドレス 牝7鹿 58 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 486＋ 23：01．13 40．4�
22 スリージェット 牡5栗 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 83：01．2クビ 12．5�
814 レッドカイラス �4栗 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 B468＋ 23：02．26 5．0	
57 マスカレードシチー �4青鹿60 原田 和真 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 478－ 43：02．52 3．6

69 � タイセイエナジー 牡6栗 60 金子 光希田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B472－ 23：03．56 28．5�
34 イソノヴィグラス 牡5栗 60 田村 太雅岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 480＋ 83：05．110 85．5�
58 � マリノパシフィカス 牝4黒鹿58 山本 康志矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 424＋103：05．41	 43．8
711 アスタキサンチン 牝6栗 58 小坂 忠士三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B468＋ 83：05．93 61．9�
46 � ガクチカキッズ 牡4黒鹿60 大江原 圭菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 468＋153：06．0	 61．7�
813 ソウラセブン 牝3青鹿56 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 432＋ 23：09．1大差 187．2�
45 � ベリーグレート 牝4鹿 58 江田 勇亮栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 420± 03：10．16 138．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，477，100円 複勝： 22，458，400円 枠連： 13，542，100円
馬連： 41，354，000円 馬単： 23，961，300円 ワイド： 27，353，100円
3連複： 63，156，500円 3連単： 94，149，900円 計： 306，452，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 290円 � 330円 枠 連（1－3） 1，930円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 780円 �� 700円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 30，870円

票 数

単勝票数 計 204771 的中 � 74433（1番人気）
複勝票数 計 224584 的中 � 66685（1番人気）� 16176（5番人気）� 13659（6番人気）
枠連票数 計 135421 的中 （1－3） 5428（7番人気）
馬連票数 計 413540 的中 �� 17289（5番人気）
馬単票数 計 239613 的中 �� 6069（9番人気）
ワイド票数 計 273531 的中 �� 9191（8番人気）�� 10348（5番人気）�� 2219（31番人気）
3連複票数 計 631565 的中 ��� 5872（23番人気）
3連単票数 計 941499 的中 ��� 2211（80番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．7－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」
1
�
1（2，3）（12，11）（14，8）（6，9）7（10，4）＝5－13
1－3－（2，14）12－（10，11）（7，9）＝8－（4，6）＝5－13

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

勝馬の
紹 介

ウインインスパイア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．5 東京7着

2011．4．5生 牡7黒鹿 母 ハギノオマージュ 母母 ソーシャルスタンス 障害：7戦1勝 賞金 14，880，000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。
（非抽選馬） 3頭 シークレットパス号・フレンドリトル号・ヤマニンマンドール号



18017 7月1日 晴 良 （30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
1：45．6

良
良

58 ミッキーブラック 牡2鹿 54 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470 ―1：50．1 4．3�
34 アトミックフォース 牡2鹿 54

52 △武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 454 ―1：50．2� 14．3�
712 ロジャーズクライ 牡2黒鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 3．4�
47 シティーオブスター 牡2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 472 ―1：50．94 4．8�
713 ドラゴンエナジー 牡2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ

ネツ牧場 460 ― 〃 クビ 34．2�
11 ラスヴェート 牡2黒鹿54 内田 博幸	ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476 ―1：51．22 5．2

46 アウティミアー 牝2栗 54 津村 明秀吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 410 ―1：51．4� 26．0�
611 テイエムバリバリ 牡2黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 448 ―1：52．25 74．5�
610 トーラスジェミニ 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460 ―1：52．3� 195．2
814 コスモアニモーソ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―1：52．51� 125．9�
22 トルベルボヌール 牡2鹿 54 石川裕紀人田中 義明氏 田中 博康 新ひだか 筒井 征文 498 ― 〃 ハナ 39．7�
815 ケイツーダラー 牡2青鹿 54

52 △川又 賢治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 460 ―1：52．81� 132．7�
59 スカイイーグル 牡2鹿 54 田中 勝春小島 俊治氏 的場 均 浦河 辻 牧場 450 ―1：53．01 163．3�
35 モンタルジー 牡2鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 466 ―1：53．1� 19．5�
23 ラ ペ ー シ ュ 牝2栗 54

52 △藤田菜七子福原 晃氏 星野 忍 新冠 武田牧場 408 ―1：55．8大差 67．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，883，100円 複勝： 45，835，200円 枠連： 17，203，300円
馬連： 61，306，900円 馬単： 30，226，100円 ワイド： 38，488，500円
3連複： 80，265，900円 3連単： 98，328，900円 計： 410，537，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 270円 � 130円 枠 連（3－5） 1，660円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 670円 �� 330円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 17，440円

票 数

単勝票数 計 388831 的中 � 74335（2番人気）
複勝票数 計 458352 的中 � 81334（2番人気）� 31758（5番人気）� 109755（1番人気）
枠連票数 計 172033 的中 （3－5） 7996（9番人気）
馬連票数 計 613069 的中 �� 18421（8番人気）
馬単票数 計 302261 的中 �� 5243（15番人気）
ワイド票数 計 384885 的中 �� 14010（7番人気）�� 32162（2番人気）�� 12103（9番人気）
3連複票数 計 802659 的中 ��� 22358（6番人気）
3連単票数 計 983289 的中 ��� 4087（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．4―1：03．0―1：14．9―1：26．6―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Lizard Island 初出走

2016．3．18生 牡2鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラペーシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1日まで平地競走に

出走できない。

18018 7月1日 晴 良 （30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

815 ガ イ セ ン 牡2鹿 54 田辺 裕信中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小河 豊水 412 ―1：10．1 19．3�
46 スカイズザリミット 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 438 ―1：10．31� 16．1�
47 セイカハルカゼ 牝2鹿 54

52 △武藤 雅久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 436 ―1：10．83 77．4�
610 キアレッツァ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 422 ― 〃 クビ 8．6�
11 コスモエスパーダ 牡2青 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 442 ― 〃 ハナ 25．8�
35 エ ム チ ャ ン 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士林 啓二氏 小桧山 悟 新冠 イワミ牧場 408 ―1：10．9クビ 44．4	
22 トーセンバーボン 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 
哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 462 ―1：11．0� 57．1�
611 グランデメッシ 牡2黒鹿54 津村 明秀 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 平取 高橋 啓 490 ―1：11．21� 2．7
713 シゲルガーネット 牝2鹿 54 田中 勝春森中 蕃氏 的場 均 新冠 中央牧場 402 ―1：11．73 219．0�
58 セイウンカイザー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 454 ―1：11．8� 4．5�
34 アポロノワキザシ 牝2栗 54 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 天羽 禮治 472 ―1：12．65 4．2�
814 ゴーアブロード 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 492 ―1：13．02� 58．9�
59 センノマラカス 牡2芦 54 武士沢友治浅野 正敏氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 442 ―1：13．42� 171．0�
712 ショパンラブ 牝2黒鹿54 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442 ―1：14．46 130．2�
23 ネイチャーワンダー 牡2黒鹿 54

52 △藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 日高 旭 牧場 456 ―1：21．7大差 59．1�
（エーブニューゲート）

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，011，900円 複勝： 43，307，900円 枠連： 19，272，000円
馬連： 60，331，500円 馬単： 31，331，800円 ワイド： 38，454，500円
3連複： 75，762，000円 3連単： 98，149，100円 計： 406，620，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 390円 � 360円 � 1，770円 枠 連（4－8） 5，230円

馬 連 �� 10，990円 馬 単 �� 25，430円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 11，330円 �� 6，770円

3 連 複 ��� 160，960円 3 連 単 ��� 671，300円

票 数

単勝票数 計 400119 的中 � 17526（6番人気）
複勝票数 計 433079 的中 � 30696（6番人気）� 33699（5番人気）� 5719（12番人気）
枠連票数 計 192720 的中 （4－8） 2855（14番人気）
馬連票数 計 603315 的中 �� 4254（29番人気）
馬単票数 計 313318 的中 �� 924（58番人気）
ワイド票数 計 384545 的中 �� 3694（26番人気）�� 869（65番人気）�� 1461（49番人気）
3連複票数 計 757620 的中 ��� 353（218番人気）
3連単票数 計 981491 的中 ��� 106（956番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ イ セ ン �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2016．3．16生 牡2鹿 母 シルバーインゴット 母母 Christabelle 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショパンラブ号・ネイチャーワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

8月1日まで平地競走に出走できない。



18019 7月1日 晴 良 （30福島2）第2日 第7競走 ��
��1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

24 ソーラーフレア 牡3鹿 56 田辺 裕信ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋121：48．0 3．0�

12 スールマカロン 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 アタマ 4．8�
714 ロイヤルオペラ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 81：48．1� 28．3�
47 ドクターデューン 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 460－ 41：48．2� 2．6�
612 アオイリョウマ 牡3鹿 56 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444＋ 61：48．3� 11．6�
35 エンドゾーンダンス 牡3栗 56 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 41：48．72� 190．1	
816 ハ イ タ イ ド 牡3鹿 56 大野 拓弥 
カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 462＋ 2 〃 ハナ 49．1�
611 オークレール 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 420＋12 〃 アタマ 21．6�
815 マリノエクスプレス 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 430－ 2 〃 ハナ 15．5
23 レ ガ 牝3栗 54 北村 宏司榊原 浩一氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：48．8クビ 77．4�
36 シンボリトレイル 牝3鹿 54 松山 弘平シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 前川 正美 392＋ 21：49．11� 180．2�
48 フ ル コ ス ト 牡3青鹿56 的場 勇人福田 光博氏 的場 均 新ひだか 及川 幸夫 424－ 41：49．2� 164．5�
11 カレンアネーロ 牡3鹿 56 丸田 恭介鈴木 隆司氏 小笠 倫弘 日高 高柳 隆男 430＋101：49．51� 109．0�
713 マーレグリーン 牝3栗 54 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 446＋ 21：49．82 30．2�
59 ブラウンファシール 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 多田 善弘 450± 01：50．75 159．4�
510 ハーモトーム 牡3鹿 56 江田 照男ディアレストクラブ
 小笠 倫弘 青森 石田 英機 492＋ 61：52．310 252．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，635，100円 複勝： 45，440，100円 枠連： 20，853，000円
馬連： 77，780，300円 馬単： 35，106，200円 ワイド： 49，501，000円
3連複： 100，909，300円 3連単： 134，331，600円 計： 499，556，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 410円 枠 連（1－2） 730円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，240円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 356351 的中 � 94820（2番人気）
複勝票数 計 454401 的中 � 96447（1番人気）� 86503（3番人気）� 19951（7番人気）
枠連票数 計 208530 的中 （1－2） 21967（3番人気）
馬連票数 計 777803 的中 �� 84362（3番人気）
馬単票数 計 351062 的中 �� 19916（4番人気）
ワイド票数 計 495010 的中 �� 48205（2番人気）�� 9501（15番人気）�� 6624（20番人気）
3連複票数 計1009093 的中 ��� 16774（13番人気）
3連単票数 計1343316 的中 ��� 5932（40番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．2―12．4―12．6―12．1―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．3―47．5―59．9―1：12．5―1：24．6―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5
1
3
7，9（3，14）（5，15）（2，8，11）（13，12，16）（4，6）－1－10・（7，9）（14，15）（5，16）（3，2）（11，12）（13，8）4，1，6，10

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

勝馬の
紹 介

ソーラーフレア �
�
父 Shamardal �

�
母父 Doyen デビュー 2017．12．9 中山4着

2015．3．6生 牡3鹿 母 コズミックフレイム 母母 The World 6戦1勝 賞金 10，900，000円
〔調教再審査〕 ハーモトーム号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーモトーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1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 ヒルノコルドバ号

18020 7月1日 晴 良 （30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）
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
1：40．9

良
重

814 フロリアヌス 牡3鹿 54
52 △武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 452－ 41：46．2 5．5�

815 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B490± 01：46．41� 3．2�

713 マイネルネッツ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 赤石 久夫 486＋ 61：46．61� 6．8�

47 アークカンパネラ 牡3青鹿54 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B476＋ 21：46．7	 10．7�
11 ゲンパチマサムネ 牡4鹿 57 田辺 裕信平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 516＋ 4 〃 アタマ 4．5	
34 オウケンスターダム 牡4鹿 57 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 480－ 2 〃 ハナ 8．1

58 データヴァリュー 牡4鹿 57 西田雄一郎 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 470－ 61：47．33
 51．1�
23 テンノサクラコ 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 464± 01：47．4	 64．1�
22 � ダッシングブルー 牡6黒鹿57 伴 啓太 �YGGホースクラブ 蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B520＋ 21：47．82
 50．0
59 コットンパール 牝5鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 470＋221：48．11	 241．3�
610� バーンザブリッジ 牡4鹿 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 532＋101：48．52
 190．9�
35 � クラシカルチュチュ 牝5青鹿55 宮崎 北斗鈴木 史郎氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム B458＋ 21：48．6
 238．9�
611 ボ ー シ エ ル 牡5黒鹿 57

55 △藤田菜七子 �社台レースホース林 徹 安平 追分ファーム B510－ 61：50．19 10．0�
712 パルフェット 牡4鹿 57 大野 拓弥�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 534＋161：57．9大差 145．5�

（14頭）
46 � タニセンジュピター 牡4鹿 57 蛯名 正義染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 454－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，873，700円 複勝： 50，552，000円 枠連： 24，450，700円
馬連： 81，808，600円 馬単： 37，558，600円 ワイド： 50，863，600円
3連複： 103，096，100円 3連単： 132，352，800円 計： 516，556，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 130円 � 180円 枠 連（8－8） 780円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 380円 �� 610円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 差引計 358737（返還計 3647） 的中 � 52045（3番人気）
複勝票数 差引計 505520（返還計 5746） 的中 � 70759（3番人気）� 117327（1番人気）� 66445（4番人気）
枠連票数 差引計 244507（返還計 588） 的中 （8－8） 24170（3番人気）
馬連票数 差引計 818086（返還計 20347） 的中 �� 79865（2番人気）
馬単票数 差引計 375586（返還計 10183） 的中 �� 14630（5番人気）
ワイド票数 差引計 508636（返還計 18946） 的中 �� 35778（2番人気）�� 19996（7番人気）�� 33622（3番人気）
3連複票数 差引計1030961（返還計 58039） 的中 ��� 49703（3番人気）
3連単票数 差引計1323528（返還計 70800） 的中 ��� 10133（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―29．9―42．6―55．8―1：08．5―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．7
1
3
13，14（5，11）4，9（2，3，8）15，10，7，1－12・（13，14）（11，15）4（5，8，7）（2，1）9（3，10）＝12

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

勝馬の
紹 介

フロリアヌス �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．9 福島5着

2015．2．3生 牡3鹿 母 マルカフローリアン 母母 セトフローリアンⅡ 11戦2勝 賞金 19，440，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 タニセンジュピター号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パルフェット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1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） 3頭 グラスブルース号・サンペドロ号・スズカプリティー号



18021 7月1日 晴 良 （30福島2）第2日 第9競走 ��
��2，000�

み な み そ う ま

南 相 馬 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

南相馬市長賞（1着）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

55 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 石橋 脩曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 536± 01：59．8 10．2�
33 マイネルズイーガー 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 22：00．11� 3．0�
77 ワタシヲマッテル 牝3栗 52 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 458＋162：00．42 9．0�
66 タイプムーン 牝3黒鹿52 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 456－ 2 〃 ハナ 20．7�
11 アーザムブルー 牡4黒鹿57 武藤 雅 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470＋402：00．61 6．9	
44 シャイントレイル 牝4芦 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442± 02：00．81	 6．8

89 マイネルベレーロ 牡4栗 57 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 482－122：00．9� 94．4�
88 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B478－102：01．0
 2．7�
22 �� ビジューブランシュ 牝4芦 55 武士沢友治広尾レース� 伊藤 正徳 米 Dapple

Bloodstock 474＋202：01．42
 119．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 41，741，600円 複勝： 41，806，400円 枠連： 16，111，400円
馬連： 87，891，100円 馬単： 46，242，400円 ワイド： 45，342，300円
3連複： 98，971，600円 3連単： 198，795，700円 計： 576，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 230円 � 140円 � 200円 枠 連（3－5） 1，540円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 510円 �� 790円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 20，780円

票 数

単勝票数 計 417416 的中 � 32497（6番人気）
複勝票数 計 418064 的中 � 40632（6番人気）� 95000（2番人気）� 49854（3番人気）
枠連票数 計 161114 的中 （3－5） 8101（8番人気）
馬連票数 計 878911 的中 �� 41946（9番人気）
馬単票数 計 462424 的中 �� 8727（20番人気）
ワイド票数 計 453423 的中 �� 22309（8番人気）�� 13825（14番人気）�� 35684（2番人気）
3連複票数 計 989716 的中 ��� 23262（14番人気）
3連単票数 計1987957 的中 ��� 6935（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．2―48．7―1：01．4―1：13．6―1：24．9―1：36．4―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジユウダイ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．11．19 東京3着

2014．1．25生 牡4鹿 母 トゥザハピネス 母母 トゥザヴィクトリー 18戦2勝 賞金 29，716，000円

18022 7月1日 晴 良 （30福島2）第2日 第10競走 ��
��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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

44 トーホウハニー 牝6鹿 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 446－ 21：08．4 16．3�
69 カイザーメランジェ 牡3鹿 54 武藤 雅友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 456－ 8 〃 クビ 7．0�
68 カネトシブレス 牝5鹿 55 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 436－ 21：08．82 4．1�
711� コパノディール 牝5黒鹿55 藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 430± 0 〃 アタマ 9．4�
57 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 462＋ 81：09．01	 196．6�
22 オトコギマサムネ 
7鹿 57 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B488－ 2 〃 ハナ 33．9	
33 ミエノドリーマー 牡5栗 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B456＋ 2 〃 クビ 7．7

813 ダイワプロパー 牝6栗 55 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 500＋18 〃 ハナ 49．2�
710 キョウエイスコール 牡5栗 57 柴田 大知田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 492－ 61：09．42� 174．1�
11 � エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 490－ 61：09．71� 24．1
45 ブ ロ ワ 牝5黒鹿55 津村 明秀�ミルファーム 田中 博康 浦河 ミルファーム 484＋ 8 〃 同着 14．8�
812 アドマイヤスカイ 牡6青鹿57 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 454－ 41：09．91	 11．4�
56 トウカイパシオン 牝3青 52 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 462＋301：10．54 3．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，927，300円 複勝： 57，033，400円 枠連： 30，660，500円
馬連： 128，501，200円 馬単： 56，517，000円 ワイド： 68，895，800円
3連複： 163，015，900円 3連単： 223，421，500円 計： 777，972，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 360円 � 230円 � 160円 枠 連（4－6） 1，110円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 13，180円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，160円 �� 670円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 61，750円

票 数

単勝票数 計 499273 的中 � 24475（8番人気）
複勝票数 計 570334 的中 � 33895（7番人気）� 62658（3番人気）� 112831（1番人気）
枠連票数 計 306605 的中 （4－6） 21359（4番人気）
馬連票数 計1285012 的中 �� 18805（22番人気）
馬単票数 計 565170 的中 �� 3215（53番人気）
ワイド票数 計 688958 的中 �� 12849（18番人気）�� 15084（12番人気）�� 27334（5番人気）
3連複票数 計1630159 的中 ��� 17661（23番人気）
3連単票数 計2234215 的中 ��� 2623（223番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．5―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウハニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Meadowlake デビュー 2014．8．3 新潟1着

2012．3．27生 牝6鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number 27戦3勝 賞金 59，613，000円

２レース目



18023 7月1日 晴 良 （30福島2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第67回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，29．7．1以降30．6．24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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

22 メイショウテッコン 牡3青鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 B482－ 61：46．1 4．1�
56 フィエールマン 牡3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－101：46．2� 2．5�
57 キボウノダイチ 牡3黒鹿53 戸崎 圭太三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 490－101：46．3� 22．7�
44 マイハートビート 牡3鹿 54 石川裕紀人三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：46．51	 89．5�
68 エイムアンドエンド 牡3鹿 53 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 18．8�
45 ケイティクレバー 牡3鹿 56 小林 徹弥瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 444＋ 41：46．71� 19．2	
11 ロードアクシス 牡3黒鹿54 酒井 学 
ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 448－ 61：46．8クビ 20．5�
69 マルターズルーメン 牝3栗 49 武藤 雅藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 412＋ 8 〃 クビ 294．8�
813 グレンガリー 牡3鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：46．9クビ 16．5
33 キューグレーダー 牡3栗 53 田辺 裕信 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：47．0� 8．1�
710 イ ェ ッ ツ ト 牡3鹿 54 蛯名 正義近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 476＋ 61：47．1� 5．0�
711 シセイヒテン 牡3青 52 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 444± 0 〃 クビ 69．2�
812 ロードライト 牝3青鹿51 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 426＋161：48．69 145．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 250，656，300円 複勝： 278，771，900円 枠連： 103，230，800円 馬連： 720，107，400円 馬単： 293，169，700円
ワイド： 341，533，200円 3連複： 1，062，783，900円 3連単： 1，691，973，400円 5重勝： 371，467，800円 計： 5，113，694，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 130円 � 440円 枠 連（2－5） 680円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，400円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 21，500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����� 3，059，140円

票 数

単勝票数 計2506563 的中 � 486687（2番人気）
複勝票数 計2787719 的中 � 409566（3番人気）� 704015（1番人気）� 113744（9番人気）
枠連票数 計1032308 的中 （2－5） 116336（2番人気）
馬連票数 計7201074 的中 �� 668049（2番人気）
馬単票数 計2931697 的中 �� 132556（4番人気）
ワイド票数 計3415332 的中 �� 238538（2番人気）�� 59648（20番人気）�� 60859（19番人気）
3連複票数 計10627839 的中 ��� 147274（19番人気）
3連単票数 計16919734 的中 ��� 57049（56番人気）
5重勝票数 差引計3714678（返還計2217812） 的中 ����� 85

ハロンタイム 12．2―10．4―11．6―12．1―12．4―12．3―11．9―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．6―34．2―46．3―58．7―1：11．0―1：22．9―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテッコン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2017．9．3 小倉1着

2015．4．17生 牡3青鹿 母 エーシンベロシティ 母母 Vermont Girl 7戦4勝 賞金 80，324，000円

18024 7月1日 晴 良 （30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

11 エンゲージリング 牝3芦 52 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 476＋141：08．4 6．1�
612 ウサギノダンス 牡3黒鹿54 柴田 大知桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 466－ 41：08．71� 11．4�
714� フレンチイデアル 牡5鹿 57 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 502－ 21：08．8� 4．8�
47 ハイデンガールズ 牝5栗 55 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 462＋ 21：09．01 88．6�
510 アイアムキャツアイ 牝4黒鹿55 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 440－ 21：09．1� 3．9	
713 アースヴィグラス 牝4鹿 55 横山 典弘松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 460＋ 41：09．2� 9．2

816 サ マ ニ ー 	5青鹿 57

55 △武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B472－ 4 〃 クビ 26．7�
815 ウォルプタス 牝4青鹿55 丸田 恭介本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 448＋ 61：09．3� 131．4�
23 � シャイニングカフェ 牡6黒鹿57 内田 博幸西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 522－ 21：09．4� 15．8
12 ア ー ガ マ 牝4鹿 55

53 △藤田菜七子外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446± 01：09．82� 102．3�
48 メガポリゴン 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 536＋ 2 〃 ハナ 4．8�
59 カネトシユキミ 牝4黒鹿55 石川裕紀人兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 396± 01：10．0� 321．4�
36 � ケイツーマルク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 厚真 阿部 栄乃進 B488－101：10．63� 277．6�
35 ゴ ム マ リ 牝3黒鹿52 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 456＋ 21：10．7� 13．3�
611� ビットエポナ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士礒川 正明氏 松永 康利 新ひだか タガミファーム 426－121：11．97 420．2�
24 シンデレラマキ 牝3鹿 52 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 浦河 絵笛牧場 436＋ 21：12．96 71．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，175，800円 複勝： 120，435，300円 枠連： 52，472，000円
馬連： 226，840，700円 馬単： 89，236，000円 ワイド： 137，585，000円
3連複： 292，523，300円 3連単： 417，892，100円 計： 1，432，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 330円 � 190円 枠 連（1－6） 4，570円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 750円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 36，270円

票 数

単勝票数 計 951758 的中 � 123550（4番人気）
複勝票数 計1204353 的中 � 139796（4番人気）� 83231（6番人気）� 187443（2番人気）
枠連票数 計 524720 的中 （1－6） 8891（20番人気）
馬連票数 計2268407 的中 �� 44004（17番人気）
馬単票数 計 892360 的中 �� 9970（30番人気）
ワイド票数 計1375850 的中 �� 27982（15番人気）�� 48211（6番人気）�� 34272（12番人気）
3連複票数 計2925233 的中 ��� 34440（21番人気）
3連単票数 計4178921 的中 ��� 8351（120番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．3―11．8―12．3―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．8―43．6―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 ・（1，8）（10，12）（2，5，14）－（9，16）（7，11）3，15，4－（6，13） 4 1（8，10，12）（2，14）－16（7，5）9（3，15）11（4，13）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エンゲージリング �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．2．25 中山2着

2015．4．25生 牝3芦 母 プロポーズギフト 母母 ボートルサンテ 4戦2勝 賞金 15，620，000円
〔その他〕 シンデレラマキ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。
※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 スカイソング号・ネオビッグバン号

５レース目



（30福島2）第2日 7月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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
2，570，000円
17，600，000円
1，470，000円
27，180，000円
67，904，000円
5，481，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
680，491，000円
819，776，400円
344，890，000円
1，651，198，300円
720，443，900円
909，759，300円
2，271，775，600円
3，357，370，100円
371，467，800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 11，127，172，400円

総入場人員 15，689名 （有料入場人員 ）
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