
18049 7月13日 晴 稍重 （1福島2） 第5日 第1競走 ��1，200�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
1：08．5
1：07．8

良
良

33 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 442＋ 21：10．1 2．7�
77 コスモカッティーボ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 〃 ハナ 11．4�
66 ペリトモレノ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 454＋ 6 〃 クビ 112．9�
55 ブ ン ロ ー ト 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム 512－ 41：10．31� 1．8�
78 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 436＋ 21：10．4クビ 10．8�
22 シェーブルドール 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 462＋ 8 〃 ハナ 14．3	
44 ババルダージュ 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 388＋ 41：10．71� 42．0�
11 トーレスデルパイネ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 458＋ 21：11．12� 92．2�
89 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 412－101：12．8大差 217．4
810 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 424－ 21：14．410 251．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，131，600円 複勝： 80，248，300円 枠連： 9，883，400円
馬連： 42，644，200円 馬単： 28，541，500円 ワイド： 30，788，500円
3連複： 58，302，800円 3連単： 125，352，600円 計： 402，892，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 220円 � 600円 � 4，470円 枠 連（3－7） 760円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，800円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 23，300円 3 連 単 ��� 79，850円

票 数

単勝票数 計 271316 的中 � 81284（2番人気）
複勝票数 計 802483 的中 � 120204（2番人気）� 32708（4番人気）� 3914（7番人気）
枠連票数 計 98834 的中 （3－7） 10011（3番人気）
馬連票数 計 426442 的中 �� 22581（6番人気）
馬単票数 計 285415 的中 �� 10189（7番人気）
ワイド票数 計 307885 的中 �� 20723（5番人気）�� 2678（18番人気）�� 1441（21番人気）
3連複票数 計 583028 的中 ��� 1876（34番人気）
3連単票数 計1253526 的中 ��� 1138（133番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―10．9―11．6―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．2―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テリオスヒメ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2019．6．29 福島3着

2017．4．11生 牝2鹿 母 ドリーミングバード 母母 イ チ ノ ト リ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エースヲネラエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月13日まで平地競

走に出走できない。

18050 7月13日 晴 重 （1福島2） 第5日 第2競走 ��1，150�3歳未勝利
発走10時45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
1：06．9
1：06．9

良
良

59 マイネルナイペス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B462± 01：08．9 3．6�

48 ホシフルドヒョウ 牡3黒鹿56 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 488± 0 〃 クビ 2．8�
47 カシノブレンド �3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 440＋ 21：09．0� 20．2�
12 ヘニーオーザ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 534－ 41：09．1クビ 10．4�
611 アカンダナパワー 牝3鹿 54 丸山 元気聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 438± 0 〃 アタマ 26．6	
24 スコッチフラワー 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 470＋ 41：09．2� 17．5

510 ゼネラルヴィント 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 516± 01：09．51� 11．2�
714 シャインオンアテナ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム B410－ 41：09．71� 45．2�
612 グレートリープ 牡3黒鹿56 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 528－ 61：09．8� 38．9
23 ピュアヒカリ 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 440－ 81：10．01� 7．4�
815 ジェミニキング �3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 464＋ 4 〃 ハナ 29．6�
11 グレートデー 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B498－ 61：10．1� 34．8�
713 ロイヤルヨット 牡3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 81：10．52� 61．7�
816 ヘリオシース 牝3芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 422＋ 61：11．13� 65．9�
36 リネンアリス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 小倉 光博 412－ 2 〃 アタマ 121．7�
35 リネンビスケット 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子戸山 光男氏 加藤 和宏 浦河 中神牧場 444＋ 81：12．27 71．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，785，700円 複勝： 45，476，400円 枠連： 17，513，500円
馬連： 56，378，700円 馬単： 26，616，100円 ワイド： 48，838，200円
3連複： 86，382，000円 3連単： 91，567，600円 計： 399，558，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 140円 � 330円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，070円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 12，240円

票 数

単勝票数 計 267857 的中 � 58029（2番人気）
複勝票数 計 454764 的中 � 107981（1番人気）� 97723（2番人気）� 23272（6番人気）
枠連票数 計 175135 的中 （4－5） 34236（1番人気）
馬連票数 計 563787 的中 �� 66330（1番人気）
馬単票数 計 266161 的中 �� 13992（2番人気）
ワイド票数 計 488382 的中 �� 47962（1番人気）�� 10788（11番人気）�� 11032（10番人気）
3連複票数 計 863820 的中 ��� 20535（4番人気）
3連単票数 計 915676 的中 ��� 5420（15番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．1―11．8―12．4―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．4―43．2―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルナイペス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2018．6．30 福島4着

2016．3．9生 牡3鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 14戦1勝 賞金 16，500，000円
〔発走状況〕 ピュアヒカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピュアヒカリ号は，令和元年7月14日から令和元年8月4日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 リネンビスケット号・ロイヤルヨット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月13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５日



18051 7月13日 曇 稍重 （1福島2） 第5日 第3競走 ��
��2，600�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
2：37．3
2：37．3

良
良

711 ピエタフィリアーレ 牡3栗 56
54 △野中悠太郎佐伯 太朗氏 菊川 正達 新冠 長浜 秀昭 466－ 42：40．5 2．4�

22 シュブリーム 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B460－ 22：41．13� 18．1�
710 ア ス テ ィ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム B452－ 22：41．2� 4．4�
57 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 丸山 元気内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 512＋ 62：41．62� 5．7�
11 ブラザーサン 牡3栗 56 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 400－ 22：42．23� 84．6�
68 タイキウォレス 牡3芦 56 西田雄一郎	大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470＋ 22：42．41 8．5

45 コ ル ク 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B498＋ 62：42．82� 19．0�
813 メイショウジザイ 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 508± 02：43．01� 29．0�
56 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 476－ 42：43．21� 21．3

33 ショウチクバイ 牡3鹿 56 菅原 隆一	ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 484－ 22：43．52 18．8�
44 クライストチャーチ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 496－102：43．82 36．4�
69 エ ニ シ 牡3青鹿56 岩部 純二�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 464－ 62：44．65 221．2�
812 ジェイケイブラック 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 482± 02：44．91� 23．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，579，700円 複勝： 36，652，400円 枠連： 13，378，400円
馬連： 47，563，200円 馬単： 22，864，300円 ワイド： 37，587，400円
3連複： 70，577，400円 3連単： 82，328，900円 計： 336，531，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 320円 � 160円 枠 連（2－7） 1，390円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 950円 �� 300円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 17，750円

票 数

単勝票数 計 255797 的中 � 83393（1番人気）
複勝票数 計 366524 的中 � 81152（1番人気）� 22196（5番人気）� 63209（2番人気）
枠連票数 計 133784 的中 （2－7） 7449（7番人気）
馬連票数 計 475632 的中 �� 17320（6番人気）
馬単票数 計 228643 的中 �� 4789（12番人気）
ワイド票数 計 375874 的中 �� 9552（9番人気）�� 36083（1番人気）�� 6350（18番人気）
3連複票数 計 705774 的中 ��� 16201（6番人気）
3連単票数 計 823289 的中 ��� 3362（46番人気）

ハロンタイム 13．3―11．4―11．6―12．2―12．5―12．5―12．4―12．8―12．6―12．6―12．7―12．0―11．9

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�
13．3―24．7―36．3―48．5―1：01．0―1：13．5―1：25．9―1：38．7―1：51．3―2：03．9―2：16．6―2：28．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピエタフィリアーレ �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．2．17 東京14着

2016．4．25生 牡3栗 母 オ ペ ラ ア イ 母母 トウショウアイ 6戦1勝 賞金 8，100，000円

18052 7月13日 曇 重 （1福島2） 第5日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時45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
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 メ ン デ ィ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 488－ 41：47．1 3．5�
47 ラインジュピター 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B442－111：47．95 108．7�
610 ゴ ー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 496± 01：48．43 13．8�
11 チェスターコート 牡3栗 56 三浦 皇成吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 440＋ 41：48．61� 5．4�
611 ジャングリオン 牡3鹿 56 丸山 元気幅田 昌伸氏 西園 正都 平取 船越 伸也 482－ 21：48．7クビ 4．8�
814 トラインコンパス 牡3黒鹿56 内田 博幸�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± 0 〃 ハナ 12．8	
59 モリトシュン 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B476－ 21：49．12� 38．3

34 メイショウヒノクニ 牡3黒鹿56 田中 勝春松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 462－ 6 〃 クビ 172．4�
713 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 494＋ 21：49．2� 3．8�
46 ピカレスクスマイル 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 53．9
22 フリーズオプション 牡3鹿 56 江田 照男吉田 千津氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 448－ 81：49．3クビ 198．6�
712 ペイシャジョーダン 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 平取 二風谷ファーム 448－ 41：49．51� 37．0�
815 ローガンテソーロ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 広田牧場 504－ 81：49．81� 124．9�

35 ロンリーウェイ 牡3青鹿56 井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484＋ 61：49．9� 16．5�

23 ア キ セ ブ ン 牡3芦 56 武士沢友治石山 嘉七氏 小野 次郎 浦河 浦河小林牧場 528－ 41：50．53� 236．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，139，100円 複勝： 48，207，900円 枠連： 14，044，100円
馬連： 56，942，700円 馬単： 27，310，300円 ワイド： 47，487，100円
3連複： 82，055，100円 3連単： 100，065，000円 計： 406，251，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 2，260円 � 320円 枠 連（4－5） 4，520円

馬 連 �� 15，970円 馬 単 �� 23，460円

ワ イ ド �� 4，880円 �� 750円 �� 11，200円

3 連 複 ��� 43，430円 3 連 単 ��� 176，510円

票 数

単勝票数 計 301391 的中 � 67881（1番人気）
複勝票数 計 482079 的中 � 97922（2番人気）� 4184（12番人気）� 37148（6番人気）
枠連票数 計 140441 的中 （4－5） 2403（16番人気）
馬連票数 計 569427 的中 �� 2762（34番人気）
馬単票数 計 273103 的中 �� 873（61番人気）
ワイド票数 計 474871 的中 �� 2438（39番人気）�� 17236（9番人気）�� 1054（60番人気）
3連複票数 計 820551 的中 ��� 1417（97番人気）
3連単票数 計1000650 的中 ��� 411（441番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．9―44．0―57．0―1：09．0―1：21．6―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

メ ン デ ィ �
�
父 トランセンド �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．8．12 新潟14着

2016．4．25生 牡3鹿 母 メディテーション 母母 ロ ン ジ ェ 6戦1勝 賞金 10，800，000円
※ジャングリオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18053 7月13日 曇 良 （1福島2） 第5日 第5競走 ��1，800�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
1：46．2
1：45．6

良
良

714 ディアセオリー 牡2鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 478 ―1：50．6 2．8�

59 ココロノトウダイ 牡2鹿 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512 ―1：50．81 4．8�
611 マイネルラクスマン 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 472 ―1：50．9� 89．0�
713 キョウエイゴー 牡2黒鹿54 大野 拓弥田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 496 ―1：51．43 21．3�
12 サ ペ ラ ヴ ィ 牡2鹿 54 井上 敏樹伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 480 ―1：51．72 17．3�
510 カ ピ テ ル 牡2黒鹿54 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 476 ― 〃 クビ 134．8	
815 ドラゴンズバック 牡2鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 444 ―1：52．65 67．0

36 シアンフィデール 牡2鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496 ―1：52．7クビ 3．4�
48 リ ス ペ ク ト 牡2鹿 54 戸崎 圭太石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 448 ―1：52．91� 9．8�
23 セレナアンバー 牝2鹿 54 武士沢友治島川 利子氏 林 徹 千歳 社台ファーム 464 ―1：53．0� 123．3
11 ドラゴンウォリアー 牡2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 490 ―1：53．21 67．2�
47 ベアーズレター 牡2青鹿54 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 468 ―1：53．3� 80．2�
24 ウインルモンド 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�ウイン 水野 貴広 新ひだか 上野 正恵 460 ―1：53．51 56．6�
816 シュバリエサージュ 牡2青 54 田中 勝春酒井 喜生氏 小野 次郎 様似 富田 恭司 462 ―1：54．67 150．2�
612 ユウヒノプリンス 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 476 ―1：54．81� 220．8�
35 チェンタウロ 牡2栗 54

53 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 大典牧場 484 ―1：56．07 23．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，628，200円 複勝： 42，014，200円 枠連： 16，581，300円
馬連： 61，493，800円 馬単： 29，084，200円 ワイド： 43，095，200円
3連複： 77，913，200円 3連単： 92，138，100円 計： 404，948，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 190円 � 1，150円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，790円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 46，810円

票 数

単勝票数 計 426282 的中 � 122501（1番人気）
複勝票数 計 420142 的中 � 97599（1番人気）� 61106（3番人気）� 6331（12番人気）
枠連票数 計 165813 的中 （5－7） 19047（2番人気）
馬連票数 計 614938 的中 �� 45572（4番人気）
馬単票数 計 290842 的中 �� 12664（5番人気）
ワイド票数 計 430952 的中 �� 30793（3番人気）�� 2745（34番人気）�� 2909（32番人気）
3連複票数 計 779132 的中 ��� 3896（47番人気）
3連単票数 計 921381 的中 ��� 1427（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．4―51．0―1：03．2―1：15．1―1：26．9―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアセオリー �
�
父 サムライハート �

�
母父 ソウルオブザマター 初出走

2017．3．28生 牡2鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェンタウロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月13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 グローサーベア号・ドバウィビクトリー号・ワンモアエフォート号

18054 7月13日 曇 良 （1福島2） 第5日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05分 （芝・右）

牝；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

713 マジックキャッスル 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 424 ―1：10．3 1．8�
36 ミ コ ハ ー ン 牝2黒鹿54 津村 明秀古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 408 ―1：11．04 7．9�
714 テンジュイン 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 414 ― 〃 アタマ 31．9�
816 ス イ ヨ ウ ビ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗副島 義久氏 高市 圭二 新ひだか 元道牧場 446 ―1：11．1クビ 95．8�
24 ネ イ ジ ュ 牝2青鹿54 三浦 皇成島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 434 ― 〃 ハナ 7．7	
48 スカイティアラ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也 
YGGホースクラブ 田中 清隆 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416 ―1：11．42 104．1�

815 カ イ ア ワ セ 牝2栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 438 ―1：11．61� 26．0�
47 スノージュエリー 牝2芦 54

51 ▲藤田菜七子広尾レース
 根本 康広 青森 ワールドファーム 438 ―1：11．7� 9．5
12 クィーンアドバンス 牝2青 54 丸山 元気柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 452 ―1：12．12� 22．2�
23 ウ メ ノ ハ ナ 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎梅村 浩氏 小島 茂之 新ひだか 藤沢牧場 430 ―1：12．41� 51．9�
11 ミライチャン 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 桑原牧場 424 ―1：13．14 94．5�
612 レディトゥラン 牝2鹿 54 田中 勝春 
グランデオーナーズ 加藤 和宏 日高 天羽牧場 420 ― 〃 ハナ 89．0�
510 コイツバメカツコ 牝2鹿 54 内田 博幸大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 メイプルファーム 438 ―1：13．63 33．8�
611 ハーツデライト 牝2栗 54 嶋田 純次 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 444 ― 〃 クビ 288．1�
35 イズジョーボヌール 牝2黒鹿54 菅原 隆一泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 416 ―1：14．23� 374．7�
59 レイチェリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 454 ―1：14．52 13．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，405，000円 複勝： 54，462，900円 枠連： 17，757，200円
馬連： 65，228，400円 馬単： 32，561，000円 ワイド： 47，069，600円
3連複： 85，651，300円 3連単： 99，657，600円 計： 449，793，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 440円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 350円 �� 740円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 11，630円

票 数

単勝票数 計 474050 的中 � 215137（1番人気）
複勝票数 計 544629 的中 � 214868（1番人気）� 55763（3番人気）� 18567（8番人気）
枠連票数 計 177572 的中 （3－7） 17810（3番人気）
馬連票数 計 652284 的中 �� 56958（2番人気）
馬単票数 計 325610 的中 �� 21886（3番人気）
ワイド票数 計 470696 的中 �� 38046（2番人気）�� 15883（6番人気）�� 4820（28番人気）
3連複票数 計 856513 的中 ��� 15378（12番人気）
3連単票数 計 996576 的中 ��� 6210（20番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．4―12．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―23．8―35．2―47．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックキャッスル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2017．3．3生 牝2鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイチェリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月13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 チンクエテッレ号



18055 7月13日 晴 良 （1福島2） 第5日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時35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

48 ドリームインパクト 牡3鹿 56 内田 博幸 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 494 ―1：48．0 14．0�
510 ヤップヤップヤップ 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 442± 01：48．21 3．0�
35 コスモビックラコグ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 81：48．41� 8．4�
12 ネクストスクワッド 牡3栗 56 武士沢友治平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B432＋ 41：48．61� 284．4�
612 ショウナンハルラ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 414－ 2 〃 クビ 29．6	
24 リーピングリーズン 牝3青鹿54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 484＋ 41：48．7クビ 17．7


714 アイコニック 牝3鹿 54 三浦 皇成合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 444＋ 4 〃 クビ 5．5�
36 アドゥシール 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 上原 博之 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 446－ 4 〃 ハナ 128．7�

816 ブラックワンダー 牡3青鹿56 戸崎 圭太草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 448－ 8 〃 ハナ 12．9
23 ミ カ エ ラ 牝3黒鹿54 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 410－ 61：49．12� 225．5�
11 サクラトスカーナ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 41：49．52� 17．0�
713 ミラキュラスパワー 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 佐竹 学 442＋101：49．82 45．1�

611 ア ル フ ァ 牡3黒鹿 56
53 ▲山田 敬士新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上 悦夫 472－ 81：50．33 341．3�

59 チェインドレディー 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ブルースターズファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 41：51．04 45．0�
47 ラ ギ ッ ド 牡3鹿 56 丸山 元気落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 486＋ 81：51．1� 4．0�
815 ヴィーヴァステラ 牝3鹿 54 横山 典弘芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 448－10 〃 アタマ 69．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，653，700円 複勝： 54，986，200円 枠連： 18，093，500円
馬連： 68，089，100円 馬単： 28，857，400円 ワイド： 49，943，900円
3連複： 91，911，600円 3連単： 102，437，900円 計： 452，973，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 300円 � 130円 � 240円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 2，530円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，230円 3 連 単 ��� 44，180円

票 数

単勝票数 計 386537 的中 � 21963（6番人気）
複勝票数 計 549862 的中 � 37263（5番人気）� 150484（1番人気）� 51036（4番人気）
枠連票数 計 180935 的中 （4－5） 23257（2番人気）
馬連票数 計 680891 的中 �� 20936（10番人気）
馬単票数 計 288574 的中 �� 3612（23番人気）
ワイド票数 計 499439 的中 �� 11269（13番人気）�� 4769（29番人気）�� 29881（3番人気）
3連複票数 計 919116 的中 ��� 11052（18番人気）
3連単票数 計1024379 的中 ��� 1681（134番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―12．0―12．0―12．1―12．2―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．4―47．4―59．4―1：11．5―1：23．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shirocco 初出走

2016．1．27生 牡3鹿 母 タ ミ ー ン 母母 Najah 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 チェインドレディー号の騎手津村明秀は，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：7番・4番・

1番）
ラギッド号の騎手丸山元気は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

〔3走成績による出走制限〕 アルファ号・ヴィーヴァステラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月13日まで平地競
走に出走できない。

18056 7月13日 晴 稍重 （1福島2） 第5日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：43．1
1：40．9

不良
重

815 ロジシルキー 牝3黒鹿52 津村 明秀久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 550＋ 41：46．3 9．8�
611 パールデュー 牝3黒鹿52 丸山 元気吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 492－ 21：46．4� 3．9�
47 アドアステラ 牝3栗 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B442± 0 〃 ハナ 5．6�
46 ベルキューズ 牝3栗 52

51 ☆菊沢 一樹 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B482－ 81：46．72 2．7�
34 タイムリメンバード 牝3栗 52 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 468＋ 21：47．12� 69．1	
814 イベリスリーフ 牝3栗 52

49 ▲大塚 海渡 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 15．5

35 フジマサクイーン 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B448± 01：47．2クビ 42．2�
11 シャルロッテミノル 牝3鹿 52 内田 博幸吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 530＋ 2 〃 ハナ 34．6�
58 ミンネザング 牝5鹿 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478－18 〃 クビ 21．5
610� フレンドアリス 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450－ 81：47．3� 151．4�
712 ラインアストリア 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B486＋ 81：47．93� 35．1�
23 ベ ル ポ ー ト 牝3青鹿52 戸崎 圭太大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 444－ 21：48．0� 16．8�
59 ブルベアクワイ 牝4鹿 55 大野 拓弥 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462－ 21：48．21 38．3�
22 フ ク キ タ ル 牝4黒鹿55 吉田 豊佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム B468＋241：48．51� 17．8�
713� エマブルーム 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 434－ 41：53．6大差 186．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，130，000円 複勝： 48，222，100円 枠連： 22，196，900円
馬連： 73，046，700円 馬単： 31，159，200円 ワイド： 52，140，500円
3連複： 99，967，300円 3連単： 114，707，300円 計： 477，570，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 240円 � 160円 � 180円 枠 連（6－8） 1，330円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 840円 �� 750円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 25，030円

票 数

単勝票数 計 361300 的中 � 29331（4番人気）
複勝票数 計 482221 的中 � 45944（4番人気）� 84506（2番人気）� 72269（3番人気）
枠連票数 計 221969 的中 （6－8） 12927（6番人気）
馬連票数 計 730467 的中 �� 27219（5番人気）
馬単票数 計 311592 的中 �� 4426（15番人気）
ワイド票数 計 521405 的中 �� 15438（8番人気）�� 17464（5番人気）�� 29621（3番人気）
3連複票数 計 999673 的中 ��� 18076（10番人気）
3連単票数 計1147073 的中 ��� 3322（57番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．6―12．0―12．7―13．4―12．7―13．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．3―41．3―54．0―1：07．4―1：20．1―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F38．9
1
3
14－3（2，13）（5，11）1（4，15）－8，10，7－9，12＝6・（14，3）（13，11）15（2，5）（1，10）（4，8，9，12）7＝6

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

勝馬の
紹 介

ロジシルキー �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2018．10．28 京都3着

2016．2．26生 牝3黒鹿 母 ロジウエスト 母母 シルキークラフト 5戦2勝 賞金 15，600，000円
〔制裁〕 ロジシルキ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）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エマブルーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月13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 レーヌミラクル号



18057 7月13日 晴 良 （1福島2） 第5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，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
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

69 グロオルロージュ 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �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 444－ 81：48．4 2．7�

56 � ホウオウジャンプ 牡5鹿 57 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 506＋ 21：48．5� 11．9�
22 フィデリオグリーン 牡3鹿 54 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 494－ 4 〃 クビ 43．3�
11 マジックリアリズム 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 434＋ 21：48．6クビ 4．7�
44 ケ ル ベ ロ ス 牡6黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 442－ 6 〃 ハナ 84．3�
45 エターナルヴィテス 牡3鹿 54 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 468± 01：48．7� 36．1	
33 フィリアーノ 牡3芦 54 丸山 元気吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448－ 41：48．8� 6．5

813 エフティアテナ 牝4黒鹿55 藤田菜七子吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 アタマ 20．2�
711 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 444－ 41：48．9� 6．5
68 スーパーブレイク 牡5黒鹿57 大野 拓弥堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 468± 01：49．11� 26．5�
57 マードレヴォイス 牡3栗 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 456－ 21：49．63 10．1�
710 コスモターンブルー 牡4青 57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 41：50．02� 218．2�
812 トーセンクロノス 牡4鹿 57 西田雄一郎島川 �哉氏 松永 康利 新ひだか 片岡 博 438± 01：50．31� 32．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，480，300円 複勝： 66，549，700円 枠連： 22，177，900円
馬連： 103，353，300円 馬単： 43，896，300円 ワイド： 68，291，500円
3連複： 139，299，200円 3連単： 179，421，100円 計： 666，469，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 250円 � 970円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，630円 �� 6，040円

3 連 複 ��� 21，590円 3 連 単 ��� 72，710円

票 数

単勝票数 計 434803 的中 � 128397（1番人気）
複勝票数 計 665497 的中 � 160478（1番人気）� 66286（6番人気）� 12673（11番人気）
枠連票数 計 221779 的中 （5－6） 27987（1番人気）
馬連票数 計1033533 的中 �� 55920（5番人気）
馬単票数 計 438963 的中 �� 15628（7番人気）
ワイド票数 計 682915 的中 �� 34975（5番人気）�� 6449（27番人気）�� 2767（49番人気）
3連複票数 計1392992 的中 ��� 4837（64番人気）
3連単票数 計1794211 的中 ��� 1789（236番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―11．9―12．8―12．3―11．9―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．5―49．3―1：01．6―1：13．5―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グロオルロージュ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Panis デビュー 2018．12．15 中山3着

2016．3．14生 牡3黒鹿 母 アウトオブタイム 母母 Manettia 5戦2勝 賞金 24，425，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。

18058 7月13日 晴 良 （1福島2） 第5日 第10競走 ��
��2，600�

し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．7．14以降1．7．7まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

55 オセアグレイト 牡3鹿 53 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 484－ 42：40．2 1．8�
56 プラチナアッシュ �4黒鹿53 菊沢 一樹畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 462－102：40．52 22．0�
811 ステイブラビッシモ 牡6鹿 56 江田 照男草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 460＋ 22：40．71� 10．9�
22 タンタフエルサ 牡4鹿 55 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440＋ 22：40．91� 4．7�
11 プレシャスブルー 牡5鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438－ 62：41．53	 13．0�
812 シャリオヴァルト �6鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋122：41．82 26．0	
68 サトノヴィクトリー 牡5鹿 54 大野 拓弥里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B452－ 2 〃 クビ 31．3

79 マイネルクラフト 牡6黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 22：42．01	 7．5�
44 コスモジャーベ 牡6黒鹿55 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 480－ 42：42．42	 25．0
33 デアリングアイデア 牡5鹿 53 武士沢友治宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 458－14 〃 ハナ 264．8�
67 リュミエールドール 牝5鹿 51 藤田菜七子 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528± 02：42．82	 30．7�
710 ダイナミックアロー 牡6鹿 54 三津谷隼人小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 500－ 22：43．54 49．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，623，200円 複勝： 76，469，500円 枠連： 27，158，200円
馬連： 123，103，000円 馬単： 57，946，100円 ワイド： 74，534，500円
3連複： 166，912，500円 3連単： 250，337，200円 計： 831，084，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 560円 � 240円 枠 連（5－5） 2，760円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 880円 �� 400円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 23，620円

票 数

単勝票数 計 546232 的中 � 230510（1番人気）
複勝票数 計 764695 的中 � 287182（1番人気）� 21548（8番人気）� 63937（5番人気）
枠連票数 計 271582 的中 （5－5） 7624（10番人気）
馬連票数 計1231030 的中 �� 43389（7番人気）
馬単票数 計 579461 的中 �� 13303（11番人気）
ワイド票数 計 745345 的中 �� 21409（11番人気）�� 52530（3番人気）�� 5654（33番人気）
3連複票数 計1669125 的中 ��� 17975（26番人気）
3連単票数 計2503372 的中 ��� 7683（69番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．0―12．6―12．3―12．7―12．5―13．1―12．4―12．1―12．4―12．0―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�
12．9―24．1―36．1―48．7―1：01．0―1：13．7―1：26．2―1：39．3―1：51．7―2：03．8―2：16．2―2：28．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オセアグレイト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bahri デビュー 2019．1．20 中京7着

2016．5．29生 牡3鹿 母 ブルーダヌーブ 母母 Shinko Hermes 8戦3勝 賞金 36，790，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔制裁〕 マイネルクラフト号の調教師岩戸孝樹は，下見所で騎手騎乗合図後に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000円。



18059 7月13日 晴 稍重 （1福島2） 第5日 第11競走 ��
��1，150�やまびこステークス

発走15時45分 （ダート・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

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

33 ヒ ザ ク リ ゲ 牝4栗 55 横山 典弘手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 448＋101：07．2 3．4�
44 � アスタースウィング 牡5栗 57 三浦 皇成加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B520± 01：07．3	 7．0�
11 メイショウアリソン 牡5黒鹿57 木幡 巧也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496± 01：07．51	 16．9�
56 バーニングペスカ 牡4鹿 57 津村 明秀山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 468－141：07．6	 2．7�
57 � ハニージェイド 牝5黒鹿55 柴田 大知吉田 和子氏 
島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

480＋10 〃 アタマ 13．4�
22 サニーダンサー 牡4栗 57 江田 照男陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 472－ 6 〃 ハナ 31．3�
68 オーヴァーライト �4栗 57 丸山 元気 	サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 B478－281：07．7	 23．9

812 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 田中 勝春一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 448－ 41：07．91	 21．3�
813 タガノヴィッター 牡6鹿 57 吉田 豊八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 21：08．53	 64．6�
69 レ レ マ ー マ �7栗 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B522－141：08．71� 7．6�
710 フランシスコダイゴ 牡4鹿 57 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス 武市 康男 日高 タバタファーム 456－141：08．8	 83．8�
45 クリノリーソクツモ 牝7鹿 55 菊沢 一樹栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 454＋141：09．01� 171．2�
711 テ ン ク ウ 牡4黒鹿57 大野 拓弥井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 460± 01：09．32 34．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 81，258，600円 複勝： 100，131，600円 枠連： 51，814，800円
馬連： 257，939，200円 馬単： 102，034，200円 ワイド： 133，837，500円
3連複： 371，971，200円 3連単： 525，011，700円 計： 1，623，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 190円 � 330円 枠 連（3－4） 1，190円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 520円 �� 810円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 17，770円

票 数

単勝票数 計 812586 的中 � 189472（2番人気）
複勝票数 計1001316 的中 � 192853（2番人気）� 135519（3番人気）� 64097（6番人気）
枠連票数 計 518148 的中 （3－4） 33693（5番人気）
馬連票数 計2579392 的中 �� 151233（3番人気）
馬単票数 計1020342 的中 �� 36821（7番人気）
ワイド票数 計1338375 的中 �� 69150（4番人気）�� 42176（10番人気）�� 28302（14番人気）
3連複票数 計3719712 的中 ��� 59746（17番人気）
3連単票数 計5250117 的中 ��� 21415（49番人気）

ハロンタイム 9．6―10．4―10．8―11．6―12．2―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．0―30．8―42．4―54．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ザ ク リ ゲ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．13 中山4着

2015．4．1生 牝4栗 母 イ フ リ ー タ 母母 サンバデリオ 10戦4勝 賞金 52，494，000円
〔発走状況〕 テンクウ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻6分遅延。

18060 7月13日 晴 良 （1福島2） 第5日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿52 大野 拓弥 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 470＋141：09．1 13．1�
611 スティルネス 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 418－ 6 〃 ハナ 4．1�
713 コンピレーション �5黒鹿57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 15．2�
712 ミヤコローズ 牝3鹿 52

50 △野中悠太郎吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 414－ 41：09．2
 7．9�
814 バリンジャー �5栗 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 432－ 8 〃 ハナ 13．6	
47 パンドラフォンテン 牝5栗 55 吉田 豊吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 452－ 6 〃 クビ 26．2

58 � サウンドオブビット 牡6鹿 57

54 ▲山田 敬士馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 476－ 41：09．51
 35．1�
815� ムーンシュトラール 牡5鹿 57 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 490－ 61：09．6
 22．0�
610� スマイルプリティ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 470－ 8 〃 クビ 168．0
35 � サトノアルテミス 牝4黒鹿55 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 472－ 61：09．81� 25．2�
59 エピックスター �4鹿 57

54 ▲藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 444± 0 〃 ハナ 5．5�
46 クリスタルアワード 牝3青鹿52 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：10．33 17．4�
22 イランカラプテ 牝4栗 55 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 日高 坂東ファーム 424± 01：10．72
 270．1�
11  ヨークテソーロ 牝3鹿 52

49 ▲小林 凌大了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-

stock Limited 430－ 21：11．23 6．0�
34 クイーンズテイスト 牝3黒鹿52 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 アタマ 9．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，746，100円 複勝： 103，984，500円 枠連： 45，288，600円
馬連： 179，465，200円 馬単： 70，000，200円 ワイド： 133，413，900円
3連複： 299，581，600円 3連単： 329，891，600円 計： 1，239，371，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 380円 � 190円 � 320円 枠 連（2－6） 3，130円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 2，550円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 13，400円 3 連 単 ��� 74，640円

票 数

単勝票数 計 777461 的中 � 47426（6番人気）
複勝票数 計1039845 的中 � 63629（8番人気）� 172387（1番人気）� 79955（6番人気）
枠連票数 計 452886 的中 （2－6） 11180（18番人気）
馬連票数 計1794652 的中 �� 41861（10番人気）
馬単票数 計 700002 的中 �� 7153（27番人気）
ワイド票数 計1334139 的中 �� 23324（18番人気）�� 13229（37番人気）�� 28135（11番人気）
3連複票数 計2995816 的中 ��� 16756（46番人気）
3連単票数 計3298916 的中 ��� 3204（249番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ス ト ン ベ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．22 阪神6着

2016．4．21生 牝3青鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 4戦2勝 賞金 12，500，000円



（1福島2）第5日 7月13日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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
9，080，000円
19，690，000円
1，200，000円
20，530，000円
69，084，000円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
531，561，200円
757，405，700円
275，887，800円
1，135，247，500円
500，870，800円
767，027，800円
1，630，525，200円
2，092，916，600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 7，691，442，600円

総入場人員 10，080名 （有料入場人員 8，388名）
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