
18001 6月29日 曇 良 （1福島2） 第1日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時10分 （芝・右）
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
1：46．2
1：45．6

良
良

89 ウインカーネリアン 牡2栗 54 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 474－ 21：49．5 1．9�
33 コロンドール 牡2栗 54 田辺 裕信栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 490－ 61：49．6� 5．4�
55 コスモインペリウム 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 482± 01：49．91� 7．4�
77 ゴールデンエポック 牡2栗 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 41：50．22 3．8�
44 ア ビ エ ル ト 牡2鹿 54 内田 博幸野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 466－ 81：50．41	 46．5�
78 ベルジルウェット 牝2黒鹿54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 468＋ 21：50．5� 127．9	
11 メ モ リ ア 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎岡田 繁幸氏 武市 康男 新ひだか 谷岡スタット 448＋ 61：50．71	 45．1

810 クラウンデフィート 牡2青 54

53 ☆木幡 巧也�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 486± 01：50．8� 112．6�
66 ショウナンマリオ 牡2黒鹿54 吉田 豊�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 462－ 6 〃 クビ 77．0
22 セイカタチバナ 牡2栗 54 津村 明秀久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 458＋ 41：51．01 61．3�
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売 得 金
単勝： 37，006，000円 複勝： 66，837，900円 枠連： 7，593，200円
馬連： 46，469，200円 馬単： 31，953，300円 ワイド： 36，448，500円
3連複： 63，532，000円 3連単： 134，857，700円 計： 424，697，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（3－8） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 370060 的中 � 160652（1番人気）
複勝票数 計 668379 的中 � 424506（1番人気）� 59009（3番人気）� 52088（4番人気）
枠連票数 計 75932 的中 （3－8） 11732（3番人気）
馬連票数 計 464692 的中 �� 74245（2番人気）
馬単票数 計 319533 的中 �� 35504（2番人気）
ワイド票数 計 364485 的中 �� 55980（2番人気）�� 44029（3番人気）�� 21253（6番人気）
3連複票数 計 635320 的中 ��� 81133（3番人気）
3連単票数 計1348577 的中 ��� 53145（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．4―12．9―12．5―12．0―12．0―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．2―49．1―1：01．6―1：13．6―1：25．6―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインカーネリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．9 東京2着

2017．4．16生 牡2栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 2戦1勝 賞金 7，800，000円

18002 6月29日 曇 稍重 （1福島2） 第1日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

牝；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

56 ブーケオブジュエル 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 480± 01：46．9 15．4�
11 ラブイスキア 牝3黒鹿54 丸山 元気吉田 和美氏 小西 一男 新冠 小泉 学 494± 01：47．11� 8．6�
33 アルジェンタータ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 418－ 61：47．41� 4．4�
45 フ ィ ナ ル タ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム 426± 01：47．82� 128．6�
710 シークザトゥルース 牝3栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 21：47．9� 8．0	
813 グランデエス 牝3鹿 54 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 474－ 61：48．0� 13．7

44 リンクスリン 牝3栗 54 �島 克駿目谷 一幸氏 高柳 大輔 浦河 高松牧場 454－ 41：48．31� 12．0�
69 オ ル オ ル 牝3栗 54 杉原 誠人 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン

テンファーム 390－121：48．51� 182．3�
711 ファイトフラッシュ 牝3黒鹿54 吉田 豊�天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 462－ 81：48．71 49．3
68 カフェオセロット 牝3芦 54 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 486＋ 61：48．8� 31．1�
22 パルスレート 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 452± 01：49．01� 2．0�
812 トーヨークィーン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：49．74 132．8�
57 ヤマニンマンダリン 牝3鹿 54 宮崎 北斗土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 454＋141：52．9大差 145．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，469，000円 複勝： 34，857，400円 枠連： 9，410，000円
馬連： 45，685，200円 馬単： 26，799，200円 ワイド： 35，194，100円
3連複： 63，735，100円 3連単： 87，954，900円 計： 330，104，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 450円 � 280円 � 180円 枠 連（1－5） 7，440円

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 15，710円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，010円 �� 780円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 74，750円

票 数

単勝票数 計 264690 的中 � 13733（7番人気）
複勝票数 計 348574 的中 � 16937（7番人気）� 31071（5番人気）� 62928（2番人気）
枠連票数 計 94100 的中 （1－5） 980（23番人気）
馬連票数 計 456852 的中 �� 5817（19番人気）
馬単票数 計 267992 的中 �� 1279（46番人気）
ワイド票数 計 351941 的中 �� 4974（20番人気）�� 9022（11番人気）�� 11837（8番人気）
3連複票数 計 637351 的中 ��� 5761（27番人気）
3連単票数 計 879549 的中 ��� 853（210番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．6―43．1―55．7―1：08．0―1：20．7―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブーケオブジュエル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mineshaft デビュー 2019．1．20 中山10着

2016．3．23生 牝3栗 母 ザッハーマイン 母母 Pulsatilla 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 パルスレート号の騎手野中悠太郎は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

ラブイスキア号の騎手丸山元気は，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：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンマンダリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月29日まで平

地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 トーヨークィーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29日まで平地競走に出走でき

ない。

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１日

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 7日第 3競走）
〔その他〕　　ラブエテルノ号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕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。



18003 6月29日 曇 良 （1福島2） 第1日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時15分 （芝・右）
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 フジマサディープ 牡3鹿 56 三浦 皇成藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 496－ 21：08．8 3．2�
36 ク ツ ワ ヒ メ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 426－ 81：09．33 146．3�
714� パリテソーロ 牝3黒鹿54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 米
A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

438＋ 21：09．51� 2．1�
12 トモジャナイト 牡3栗 56 	島 克駿吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B518＋101：09．6クビ 77．8�
713 レディオスカル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 440－101：09．7
 11．3�
612 ガビーズドリーム 牡3鹿 56 嶋田 純次長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 468± 01：09．91� 58．9	
510 デュアリティ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 494＋ 61：10．11 80．9


24 ウインドシャルム 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 428－101：10．2� 119．7�

815 ショウナンランジュ 牝3芦 54 吉田 豊国本 哲秀氏 奥村 武 登別 青藍牧場 442－ 21：10．41� 67．2�
816 フェアリースキップ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 412－ 81：10．5� 158．7
48 ダイユウブライアン 牡3栗 56 宮崎 北斗大友 靖岐氏 青木 孝文 浦河 今井 秀樹 B452－ 41：10．6
 66．2�
611 トミケンヴァール 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 松田牧場 410＋ 81：10．81� 359．9�
59 ロンギングエレン 牝3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 474－ 2 〃 クビ 8．8�
35 グッドショット �3黒鹿56 江田 照男下河邉行信氏 佐藤 吉勝 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 404＋ 81：12．410 315．3�
47 シ ン モ エ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也�藤原牧場 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 440－ 41：13．03
 332．9�
23 ベルウインド 牡3栗 56 戸崎 圭太子安 裕樹氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 490 ―1：13．42
 6．0�
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売 得 金
単勝： 34，417，400円 複勝： 40，180，400円 枠連： 13，687，400円
馬連： 57，308，600円 馬単： 30，361，400円 ワイド： 39，608，700円
3連複： 77，375，700円 3連単： 103，692，100円 計： 396，631，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 1，410円 � 110円 枠 連（1－3） 8，830円

馬 連 �� 16，620円 馬 単 �� 23，140円

ワ イ ド �� 3，630円 �� 200円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 8，100円 3 連 単 ��� 75，630円

票 数

単勝票数 計 344174 的中 � 84363（2番人気）
複勝票数 計 401804 的中 � 71196（2番人気）� 3583（12番人気）� 148189（1番人気）
枠連票数 計 136874 的中 （1－3） 1201（18番人気）
馬連票数 計 573086 的中 �� 2671（28番人気）
馬単票数 計 303614 的中 �� 984（45番人気）
ワイド票数 計 396087 的中 �� 2369（32番人気）�� 64813（1番人気）�� 2602（26番人気）
3連複票数 計 773757 的中 ��� 7156（18番人気）
3連単票数 計1036921 的中 ��� 994（180番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―11．5―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．3―44．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジマサディープ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．1．5 中山6着

2016．3．30生 牡3鹿 母 ノルブリンカ 母母 シ ー ズ ア ン 7戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドショット号・シンモエ号・ベルウインド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和

元年7月29日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ショウナンランジュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29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 タイセイチーフ号

18004 6月29日 曇 良 （1福島2） 第1日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時45分 （芝・右）
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

611 マイキューティー 牝3青鹿54 �島 克駿杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 452－ 21：48．7 66．7�
816� モントカイザー 	3黒鹿56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 466＋ 21：48．91
 9．6�
714 ストームリッパー 	3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 2．2�
48 ナスノコウラン 牡3鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B508＋ 61：49．43 34．6�
36 ショウナンランナー 牡3黒鹿56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 492＋ 4 〃 クビ 17．8�
12 ケイアイネイビー 牡3栗 56

54 △野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 21：49．5クビ 3．5	
23 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 4 〃 アタマ 20．4�
510 インポージング 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也 H.H．シェイク・ハムダン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480 ―1：49．92� 45．0�

24 マリノオードリー 牝3鹿 54 田中 勝春クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 458＋ 6 〃 ハナ 34．6�
35 マメールロア 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡 
キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 398＋101：50．0� 46．7�
47 エンジェルズライン 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434± 01：50．1クビ 231．9�
59 ココリアッピア 牝3黒鹿54 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 クビ 20．2�
612 ニ シ ノ モ エ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 408－ 21：50．52� 229．5�
11 コスモエスパーダ 牡3青 56 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 454－141：50．82 7．2�
713 ダ ー ジ ル 牡3鹿 56 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 長浜 忠 424＋ 21：51．97 478．3�
815 グランパルトネール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行鈴木 真氏 清水 英克 浦河 高岸 順一 446－ 41：52．0� 472．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，454，000円 複勝： 43，774，300円 枠連： 17，449，700円
馬連： 56，977，400円 馬単： 27，641，200円 ワイド： 46，509，600円
3連複： 80，370，300円 3連単： 101，004，100円 計： 405，180，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，670円 複 勝 � 910円 � 270円 � 140円 枠 連（6－8） 18，860円

馬 連 �� 17，870円 馬 単 �� 58，720円

ワ イ ド �� 6，210円 �� 2，390円 �� 390円

3 連 複 ��� 14，650円 3 連 単 ��� 225，310円

票 数

単勝票数 計 314540 的中 � 3770（12番人気）
複勝票数 計 437743 的中 � 9001（12番人気）� 38860（4番人気）� 108630（1番人気）
枠連票数 計 174497 的中 （6－8） 717（28番人気）
馬連票数 計 569774 的中 �� 2470（36番人気）
馬単票数 計 276412 的中 �� 353（100番人気）
ワイド票数 計 465096 的中 �� 1785（49番人気）�� 4735（26番人気）�� 34168（2番人気）
3連複票数 計 803703 的中 ��� 4112（44番人気）
3連単票数 計1010041 的中 ��� 325（530番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．0―48．4―1：00．9―1：12．8―1：24．8―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイキューティー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Majestic Light デビュー 2019．1．12 中山15着

2016．3．18生 牝3青鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ナスノコウラン号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔3走成績による出走制限〕 エンジェルズライン号・グランパルトネール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29日

まで平地競走に出走できない。



18005 6月29日 曇 良 （1福島2） 第1日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時35分 （芝・右）

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

59 エレナアヴァンティ 牝2鹿 54 内田 博幸加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：09．5 5．7�
816 アルムブラスト 牡2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500 ―1：09．81� 2．3�
24 テリオスヒメ 牝2鹿 54 戸崎 圭太鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 440 ― 〃 クビ 6．8�
612 アイルショウユー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 434 ―1：09．9� 46．5�
611 ナリノオルフェ 牡2鹿 54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 430 ―1：10．11� 9．1�
48 プ リ ン サ ン 牝2鹿 54 石橋 脩是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 430 ―1：10．63 18．2	
815 ババルダージュ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 384 ― 〃 アタマ 59．0�
12 ユ ニ テ ィ コ 牝2鹿 54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 浦河 バンブー牧場 450 ―1：10．81 48．9�
714 カップッチョ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 440 ―1：10．9� 21．3
23 ア ッ シ ュ 牡2栗 54 津村 明秀中村 智幸氏 田中 博康 浦河 山下 恭茂 432 ―1：11．21� 7．8�
510 プリティーハート 牝2栗 54

52 △野中悠太郎堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 402 ―1：11．62� 91．0�
35 プリズムストーン 牡2青鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 中田 浩美 476 ―1：12．55 126．4�
36 アラビアンルビー 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 406 ―1：12．71� 147．1�
11 ショウゲキノノロシ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 422 ― 〃 アタマ 110．1�
713 イエローハート 牡2栗 54 田中 勝春高橋 宏弥氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 456 ―1：12．8クビ 123．8�
47 ヴォレクィーン 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大坂田 行夫氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 436 ―1：13．65 193．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，575，400円 複勝： 42，036，700円 枠連： 18，529，100円
馬連： 59，162，500円 馬単： 31，010，000円 ワイド： 42，762，500円
3連複： 78，953，700円 3連単： 94，363，000円 計： 407，392，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 150円 � 120円 � 180円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 290円 �� 580円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 405754 的中 � 59899（2番人気）
複勝票数 計 420367 的中 � 64366（2番人気）� 112246（1番人気）� 51168（4番人気）
枠連票数 計 185291 的中 （5－8） 23290（2番人気）
馬連票数 計 591625 的中 �� 68461（1番人気）
馬単票数 計 310100 的中 �� 15584（3番人気）
ワイド票数 計 427625 的中 �� 40525（1番人気）�� 17278（6番人気）�� 29396（2番人気）
3連複票数 計 789537 的中 ��� 40418（1番人気）
3連単票数 計 943630 的中 ��� 10140（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．7―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレナアヴァンティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン 初出走

2017．4．28生 牝2鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォレクィーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月29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 シーブックカフェ号

18006 6月29日 曇 稍重 （1福島2） 第1日 第6競走 ��
��1，150�2歳新馬

発走13時05分 （ダート・右）
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
1：08．5

良
良

510 ヴァンドゥメール 牡2青鹿54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 472 ―1：09．8 2．1�
59 ニシノミンクス 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 458 ― 〃 クビ 18．9�
24 サザンレインボー 牡2栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 日高 スウィング

フィールド牧場 536 ―1：10．11� 6．5�
35 アイアムスゴスギル 牡2栗 54 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 480 ―1：11．37 14．2�
12 ワセダウォリアー 牡2黒鹿54 石橋 脩大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466 ―1：11．62 12．8	
611 スピーニディローザ 牝2栗 54 江田 照男矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 442 ―1：11．81� 14．3

816 コウユーユメヲノセ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 482 ―1：12．11� 5．7�
714 アルディビート 牡2栗 54

51 ▲小林 凌大坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 468 ― 〃 クビ 226．8�
48 アオイベクター 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹鈴木 照雄氏 小野 次郎 新ひだか 高橋 修 440 ―1：12．2� 77．3
36 オウサムミニスター 牡2黒鹿 54

52 △野中悠太郎古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 420 ―1：12．41	 28．6�
713 コスモサンゴ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 492 ―1：12．82 73．5�
47 リードザウイニング 牡2鹿 54 西田雄一郎杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 468 ― 〃 クビ 41．5�
612 カシノスペリオル 牡2鹿 54

51 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 448 ―1：13．43� 105．5�
23 エースヲネラエ 牝2黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 武田牧場 426 ―1：13．61	 103．5�
815 ルミナスナイト 牝2栗 54 
島 克駿岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 474 ―1：13．92 76．0�
11 タ チ 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 442 ―1：15．6大差 119．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，394，900円 複勝： 41，200，000円 枠連： 15，760，200円
馬連： 57，961，200円 馬単： 30，548，700円 ワイド： 41，965，000円
3連複： 77，529，100円 3連単： 91，067，900円 計： 395，427，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 320円 � 170円 枠 連（5－5） 1，640円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 590円 �� 310円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 11，290円

票 数

単勝票数 計 393949 的中 � 151816（1番人気）
複勝票数 計 412000 的中 � 122575（1番人気）� 22707（7番人気）� 57785（2番人気）
枠連票数 計 157602 的中 （5－5） 7405（7番人気）
馬連票数 計 579612 的中 �� 29861（3番人気）
馬単票数 計 305487 的中 �� 10075（7番人気）
ワイド票数 計 419650 的中 �� 17655（5番人気）�� 39039（1番人気）�� 7085（15番人気）
3連複票数 計 775291 的中 ��� 21038（7番人気）
3連単票数 計 910679 的中 ��� 5844（21番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．1―12．0―13．1―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．5―43．5―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンドゥメール �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 Chief Seattle 初出走

2017．4．23生 牡2青鹿 母 エビスオール 母母 Auction Cat 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月29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 アポロファントム号・タイセイブーティー号・ラブリーエンジェル号



18007 6月29日 曇 稍重 （1福島2） 第1日 第7競走 ��1，700�3歳未勝利
発走13時35分 （ダート・右）

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

67 エクリリストワール 牡3栗 56 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 524－ 61：46．7 1．6�
33 ラインコマンダー 牡3鹿 56 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 444－ 21：47．76 14．8�
811 トラインコンパス 牡3黒鹿56 津村 明秀�G1レーシング 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 21：48．23 10．3�
55 スマッシングハーツ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 81：48．41� 7．9�
11 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿56 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 484＋ 61：48．82� 6．3�
66 シゲルブドウセキ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 466± 01：49．01� 68．4	
78 シントーキング 牡3栗 56 柴田 大知中野 辰三氏 石毛 善彦 むかわ 上水牧場 510－ 61：49．2� 36．9

79 セイクリッドキング 牡3鹿 56 田辺 裕信 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 506－121：49．3� 8．0�
810 ノボリターン 牡3黒鹿56 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 474－101：50．15 78．8�
44 ステンカラージン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 526 ―1：50．2クビ 95．8
22 ヴェンセールシチー 牡3芦 56

54 △野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 434－ 61：50．41� 153．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，800，000円 複勝： 111，463，000円 枠連： 11，316，300円
馬連： 51，039，600円 馬単： 36，251，900円 ワイド： 38，168，200円
3連複： 67，861，900円 3連単： 145，440，800円 計： 496，341，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 190円 枠 連（3－6） 900円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 270円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 348000 的中 � 168798（1番人気）
複勝票数 計1114630 的中 � 820467（1番人気）� 32875（6番人気）� 49400（4番人気）
枠連票数 計 113163 的中 （3－6） 9680（5番人気）
馬連票数 計 510396 的中 �� 42250（5番人気）
馬単票数 計 362519 的中 �� 23886（5番人気）
ワイド票数 計 381682 的中 �� 25306（5番人気）�� 40908（2番人気）�� 8397（14番人気）
3連複票数 計 678619 的中 ��� 30446（8番人気）
3連単票数 計1454408 的中 ��� 21651（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．4―19．3―31．9―44．5―57．0―1：09．1―1：21．5―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクリリストワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 In The Wings デビュー 2018．9．30 中山2着

2016．4．10生 牡3栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 5戦1勝 賞金 12，400，000円
〔発走状況〕 ステンカラージン号は，枠入り不良。

シントーキング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シゲルブドウセキ号の騎手江田照男は，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。
〔3走成績による出走制限〕 ノボリターン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29日まで平地競走に出走できな

い。

18008 6月29日 曇 良 （1福島2） 第1日 第8競走 ��2，600�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳53�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
2：37．3
2：37．3

良
良

22 ファントムグレイ 牡6芦 57
56 ☆木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 434－ 22：40．5 71．8�

66 ロイヤルディクリー 牡4鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 528－10 〃 アタマ 25．3�

78 ブラッドストーン 牡3黒鹿53 吉田 豊加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 474＋ 22：40．6� 2．9�
89 チェサピークベイ 牡3芦 53 三浦 皇成吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 484－ 62：40．81 4．1�
810 エイプリルミスト 牝5芦 55 嶋田 純次 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：41．54 10．7�
77 ウインレーヴドール 牡4黒鹿57 柴田 大知	ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 62：41．6� 9．9

44 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474± 02：41．7� 3．8�
11 アルビオリクス 牡4鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 526＋102：42．33� 6．5�
33 タマモベルガモ 牡6栗 57 �島 克駿タマモ	 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B484± 02：42．93� 73．9
55 	 プロヴェルビオ 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大成富 直行氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 448± 02：44．8大差 273．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 34，449，000円 複勝： 45，953，300円 枠連： 13，969，900円
馬連： 64，558，300円 馬単： 30，763，900円 ワイド： 40，311，900円
3連複： 76，796，100円 3連単： 121，900，300円 計： 428，702，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，180円 複 勝 � 1，650円 � 740円 � 190円 枠 連（2－6） 20，620円

馬 連 �� 47，200円 馬 単 �� 72，100円

ワ イ ド �� 7，330円 �� 3，300円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 44，230円 3 連 単 ��� 401，710円

票 数

単勝票数 計 344490 的中 � 3838（8番人気）
複勝票数 計 459533 的中 � 6003（9番人気）� 14262（7番人気）� 83801（2番人気）
枠連票数 計 139699 的中 （2－6） 525（23番人気）
馬連票数 計 645583 的中 �� 1060（38番人気）
馬単票数 計 307639 的中 �� 320（73番人気）
ワイド票数 計 403119 的中 �� 1392（35番人気）�� 3127（24番人気）�� 7649（16番人気）
3連複票数 計 767961 的中 ��� 1302（71番人気）
3連単票数 計1219003 的中 ��� 220（449番人気）

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

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�
13．0―24．0―35．9―47．9―1：00．5―1：12．9―1：25．8―1：38．6―1：51．5―2：03．6―2：15．4―2：27．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．9
1
�
6，8，2＝3，7，9，4，5，10，1・（6，8）－2＝（7，9）3，4（10，1）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファントムグレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2015．9．13 中山5着

2013．4．5生 牡6芦 母 ブリッツフィナーレ 母母 ロンドンブリッジ 35戦1勝 賞金 25，994，000円
〔制裁〕 ロイヤルディクリー号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※ブラッドストーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18009 6月29日 曇 良 （1福島2） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

み な み そ う ま

南 相 馬 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

45 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 54 石橋 脩幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 458－ 21：48．3 3．1�
812 グロオルロージュ 牡3黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 2 〃 クビ 4．8�
22 マイネルザウバア 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：48．51� 4．9�
57 レッドイリーゼ 牝4青鹿55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 4．9�
11 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 462＋ 21：48．71� 23．8	
69 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿54 三浦 皇成中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 6 〃 クビ 8．8

711	 ラッキーアドバンス 牡5芦 57 武士沢友治柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 476－141：48．8クビ 33．4�
56 ショーヒデキラ 牡3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 458－14 〃 クビ 8．7�
44 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 444－ 21：48．9クビ 216．6
68 スターフィールド 
4黒鹿57 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B474－ 41：49．22 183．3�
33 	 ラベルヴィー 牡5青鹿57 山田 敬士今中 俊平氏 小桧山 悟 安平 ノーザンファーム 468－ 81：49．83� 191．4�
710	 レンベルガー 牡6青鹿57 木幡 巧也岡田 壮史氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 426－ 41：49．9� 231．7�
813 ビレッジキング 
4黒鹿57 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 B436－ 81：50．32� 110．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，299，700円 複勝： 63，859，000円 枠連： 20，540，900円
馬連： 97，855，900円 馬単： 43，365，400円 ワイド： 58，490，000円
3連複： 119，953，000円 3連単： 164，057，800円 計： 614，421，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 150円 枠 連（4－8） 1，060円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 390円 �� 360円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 462997 的中 � 116338（1番人気）
複勝票数 計 638590 的中 � 117189（2番人気）� 121315（1番人気）� 109785（3番人気）
枠連票数 計 205409 的中 （4－8） 15001（5番人気）
馬連票数 計 978559 的中 �� 72832（3番人気）
馬単票数 計 433654 的中 �� 17038（3番人気）
ワイド票数 計 584900 的中 �� 38399（4番人気）�� 41300（2番人気）�� 40506（3番人気）
3連複票数 計1199530 的中 ��� 56420（2番人気）
3連単票数 計1640578 的中 ��� 15432（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―35．0―47．2―1：00．0―1：12．2―1：24．1―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンケドミンゴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．20 東京4着

2016．4．6生 牡3鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 8戦2勝 賞金 21，308，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
※ヴァンケドミンゴ号・ショーヒデキラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18010 6月29日 小雨 稍重 （1福島2） 第1日 第10競走 ��1，150�
こおりやま

郡 山 特 別
発走15時10分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

612 レッドアネラ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 492＋ 21：07．4 2．0�
35 スナークライデン 牡5芦 57 三浦 皇成杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 482± 01：07．61� 19．0�
23 タマモサザンクロス 牡5黒鹿57 吉田 豊タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 474＋ 8 〃 ハナ 29．4�
510 コロニアルスタイル 牝5栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 460－ 21：07．7� 27．3�
815 アルマユディト 牝4黒鹿55 武士沢友治コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 476± 01：07．8クビ 229．2�
611 スマートアルタイル 牡4栗 57 石橋 脩大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 460－ 2 〃 クビ 6．8	
24 タイセイシュラーク 牡4黒鹿57 野中悠太郎田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 480± 01：08．22� 48．0

59 � シャワーブーケ 牝5栗 55 内田 博幸 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 488＋12 〃 ハナ 26．9�
47 メイショウキタグニ 牡4黒鹿57 柴田 大知松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 484＋ 61：08．4	 13．9�
714 フォーティプリンス 牡5栗 57 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 476＋ 21：08．5	 7．3
48 エンゲージリング 牝4芦 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 482－ 4 〃 アタマ 10．2�
713 グ ラ ス レ オ 牡4黒鹿57 木幡 巧也半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 41：08．6クビ 94．2�
11 � テキスタイルアート 
7青鹿57 田辺 裕信岡田 壮史氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 474＋ 21：09．02� 58．2�
816 メイショウアテン 牝5鹿 55 田中 勝春松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 476－ 2 〃 ハナ 76．1�
12 アサケパワー 牡5鹿 57 �島 克駿大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 518＋ 41：09．31	 10．5�

（15頭）
36 トブガゴトク 牡6芦 57 蛯名 正義松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 490－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 55，100，200円 複勝： 71，412，600円 枠連： 34，470，100円
馬連： 132，248，000円 馬単： 57，656，900円 ワイド： 86，075，300円
3連複： 176，500，200円 3連単： 221，646，000円 計： 835，109，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 400円 � 490円 枠 連（3－6） 1，400円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，130円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 10，110円 3 連 単 ��� 35，900円

票 数

単勝票数 差引計 551002（返還計 2100） 的中 � 211424（1番人気）
複勝票数 差引計 714126（返還計 3828） 的中 � 200259（1番人気）� 36869（7番人気）� 28586（8番人気）
枠連票数 差引計 344701（返還計 360） 的中 （3－6） 18994（6番人気）
馬連票数 差引計1322480（返還計 14735） 的中 �� 48788（6番人気）
馬単票数 差引計 576569（返還計 6195） 的中 �� 16252（8番人気）
ワイド票数 差引計 860753（返還計 10140） 的中 �� 23652（7番人気）�� 19792（9番人気）�� 5414（45番人気）
3連複票数 差引計1765002（返還計 32144） 的中 ��� 13089（30番人気）
3連単票数 差引計2216460（返還計 35824） 的中 ��� 4475（98番人気）

ハロンタイム 9．1―10．5―10．6―11．6―12．2―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．1―19．6―30．2―41．8―54．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F37．2
3 ・（12，9）（2，8）－3（4，15）（5，7）（13，16）－10，11，14－1 4 12，9（2，8）3（5，4，15）（10，7）13，16，11，14－1

勝馬の
紹 介

レッドアネラ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2018．4．29 東京2着

2015．3．3生 牝4鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 10戦3勝 賞金 39，671，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔競走除外〕 トブガゴトク号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 テキスタイルアート号は，枠内駐立不良〔突進〕。

メイショウキタグニ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ナムラムート号
（非抽選馬） 1頭 クリノレオノール号



18011 6月29日 小雨 良 （1福島2） 第1日 第11競走 ��
��1，200�テレビユー福島賞

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

テレビユー福島賞（1着）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

711� シャドウノエル 牝4黒鹿55 内田 博幸飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick
Barbe 466＋ 41：08．4 6．0�

813 メイショウカリン 牝5鹿 55 	島 克駿松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 482－101：08．5
 10．7�
812 ナンヨーアミーコ 牡6栗 57 石橋 脩中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 クビ 7．1�
68 モ ア ナ 牝5青鹿55 戸崎 圭太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 アタマ 3．1�
56 パーリオミノル 牝6鹿 55 三浦 皇成吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 61：08．6クビ 26．5�
11 ハーグリーブス 牡4芦 57 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 506－101：08．7
 8．1�
44 ブラッククローバー 牡7黒鹿57 野中悠太郎巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488± 0 〃 ハナ 41．8	
33 カネトシブレス 牝6鹿 55 菊沢 一樹兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 448＋ 2 〃 クビ 25．9

57 ショウナンアエラ 牡5黒鹿57 田辺 裕信国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B476－12 〃 ハナ 4．7�
45 トワイライトライフ 牝5鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－101：09．01� 15．9
22 イ オ ラ ニ �8黒鹿57 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 478－16 〃 ハナ 58．6�
69 クラウンルシフェル 牡8栗 57 木幡 巧也�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B484＋ 2 〃 クビ 90．2�
710 ゲンキチハヤブサ �7栗 57 柴田 大知荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 472－101：09．1� 128．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 89，678，500円 複勝： 113，948，300円 枠連： 54，697，900円
馬連： 273，866，100円 馬単： 105，104，700円 ワイド： 151，399，400円
3連複： 393，176，500円 3連単： 507，527，300円 計： 1，689，398，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 290円 � 210円 枠 連（7－8） 1，360円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 880円 �� 970円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 36，610円

票 数

単勝票数 計 896785 的中 � 118422（3番人気）
複勝票数 計1139483 的中 � 162229（3番人気）� 92038（5番人気）� 143777（4番人気）
枠連票数 計 546979 的中 （7－8） 31026（6番人気）
馬連票数 計2738661 的中 �� 59657（17番人気）
馬単票数 計1051047 的中 �� 11661（31番人気）
ワイド票数 計1513994 的中 �� 32107（15番人気）�� 44560（9番人気）�� 40100（12番人気）
3連複票数 計3931765 的中 ��� 48618（23番人気）
3連単票数 計5075273 的中 ��� 10049（138番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャドウノエル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Divine Light デビュー 2018．7．14 中京3着

2015．4．30生 牝4黒鹿 母 Magic Potion 母母 Magic Dawn 8戦4勝 賞金 51，101，000円

18012 6月29日 小雨 稍重 （1福島2） 第1日 第12競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
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
1：40．9

良
重

713 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿57 石橋 脩玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B510－ 41：45．8 5．2�
47 シ ー ル ー ト �4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 21：46．33 32．7�
58 ペイシャシキブ 牡3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 460－ 21：46．4� 11．1�
23 � コスモクウェンチ 牡5鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 71：46．5クビ 88．2�
11 フィルストバーン �3黒鹿54 丸山 元気�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B458－ 81：46．6� 6．4�
815� チェリートリトン 牡5芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 488－ 2 〃 ハナ 18．9	
35 ロードソリスト 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎 �ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 452－ 8 〃 アタマ 52．0

34 � デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲大塚 海渡諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B498－ 8 〃 ハナ 89．9�
59 � ブルーオラーリオ 牡5青鹿57 津村 明秀 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 466＋101：46．7クビ 79．8�
610 ロジギムレット 牡3鹿 54 	島 克駿久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454－ 61：46．91
 11．6
46 ゴールドパッション 牡4栗 57 戸崎 圭太居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 520＋101：47．22 3．9�
611 ファントムメナス 牡4黒鹿57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 日高 広富牧場 B520－ 61：47．52 60．1�
712 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿54 吉田 豊加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B470± 01：47．6
 5．1�
814 キングキャラット 牡3栗 54 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 514＋ 81：47．8� 13．2�
22 カーリングストーン 牡3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 464－ 81：47．9� 18．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 79，505，100円 複勝： 97，547，600円 枠連： 45，163，500円
馬連： 158，566，900円 馬単： 66，226，500円 ワイド： 116，720，700円
3連複： 240，768，500円 3連単： 290，325，900円 計： 1，094，824，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 880円 � 340円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 12，530円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 1，120円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 23，560円 3 連 単 ��� 124，470円

票 数

単勝票数 計 795051 的中 � 120899（3番人気）
複勝票数 計 975476 的中 � 151886（2番人気）� 24205（10番人気）� 72503（6番人気）
枠連票数 計 451635 的中 （4－7） 69829（1番人気）
馬連票数 計1585669 的中 �� 16558（32番人気）
馬単票数 計 662265 的中 �� 3961（55番人気）
ワイド票数 計1167207 的中 �� 12465（30番人気）�� 27652（10番人気）�� 6816（44番人気）
3連複票数 計2407685 的中 ��� 7664（80番人気）
3連単票数 計2903259 的中 ��� 1691（456番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．6―42．2―55．1―1：07．6―1：20．0―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ゲ ノ ブ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dixie Union デビュー 2017．12．3 中山5着

2015．5．5生 牡4黒鹿 母 メイショウアルペン 母母 アルペンローズ 11戦2勝 賞金 21，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オウケンスターダム号
（非抽選馬） 3頭 サンマルライバル号・トミケンエンデレア号・レヴァンテ号



（1福島2）第1日 6月29日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

186，220，000円
1，300，000円
20，070，000円
1，380，000円
20，530，000円
65，311，500円
4，264，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
549，149，200円
773，070，500円
262，588，200円
1，101，698，900円
517，683，100円
733，653，900円
1，516，552，100円
2，063，837，800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
計 7，518，233，700円

総入場人員 8，664名 （有料入場人員 6，953名）
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