
１６０６１ ７月２日 雨 重 （１８福島２）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

１：０８．８
１：０７．８

良

良

１１ �� マイネヴェロナ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ４６４－ ４１：１２．７ １．４�

３３ � リ ラ 牝２栗 ５４
５２ △吉田 隼人 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４１８± ０１：１２．９１� ２０．７�

７７ � ア ラ バ マ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�タイヘイ牧場 国枝 栄 青森 タイヘイ牧場 ４２４＋ ２ 〃 クビ ２．９�
２２ �� コスモファルバラン 牡２鹿 ５４ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 秋山 雅一 三石 坂本牧場 ４４８＋ ２１：１３．４３ ９．９�
５５ クウェストルージュ 牡２栗 ５４ 池田 鉄平�サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ９６．３�
４４ �� ユキノマーヴェラス 牝２栗 ５４ 増沢由貴子井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 赤石 久夫 ４３４＋ ２１：１３．６１	 ３７．２	
６６ � トウキュウフェロー 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 
桁牧場 ４４０± ０１：１４．０２	 １６１．４�
８８ �� ド ク 牡２芦 ５４

５１ ▲佐藤 聖也奈村 睦弘氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ４２６± ０１：１４．４２	 １５４．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： １５，９５３，４００円 複勝： １２，１８７，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６３，３８５，２００円 馬単： ９０，４３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０８７，９００円

３連複： ７３，７６５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２７０，８１５，９００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １９０円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９５３４ 的中 � ９０４８１（１番人気）
複勝票数 計 １２１８７６ 的中 � ４３４８６（１番人気）� ８６４２（４番人気）� ３７３６６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６３３８５２ 的中 �� ３６８６３（４番人気）
馬単票数 計 ９０４３６７ 的中 �� ４１０１６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０８７９ 的中 �� ８６６９（５番人気）�� ５８８９８（１番人気）�� ８８８２（４番人気）
３連複票数 計 ７３７６５１ 的中 ��� １１６３６６（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．６―１２．２―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．７―３５．３―４７．５―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ ・（３，７）（１，２，４）－（５，８）－６ ４ ・（３，７）（１，２，４）５，８－６

勝馬の
紹 介

�
�
マイネヴェロナ 

�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Red Ransom デビュー ２００６．６．１８ 福島２着

２００４．４．４生 牝２青鹿 母 ダイワジュリエット 母母 ドリーシスター ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 トウキュウフェロー号の騎手江田照男は，騎乗停止のため大野拓弥に変更。



１６０６２ ７月２日 雨 不良 （１８福島２）第６日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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
１：４１．９

良

重

８１４ スプリングダイアン 牝３鹿 ５４
５２ △吉田 隼人加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 堀 弘康 ４３４± ０１：４８．１ ７．１�

７１２� ラズベリータイム 牝３青鹿５４ 北村 宏司サウスニア� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ２．０�
３５ エビスハルカ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝加藤友三郎氏 佐々木亜良 浦河 恵比寿牧場 ５４８＋ ２１：４８．２� ７．０�
２２ リンガスパートナー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山科 統氏 境 征勝 静内 藤川フアーム ４８４± ０１：４８．９４ ７．４�
３４ � ジョースマイル 牝３黒鹿５４ 中舘 英二上田けい子氏 田村 康仁 様似 様似堀牧場 ４６４ ―１：４９．２１� ５．９�
５８ リアルリアル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥大原 詔宏氏 嶋田 潤 静内 田中 裕之 ４４４－１８１：４９．４１� ２０７．７�
４７ � ウィンディータイム 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥	ターフ・スポート杉浦 宏昭 門別 谷川畜産 ４８４－ ２１：４９．５� ５７．６

６１０� ヨシノフローラ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康吉野 文雄氏 矢野 進 白老 白老大須賀
牧場 ４２０－ ６１：４９．８１� ４１１．７�

２３ ラフィントレイル 牝３芦 ５４ 吉田 豊吉田 和子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：５０．０１� １０．２�
７１３� トーセンブリリアン 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮島川 哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５０＋１０１：５０．１� ５０．１�
１１ スズシャンゼリゼ 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 門別 浜本牧場 ３９８＋ ６１：５０．８４ ３３０．３�
５９ � フレッシュチェリー 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎大原 詔宏氏 谷原 義明 静内 田中 裕之 ４２０＋ ４１：５１．４３� １１５．９�
６１１� プリンセスザナドゥ 牝３栗 ５４ 川島 信二	ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 成隆牧場 ４２６－１８１：５１．８２� １０９．９�
４６ � ミ ヌ ワ ノ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠阿部 幸暉氏 大和田 稔 静内 カタオカステーブル ４１４ ―１：５１．９� ２９４．９�
８１５� ナゲットアローン 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹竹本いずみ氏 中川 公成 門別 広中 稔 ４２８＋１６１：５２．１１� ４２５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８１２，３００円 複勝： ２１，８３２，９００円 枠連： ２４，６３２，５００円

普通馬連： ７６，６９０，７００円 馬単： ７９，４０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５６５，５００円

３連複： ９５，５２９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３３６，４６８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（７－８） ６６０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ５９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８１２３ 的中 � １９９３８（４番人気）
複勝票数 計 ２１８３２９ 的中 � ３０７５６（２番人気）� ７３４８３（１番人気）� ２５９９８（４番人気）
枠連票数 計 ２４６３２５ 的中 （７－８） ２７７０５（３番人気）
普通馬連票数 計 ７６６９０７ 的中 �� ８４４２６（１番人気）
馬単票数 計 ７９４０４６ 的中 �� ３１７９３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５６５５ 的中 �� １８６４６（２番人気）�� ７８１２（８番人気）�� １７５９６（３番人気）
３連複票数 計 ９５５２９６ 的中 ��� ５７１２２（１番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．３―１１．８―１２．８―１３．２―１３．０―１３．０―１２．７―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．５―３０．３―４３．１―５６．３―１：０９．３―１：２２．３―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングダイアン �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００６．２．１２ 東京４着

２００３．３．１０生 牝３鹿 母 ハマミビート 母母 ヒダカセツシヨン ５戦１勝 賞金 ８，１５０，０００円
〔騎手変更〕 リアルリアル号の騎手江田照男は，騎乗停止のため大庭和弥に変更。
〔発走状況〕 スプリングダイアン号は，枠入り不良。
〔３走成績による出走制限〕 スズシャンゼリゼ号は，平成１８年８月２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ガイアレインボー号



１６０６３ ７月２日 雨 重 （１８福島２）第６日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１２ オリオンザトール 牡３鹿 ５６
５３ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 早来 �橋本牧場 ５１２± ０１：１１．６ ６．４�

８１６� ローレルハンバーバ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲大野 拓弥 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４７０＋ ２１：１１．９１� ４．０�

７１３ アルファジュリア 牝３芦 ５４ 赤木高太郎�貴悦 西塚 安夫 三石 澤田 嘉隆 ４１２＋ ２１：１２．２２ １３．７�
２３ � サークルチェンジ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 手塚 貴久 三石 片山 修 ４８０± ０ 〃 クビ ８．２�
６１１� ライフブリーズ 牝３鹿 ５４ 大西 直宏岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４２６± ０１：１２．４１� ２０．８	
６１２�� レイトレーサー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム ５３６ ― 〃 ハナ ３８．１

７１４ ステイトゲスト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４４２＋ ２ 〃 クビ ２８．６�
４８ � キングオブパンサー 牡３青 ５６ 中舘 英二浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 久保牧場 ４４０－ ６１：１２．６１� ２．９�
８１５ オディッシー 牡３黒鹿５６ 小林 久晃�ターフ・スポート清水 英克 浦河 大北牧場 ４７０－ ４１：１２．８１� １４７．０
３６ � シーワンダフル 牡３青鹿 ５６

５４ △吉田 隼人藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４３４－ ４ 〃 アタマ １０．７�
２４ クワントミアモーレ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎永野千枝子氏 大江原 哲 静内 矢野牧場 ４４８＋１２１：１２．９	 ２６．８�
４７ ジェムシリカ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４５４－１４１：１３．３２	 ２３．７�
３５ � エプソムメガミ 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４７４＋ ６１：１３．４クビ ２３３．４�
１１ シャコーバニラ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳グレイドレーシング組合 矢野 照正 門別 白井牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １００．８�
５１０� ピースリング 牝３芦 ５４ 小林 淳一吉村 敏治氏 柴田 政人 静内 藤沢牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ３４１．８�
５９ �� エプソムリキシオー 牡３栗 ５６ 石神 深一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 藤沢牧場 ４９４－ ６１：１４．４６ ４４４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２１５，２００円 複勝： ２３，２７０，７００円 枠連： ３６，８８１，２００円

普通馬連： １００，４４２，５００円 馬単： ９０，４７９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６３０，８００円

３連複： １１８，３０４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４１２，２２４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（１－８） ２，１５０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� １，１８０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２１５２ 的中 � ２２６１１（３番人気）
複勝票数 計 ２３２７０７ 的中 � ３０５０２（３番人気）� ４０３３３（２番人気）� １６９８２（６番人気）
枠連票数 計 ３６８８１２ 的中 （１－８） １２７０５（８番人気）
普通馬連票数 計１００４４２５ 的中 �� ４５０４２（７番人気）
馬単票数 計 ９０４７９１ 的中 �� １８２０３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６３０８ 的中 �� １０２１７（５番人気）�� ５０３０（１７番人気）�� ６４９３（１１番人気）
３連複票数 計１１８３０４８ 的中 ��� １５１８８（１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．３―１２．０―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３４．８―４６．８―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンザトール �
�
父 レオンプライド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．７．３１ 新潟１１着

２００３．３．３０生 牡３鹿 母 マルゼンブリッジ 母母 マルゼンソロン ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔騎手変更〕 シャコーバニラ号の騎手江田照男は，騎乗停止のため菊沢隆徳に変更。
〔制裁〕 キングオブパンサー号の調教師沢峰次は，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。
〔３走成績による出走制限〕 エプソムメガミ号・シャコーバニラ号は，平成１８年８月２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ケンブリッジウィン号・ダンストップレディ号・ヒカルラフィーネ号・ブライティアシーズ号・ベルモントクリーム号・

リネンミラクル号
（非抽選馬） １頭 ニューカーレッジ号



１６０６４ ７月２日 小雨 不良 （１８福島２）第６日 第４競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

２４ � オーセンティック 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 静内 及川 麻吉 ５２４＋ ８１：０９．０ ４．４�

５１０ オリオンザクロノス 牡３鹿 ５６
５３ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ５３４± ０１：０９．３２ ２．５�

７１４�� レアルグローリー 牡３鹿
５６
５３ ▲大野 拓弥田中 昇氏 杉浦 宏昭 青森 青南ムラカミ

ファーム ５０４－１２ 〃 アタマ ７．０�
６１２ サザンウインド 牡３鹿 ５６

５４ △吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 静内 飛野牧場 ４９４＋ ２１：０９．６２ ４．４�
６１１� コウシュンブルー 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳杉岡 時治氏 的場 均 池田 新田牧場 ５０８ ―１：０９．８１ ８．４�
３５ ケイアイブルーム 牝３鹿 ５４ 中舘 英二亀田 守弘氏 清水 利章 新冠 守矢牧場 ４７４ ―１：１０．２２� ２０．５�
２３ �� イ マ ド キ 牡３黒鹿５６ 加藤士津八窪田 康志氏 加藤 和宏 門別 和田農林（有） ４８６－１２ 〃 クビ ６１．１	
４８ アミフジウラノス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信�内藤牧場 鈴木 勝美 茨城 内藤牧場 ４３６－ ２１：１０．９４ ５８１．４

５９ � キープウイニング 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム ４８８ ― 〃 ハナ ９１．２�
４７ � パノラマシチー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎 �友駿ホースクラブ 小西 一男 静内 北洋牧場 ５２２＋１４１：１１．０	 ５７．８
１１ エドノマドリード 牡３芦 ５６ 大庭 和弥遠藤 喜松氏 高橋 義博 浦河 小柳牧場 B５０６－ ６１：１１．２１
 ３６．４�
８１６� ブ リ ッ ク ス 牡３鹿 ５６

５３ ▲高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３６ ―１：１１．９４ ３４５．６�
１２ グランドビースト 牡３鹿 ５６ 小林 久晃�グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 B４４８－１２１：１２．４３ ３８３．４�
３６ �� マスグランヴィーノ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 穂別 小林 孝幸 ４６６ ―１：１３．０３� １８９．２�
７１３ ハイフレンドビュー 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康�橋 顕輔氏 根本 康広 宮城 高友産業 ４５６ ―１：１４．１７ ３４６．３�
８１５�� フ ジ ム サ シ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小島 太一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 越湖ファーム ４６２＋１８１：１８．１大差 ３０４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９９３，７００円 複勝： ２０，５２７，７００円 枠連： ３７，０６０，４００円

普通馬連： ９１，９７４，６００円 馬単： ９１，３６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３４６，８００円

３連複： １０７，９６７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，２３３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（２－５） ３７０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ４４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９９３７ 的中 � ３５８６３（３番人気）
複勝票数 計 ２０５２７７ 的中 � ３６１６０（２番人気）� ５８５８７（１番人気）� ２７２８６（４番人気）
枠連票数 計 ３７０６０４ 的中 （２－５） ７５１４２（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１９７４６ 的中 �� １１４７４４（２番人気）
馬単票数 計 ９１３６２０ 的中 �� ４６４４９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３４６８ 的中 �� ２４４０５（２番人気）�� １１５６６（７番人気）�� １５４２４（４番人気）
３連複票数 計１０７９６７９ 的中 ��� ６９６０２（３番人気）

ハロンタイム ９．５―１１．０―１１．３―１２．０―１２．２―１３．０

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．５―３１．８―４３．８―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーセンティック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００５．１１．５ 福島１４着

２００３．５．１８生 牡３黒鹿 母 ケイアイショー 母母 ダイナアテイカ ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走状況〕 エドノマドリード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 フジムサシ号の騎手小島太一は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エドノマドリード号は，平成１８年７月３日から平成１８年８月１日まで出走停止。停止期間の満了後に

開催競馬場で発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイフレンドビュー号は，平成１８年８月２日まで平地競走に出走できない。

フジムサシ号は，平成１８年１０月２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 バッドフォーチュン号
（非抽選馬） ２頭 チャームラブ号・ホッカイアニモ号



１６０６５ ７月２日 小雨 重 （１８福島２）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：５０．２
１：４６．７

良

良

８１４ イクスキューズ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司岡田 繁幸氏 藤沢 和雄 新冠 ビッグレッドファーム ４２２ ―１：５４．１ １．７�

６１０ コスモエリニュス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４６ ―１：５５．２７ ２３．０�
４６ � コスモジエラ 牡２鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 三石 斉藤スタッド ４３８ ―１：５５．４１� ２２．７�
７１１� クリーンクルー 牡２鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀石橋 和夫氏 蛯名 信広 鵡川 桑原牧場 ５００ ―１：５５．５� １１６．３�
５８ �� スマートトリック 牡２黒鹿５４ 中舘 英二大川 徹氏 田村 康仁 浦河 バンダム牧場 ４５６ ―１：５５．７１� １５．３�
５７ � サクラゼウス 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹�さくらコマース藤原 辰雄 静内 新和牧場 ５０４ ―１：５５．８� ９．７	
３３ � ミラクルページ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣松井 淳二氏 本間 忍 門別 大江牧場 ４６６ ―１：５６．４３� ８８．２

４５ セイカマシンガン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４８４ ― 〃 クビ ４０．７�
２２ �� マイネルグラシュー 牡２鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ４４８ ― 〃 アタマ ５３．４
８１３� マセラティスタ 牡２栗 ５４

５２ △吉田 隼人 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６０ ―１：５６．７２ ６３．７�
３４ �� ラ ラ バ イ 牝２鹿 ５４ 小野 次郎田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 坂部牧場 ４４２ ―１：５６．９	 ９．７�
１１ � マスターカフェ 牡２鹿 ５４

５１ ▲小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８４ ―１：５７．３２� １１．９�
７１２� ユウタービスケット 牡２芦 ５４ 南田 雅昭上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４５６ ―１：５７．５１ １３３．０�
６９ � ギルティストライク 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２ ―１：５７．６	 ８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，１８２，３００円 複勝： ２３，４８７，０００円 枠連： ３０，００５，５００円

普通馬連： ８６，００２，６００円 馬単： ９７，９００，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９１１，２００円

３連複： １１４，０７４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３９６，５６４，１００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � ３８０円 枠 連（６－８） ５５０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ８８０円 �� ２，８６０円

３ 連 複 ��� ９，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１８２３ 的中 � １０７２４３（１番人気）
複勝票数 計 ２３４８７０ 的中 � ９３４４９（１番人気）� ９５６２（８番人気）� １１２８５（７番人気）
枠連票数 計 ３０００５５ 的中 （６－８） ４０３３１（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６００２６ 的中 �� ３６２７２（６番人気）
馬単票数 計 ９７９００６ 的中 �� ３２０６６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９１１２ 的中 �� ６８０９（６番人気）�� ６５４９（７番人気）�� １８９５（３２番人気）
３連複票数 計１１４０７４９ 的中 ��� ８４５１（３１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１２．７―１３．６―１３．５―１２．２―１２．３―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．７―５１．３―１：０４．８―１：１７．０―１：２９．３―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

イクスキューズ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Majestic Light 初出走

２００４．４．３０生 牝２鹿 母 クリスティキャット 母母 Toll Booth １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ララバイ号の騎手江田照男は，騎乗停止のため小野次郎に変更。
〔発走状況〕 ギルティストライク号は，枠入り不良。



１６０６６ ７月２日 小雨 重 （１８福島２）第６日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

１：５８．４
１：５６．４

良

良

４８ アイオブザジャガー 牝３鹿 ５４
５１ ▲大野 拓弥村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 ４６４＋ ４２：０６．１ ２０５．２�

３５ � ショウナンタイトル 牡３黒鹿５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６ 〃 クビ １０．１�
８１５ トーセンジョーカー 牡３栗 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４４６－１２２：０６．２クビ ５．９�
７１４ ドレックセル 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�森島商事 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ５１８＋ ２ 〃 クビ ２２．４�
６１２�� サンファイバー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二竹内十志夫氏 昆 貢 三石 木田牧場 ４７２＋ ６２：０６．３� ３．５�
２４ � スカイウォーク 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５２８－ ２２：０６．５１� ２１．８	
４７ ローテローゼ 牝３栗 ５４

５２ △吉田 隼人�ミルファーム 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４３０＋ ４２：０６．６� ９１．４

５１０� スウィートネス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４－ ４２：０６．９１� ３．５�
１１ ジーティーハング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�グリーンテック柴田 政人 門別 白井牧場 ４５２－ ８２：０７．２２ ６３．７
５９ � キングスガーデン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５１４ ―２：０７．７３ ７．４�
２３ � ダイワアルテミス 牝３鹿 ５４ 石神 深一大城 敬三氏 佐藤 吉勝 静内 出羽牧場 ４５２－ ４２：０７．８� ３０７．３�
３６ � エプソムシャトル 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 高橋 裕 門別 島瀬 順一 ４４４－ ２２：０９．０７ ２２４．７�
７１３� スピアスピーク 牡３鹿 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 野坂牧場 ４８６＋ ４２：０９．１クビ ５４．３�
１２ � セーゴールド 牝３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 B４１８＋ ６２：０９．３１� １３１．４�
６１１� ビッグクロス 牡３栃栗５６ 田中 勝春牧畠 清久氏 白井 寿昭 浦河 大北牧場 ４５４＋ ２２：１１．１大差 ８．５�
８１６� カ ゼ ニ ナ レ 牝３黒鹿５４ 高山 太郎矢野 文雄氏 佐藤 全弘 様似 能登ファーム ４６０ ―２：１３．１大差 ２７４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２４７，７００円 複勝： ２７，７８２，４００円 枠連： ３２，０３８，８００円

普通馬連： １０１，８４４，６００円 馬単： ９３，６２７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７９２，１００円

３連複： １２５，９６５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４２３，２９８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２０，５２０円 複 勝 � ４，２６０円 � ３３０円 � ２２０円 枠 連（３－４） １７，６８０円

普通馬連 �� ７１，４５０円 馬 単 �� ２４８，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，１００円 �� １１，２１０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １５０，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２４７７ 的中 � ７０１（１３番人気）
複勝票数 計 ２７７８２４ 的中 � １３６２（１３番人気）� ２２４７０（６番人気）� ４１４３６（３番人気）
枠連票数 計 ３２０３８８ 的中 （３－４） １３３８（２６番人気）
普通馬連票数 計１０１８４４６ 的中 �� １０５２（６６番人気）
馬単票数 計 ９３６２７０ 的中 �� ２７８（１５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７９２１ 的中 �� ４３５（６２番人気）�� ５０９（５９番人気）�� ６７１９（１０番人気）
３連複票数 計１２５９６５６ 的中 ��� ６１６（１８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３６．４―４８．６―１：０１．５―１：１４．３―１：２６．８―１：３９．５―１：５２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．３
１
３
１（１０，１２）１４，５，８，１３（２，３，１１）１５（７，４，９）１６，６・（１，１０，１２）（５，１４）８（２，３，１３）（７，４，１１，１５）－（９，６）－１６

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

勝馬の
紹 介

アイオブザジャガー �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００５．１２．４ 中山１０着

２００３．５．１６生 牝３鹿 母 スパークアロー 母母 レデイークロース ８戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 スウィートネス号の騎手後藤浩輝は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カゼニナレ号は，平成１８年８月２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〕 ジーティーハング号・ダイワアルテミス号・エプソムシャトル号は，平成１８年８月２日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タケノフェロー号
（非抽選馬） １頭 メジロバークマン号



１６０６７ ７月２日 小雨 不良 （１８福島２）第６日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．９

良

重

４６ � サンマルセイコー 牝３黒鹿 ５２
４９ ▲大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４２± ０１：４６．１ ８．９�

２３ シルクプレシャス 牝３青鹿５２ 川島 信二有限会社シルク勢司 和浩 新冠 中地 茂美 ４０４－ ４１：４６．５２� ５．４�
６１１ デザートバード 牝３栗 ５２ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４０± ０１：４６．６� １７．５�
７１２ ホッカイラブリー 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝高木 繁光氏 石栗 龍彦 穂別 大頭 忠典 ４５６－ ６ 〃 ハナ ３３．０�
６１０� オンワードマルタ 牝６芦 ５５ 北村 宏司樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ １３．５�
２２ ゴーファイトウィン 牝３鹿 ５２ 村田 一誠 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４３２＋ ６１：４７．０２� ２．７�
３５ エルゼントジーク 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信生駒 倍浩氏 小西 一男 静内 西村 和夫 ４９６＋１６１：４７．１� ３９．０	
１１ �� グロスターチャーム 牝３鹿 ５２ 武士沢友治�服部牧場 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４３２＋ ２１：４７．２クビ ６７．９

５８ � ナンヨーアクトレス 牝５栗 ５５ 柴田 善臣中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４３０－ ６ 〃 クビ １２．３�
４７ � センノクニャーズ 牝４鹿 ５５ 柄崎 将寿浅野 正敏氏 内藤 一雄 三石 村上牧場 ４４０± ０１：４７．８３� ２３．４�
８１４ ニシノジャンヌ 牝５青鹿５５ 田中 勝春西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ４５８－ ２１：４８．１１� １７．１
７１３	 ショウナンバラード 牝３鹿 ５２ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６ 〃 クビ １４．４�
８１５	 アイアムキラキラ 牝４鹿 ５５

５３ △吉田 隼人堀 紘一氏 戸田 博文 浦河 高松牧場 B４６８＋１２１：４８．２� ７６．５�
５９ 	 パ ッ サ リ ン 牝３鹿 ５２ 中舘 英二池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：４９．３７ １０．５�
３４ � カラーガード 牝４芦 ５５ 南田 雅昭 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 門別 豊洋牧場 ４４８＋１４１：５３．６大差 ３１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９６５，１００円 複勝： ２６，８３５，３００円 枠連： ４０，１１７，２００円

普通馬連： １１９，５１８，７００円 馬単： １０４，３９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６６７，３００円

３連複： １４９，０１５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４８８，５１７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３３０円 � ２３０円 � ５００円 枠 連（２－４） ７００円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ６，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ２，１６０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ２１，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９６５１ 的中 � １７８５７（３番人気）
複勝票数 計 ２６８３５３ 的中 � ２１２９１（４番人気）� ３５９５０（２番人気）� １２７４２（９番人気）
枠連票数 計 ４０１１７２ 的中 （２－４） ４２５４７（２番人気）
普通馬連票数 計１１９５１８７ 的中 �� ２５６２４（１０番人気）
馬単票数 計１０４３９７９ 的中 �� １１２３１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６６７３ 的中 �� ５４６７（１０番人気）�� ３２４８（２９番人気）�� ２７２８（３４番人気）
３連複票数 計１４９０１５６ 的中 ��� ５１４２（７４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．７―４２．２―５５．０―１：０７．３―１：２０．０―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サンマルセイコー �
�
父 ビワタケヒデ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００５．１１．１３ 福島１３着

２００３．４．２１生 牝３黒鹿 母 ワンセイコー 母母 ワカセイコー １１戦２勝 賞金 １４，７００，０００円
〔騎手変更〕 シルクプレシャス号の騎手江田照男は，騎乗停止のため川島信二に変更。
〔発走状況〕 パッサリン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カラーガード号は，平成１８年８月２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〕 ナンヨーアクトレス号・アイアムキラキラ号は，平成１８年８月２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 サオヒメ号



１６０６８ ７月２日 曇 重 （１８福島２）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１２� キングエクスプレス 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４８６＋ ６１：５１．１ ６．７�

６９ � ビエンナーレ 牝３鹿 ５２
５０ △吉田 隼人松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４１０＋ ４１：５１．６３ ７．２�

１１ ワンダフルキャスト 牡４栗 ５７
５６ ☆津村 明秀 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４１６－ ４１：５１．８１ ３５．６�

５６ ワイアットアープ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司大迫久美子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４４４＋ ２１：５１．９� ３．３�
４４ �� モンブランカフェ 牡５青鹿

５７
５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：５２．０� ８．０�

８１３	 ニシノグレイシャ 牡６青鹿５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７４－ ８１：５２．１� １５．２�
７１０�	 チ ェ リ ス ト 牡４鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４５８－ ２１：５２．２� ２０１．７	
７１１ ビッグトワイニング 牝５鹿 ５５ 高山 太郎関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４８６＋ ２１：５２．３� ７６．７

４５ �
 グリーントマト 牝３栗 ５２ 田中 勝春菊地 捷士氏 佐々木 恒 浦河 本巣 敦 ３８８－ ７１：５２．６１� ５８．８�

（岩手）

６８ � ナチュラルウィン 牡３青鹿５４ 柴田 善臣吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム B４７２＋ ４１：５２．８１� ４．０�
５７ 	 スプラッシュ 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７４± ０ 〃 ハナ ５１．６
２２ � スマートブレード 牡５黒鹿５７ 中舘 英二大川 徹氏 田村 康仁 浦河 松田 次郎 ４８６－２０１：５２．９クビ ８．１�
３３ セイウンクレナイ 牝４栗 ５５

５２ ▲大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 博憲 静内 千代田牧場 ４６２－１２１：５４．０７ ４８．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８１，６００円 複勝： ３２，１２５，６００円 枠連： ３４，７６５，７００円

普通馬連： １３７，１３８，１００円 馬単： １２０，１４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４５８，１００円

３連複： １５７，７８４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５３４，２９８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２９０円 � ２７０円 � ９３０円 枠 連（６－８） ６８０円

普通馬連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ６，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ４，７９０円 �� ５，２２０円

３ 連 複 ��� ３３，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８８１６ 的中 � ２６０００（３番人気）
複勝票数 計 ３２１２５６ 的中 � ３１９９９（４番人気）� ３４７７５（３番人気）� ７７４３（９番人気）
枠連票数 計 ３４７６５７ 的中 （６－８） ３７８１０（２番人気）
普通馬連票数 計１３７１３８１ 的中 �� ３１９０３（１４番人気）
馬単票数 計１２０１４４７ 的中 �� １４５９０（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４５８１ 的中 �� ６３１９（１６番人気）�� １５４２（４０番人気）�� １４１３（４４番人気）
３連複票数 計１５７７８４４ 的中 ��� ３４４７（８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．１―４８．７―１：０１．４―１：１３．５―１：２５．９―１：３８．６

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

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

勝馬の
紹 介

�キングエクスプレス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 プルラリズム デビュー ２００４．１１．１３ 東京１３着

２００２．５．１０生 牡４黒鹿 母 レ オ ナ ー ル 母母 ハーバーマドンナ ９戦３勝 賞金 ２３，５６６，０００円
〔３走成績による出走制限〕 セイウンクレナイ号は，平成１８年８月２日まで平地競走に出走できない。
※ニシノグレイシャ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１６０６９ ７月２日 曇 重 （１８福島２）第６日 第９競走 ��
��１，７００�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走１４時２５分 （ダート・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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．９

良

重

６１１�� ヒシハイグレード 牡３栗 ５４ 田中 勝春阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５１８＋ ２１：４５．３ １．７�

６１０	 フローリッシュ 牝５栗 ５５ 村田 一誠�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４６２± ０１：４５．４
 ５６．１�
５８ 	 カネマサデューク 牡５黒鹿５７ 北村 宏司植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４６２＋ ２１：４５．６１
 １０．７�
２２ �	 トーセンハミング 牡７黒鹿５７ 中舘 英二島川 �哉氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：４５．８１� ２９．２�
７１２ オーロブライト 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 B５１６＋ ２ 〃 クビ ４．７�
４７ チアズアビリティー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝北村キヨ子氏 領家 政蔵 新冠 	渡 信義 ４８８± ０１：４６．０１
 ７．４

３４ � ト モ ク ン 牡６青鹿５７ 小林 淳一�水 秋則氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ４５８－ ２１：４６．１
 １４１．９�
５９ ケイパブルバイオ 牝５栗 ５５ 服部 剛史バイオ 領家 政蔵 新冠 早田牧場新

冠支場 ４３６＋ ４１：４６．２クビ ２２．９�
７１３� ミヤビアゼリア 牝５黒鹿５５ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６６± ０ 〃 アタマ ３６．０�
４６ バンドマスター 牡４栗 ５７ 小野 次郎�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ２５．８�
２３ �� ナムラゼウス 牡６栗 ５７ 南田 雅昭奈村 信重氏 南田美知雄 青森 村上 勝治 ４３２＋ ２１：４６．７３ ５２．１�
３５ エスユーガーデン 牡６芦 ５７ 田辺 裕信楳津 繁氏 鈴木 勝美 新冠 勝川牧場 ４７０＋１０ 〃 同着 ６６．７�
１１ ロングチェイサー 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ５２６－ ８１：４７．０１� ９１．５�
８１４� イエローポケット 牡７鹿 ５７ 高山 太郎木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４４６－ ２１：４７．１
 １１６．３�
８１５	 ジオークション 牡７栗 ５７ 五十嵐雄祐小林 弘明氏 藤原 辰雄 米 Dr. E. W.

Thomas ４６２－ ４１：４７．５２
 ２６９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８１，７００円 複勝： ３４，４２２，７００円 枠連： ４３，７９８，３００円

普通馬連： １７３，１７２，８００円 馬単： １４７，０１７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２４３，２００円

３連複： １４８，９１７，９００円 ３連単： ４１８，８３２，７００円 計： １，０３８，７８６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ７３０円 � ２２０円 枠 連（６－６） ４，６７０円

普通馬連 �� ４，６２０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ２９０円 �� ４，１５０円

３ 連 複 ��� ９，９７０円 ３ 連 単 ��� ３９，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２９３８１７ 的中 � １３８５０６（１番人気）
複勝票数 計 ３４４２２７ 的中 � １１２５７２（１番人気）� ７９５０（１０番人気）� ３６１５０（４番人気）
枠連票数 計 ４３７９８３ 的中 （６－６） ６９３４（１３番人気）
普通馬連票数 計１７３１７２８ 的中 �� ２７６９６（１３番人気）
馬単票数 計１４７０１７０ 的中 �� １６５９７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２４３２ 的中 �� ６６７３（１４番人気）�� ４３９７３（２番人気）�� ２２９３（３８番人気）
３連複票数 計１４８９１７９ 的中 ��� １１０３０（３１番人気）
３連単票数 計４１８８３２７ 的中 ��� ７７９４（１１４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１１．４―１２．９―１２．８―１２．７―１２．７―１２．１―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―２９．７―４２．６―５５．４―１：０８．１―１：２０．８―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．２
１
３
１２，１０－１１－２（１，７）１５，４（３，９）（５，８，１４）６，１３
１２，１０（２，１１）（７，１５，８）４（１，９）（５，１４）（３，６）１３

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

勝馬の
紹 介

�
�
ヒシハイグレード �

�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．７．３ 福島２着

２００３．３．１２生 牡３栗 母 ピュアティー 母母 L’Extra Honor １０戦３勝 賞金 ４４，４６４，０００円
〔騎手変更〕 バンドマスター号の騎手江田照男は，騎乗停止のため小野次郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 シルクミッドナイト号・タイキコジャック号・ダイワデンバー号・ハウンドコップ号・ハナタツマキ号・ピオーネ号・

フミノブルースカイ号・ポライトストーン号・メジログリーン号



１６０７０ ７月２日 曇 重 （１８福島２）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

し ら か わ

白 河 特 別
発走１５時００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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５８ � サチノスイーティー 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４３６± ０１：１１．０ ２２．６�

８１５� ジョイントスターズ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４６６－ ４１：１１．２１ ４．５�
２２ �	 シンボリウエスト 
６黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada ４８６＋ ８１：１１．３� ３．４�
５９ � サクラプログレス 牡５鹿 ５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４８６± ０１：１１．４� ２６．０�
６１１ ス パ イ ン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６８＋１２１：１１．５� ７．４�
３５ エイシンライトゥン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣平井 豊光氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：１１．８１� ４．７�
７１２� タケショウレジーナ 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝	ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ １７．４

４６ � イチライタッチ 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太市来 静夫氏 吉永 正人 浦河 鈴木 武蔵 ５０２± ０１：１１．９� ８７．７�
４７ � コスモジャイブ 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳 	ビッグレッドファーム 河野 通文 豪 Mr D P

Bentata ４８４－ ２１：１２．１１� １０．６�
７１３� ナイキフェイバー 牝６芦 ５５ 小野 次郎小野 誠治氏 古賀 史生 米

Harold J.Hendricks,Roger
L.Justice,Rick L.Littrell &
Dr.Scott W.Pierce

B４７６＋ ２１：１２．３１ ４４．１
２３ アンテリオール 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ２０．６�
６１０	 キャンディッド 牡６鹿 ５７ 吉田 豊山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５１８－１０ 〃 アタマ １８３．６�
１１ �	 ダイイチミラクル 
６芦 ５７ 赤木高太郎	ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４７６± ０１：１２．４� ３１．８�
８１４	 サンドクリーク 
４栗 ５７ 西田雄一郎	野坂牧場 二本柳俊一 静内 岡田牧場 ４４２＋ ４１：１２．７１� ５７．０�
３４ � マリットチャージ 
６黒鹿５７ 勝浦 正樹 	社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４５０－ ４１：１３．３３� ７３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，１５４，９００円 複勝： ４９，４６０，９００円 枠連： ６４，９８０，７００円

普通馬連： ２５７，９４３，７００円 馬単： １７４，３５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，２１４，６００円

３連複： ２０３，０２９，３００円 ３連単： ４８９，０２９，３００円 計： １，３２９，１６９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２６０円 複 勝 � ４５０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（５－８） ３，０２０円

普通馬連 �� ５，６４０円 馬 単 �� １４，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� １，１８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� ４７，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３８１５４９ 的中 � １３３６０（８番人気）
複勝票数 計 ４９４６０９ 的中 � ２１３３７（８番人気）� ８６７７７（２番人気）� ９８５１３（１番人気）
枠連票数 計 ６４９８０７ 的中 （５－８） １５８９２（１５番人気）
普通馬連票数 計２５７９４３７ 的中 �� ３３７６０（２１番人気）
馬単票数 計１７４３５６４ 的中 �� ８９０１（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２２１４６ 的中 �� ８７１６（１８番人気）�� １０５３１（１２番人気）�� ３２８６８（２番人気）
３連複票数 計２０３０２９３ 的中 ��� ２４８２４（１５番人気）
３連単票数 計４８９０２９３ 的中 ��� ７６０８（１４０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１１．８―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４５．８―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．０
３ １１（６，７，１３，１５）（５，１４）（１，８）９（２，１２）３（４，１０） ４ ・（１１，１５）（６，７）（５，１３）９（８，２，１４）１２（１，３）４，１０

勝馬の
紹 介

�サチノスイーティー �
�
父 カリスタグローリ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００５．１０．１ 中山４着

２００３．４．４生 牝３鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール ９戦３勝 賞金 ３７，１７４，０００円
〔騎手変更〕 キャンディッド号の騎手江田照男は，騎乗停止のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 コスモジャイブ号の騎手菊沢隆徳は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。



１６０７１ ７月２日 曇 重 （１８福島２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第５５回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳，１７．７．２以降１８．６．２５まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担重量
は，ハンデキャップ

ラジオNIKKEI賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

１２ � タマモサポート 牡３鹿 ５４ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４７６＋ ６１：５０．５ ８．８�

５１０ ソングオブウインド 牡３青鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース浅見 秀一 追分 追分ファーム ４６８－ ２１：５０．８２ ５．５�
２３ ステラマドレード 牝３鹿 ５１ 村田 一誠後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４０２－ ６ 〃 ハナ ３１．２�
８１６� トウショウシロッコ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６０－１０１：５０．９� ４．９�
５９ � マイネサンサン 牝３黒鹿５０ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２１：５１．０クビ ３３．８�
７１４ リファインドボディ 牡３鹿 ５２ 佐藤 聖也井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ ５５．９	
８１５� ユキノアサカゼ 牡３栗 ５３ 小野 次郎馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５１４＋１０１：５１．１� ２５．３

３６ � アマノトレンディー 牡３栗 ５４ 柴田 善臣中村 孝氏 湯窪 幸雄 門別 法理牧場 ４５６＋ ４１：５１．４１	 ７．７�
７１３�� トップオブツヨシ 牡３鹿 ５５ 中舘 英二横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：５１．６１� １０．８�
２４ � マイネトップレディ 牝３鹿 ４９ 西田雄一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 えりも 上島牧場 ４６６± ０１：５１．８１� ８５．２
４７ アサクサゼットキ 牡３鹿 ５４ 菊沢 隆徳田原源一郎氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：５１．９クビ ６．７�
６１２� リメインオブザサン 牡３鹿 ５４ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 静内 白老ファーム ４８４＋ ４１：５２．０	 ２１．１�
１１ ブロンコーネ 牝３鹿 ５２ 川島 信二飯田 正氏 池江 泰郎 静内 千代田牧場 ４８０＋ ８１：５２．７４ ９．３�
４８ ピサノバンキッシュ 牡３鹿 ５３ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５１４± ０１：５２．８	 ５４．８�
６１１� ニシノアンサー 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４６６± ０１：５３．１２ ２８．１�
３５ 
 マルターズマッシブ 牡３鹿 ５３ 後藤 浩輝藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ４８６＋ ２１：５３．４１	 ２０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９４，７１５，３００円 複勝： １２３，０１３，２００円 枠連： １８１，２８２，８００円

普通馬連： ９１４，００１，２００円 馬単： ５４９，６７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６１，００２，０００円

３連複： ７８７，０４４，５００円 ３連単： １，６３３，１２１，９００円 計： ４，４４３，８５８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � ７３０円 枠 連（１－５） １，２２０円

普通馬連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ５，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ２，７７０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １６，１００円 ３ 連 単 ��� ９５，７７０円

票 数

単勝票数 計 ９４７１５３ 的中 � ８５０９５（５番人気）
複勝票数 計１２３０１３２ 的中 � １１２５７３（５番人気）� １７９６００（２番人気）� ３７１４５（１２番人気）
枠連票数 計１８１２８２８ 的中 （１－５） １０９８６７（３番人気）
普通馬連票数 計９１４００１２ 的中 �� ３１７９５１（５番人気）
馬単票数 計５４９６７７８ 的中 �� ７２７２３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６１００２０ 的中 �� ４３１００（６番人気）�� １３９７５（４０番人気）�� ２３９７６（１８番人気）
３連複票数 計７８７０４４５ 的中 ��� ３６０８４（５１番人気）
３連単票数 計１６３３１２１９ 的中 ��� １２５８５（２８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１２．６―１２．４―１２．１―１２．５―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．５―４８．１―１：００．５―１：１２．６―１：２５．１―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．９
１
３
１４（１１，１２）（５，１３）２（４，１５）（３，７，８）１０（１，６，１６）－９
１４－（５，１１）（３，２，１，１２，１３）（１５，８）（４，１０）７，１６，６，９

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

勝馬の
紹 介

�タマモサポート �
�
父 タマモクロス �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００５．１１．２０ 京都１着

２００３．３．９生 牡３鹿 母 アンサーミー 母母 ヒ ミ コ ８戦３勝 賞金 ７０，０５５，０００円
〔騎手変更〕 アマノトレンディー号の騎手江田照男は，騎乗停止のため柴田善臣に変更。
〔発走状況〕 タマモサポート号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 リファインドボディ号の騎手佐藤聖也は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

ユキノアサカゼ号の騎手小野次郎は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔調教再審査〕 タマモサポート号は，発走調教再審査。
※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） ４頭 サイレントプライド号・フサイチダイナソー号・ベルジュール号・マイネルグリッツァ号



１６０７２ ７月２日 曇 重 （１８福島２）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４８ � ウインレックス �５鹿 ５７ 中舘 英二�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge
Farm, LLC ４６２± ０１：１１．５ ５．８�

６１２	 エイミングポイント 牡４鹿 ５７
５５ △吉田 隼人 �キャロットファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：１１．６
 １５．６�

２３ ニホンピロリビエラ 牡４鹿 ５７ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ４５６± ０１：１１．７クビ ８．０�
７１３�� ブライティアアイ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎小林 昌志氏 須貝 彦三 米 Masashi

Kobayashi ４７０－ ８１：１１．８� ５８．６�
５１０� スイートハビタット 牝６栗 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 田中 清隆 愛 Brownstown

Stud Partnership ４８６＋ ４１：１１．９� ３．７�
３５ クリノジャンファン 牡３栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 海馬澤 誠治 ４４６＋ ８ 〃 クビ ２４．０	
３６ � エイユーツービート �５鹿 ５７ 石神 深一笹部 義則氏 佐々木亜良 新冠 ハーバー牧場 ５０４－ ８１：１２．０クビ １５０．８

８１６	 シ ゲ ハ ヤ テ 牝７鹿 ５５ 小林 淳一鈴木 重男氏 岩城 博俊 浦河 山口 義彦 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ３３．２�
８１５	 メイショウバル 牡４鹿 ５７ 田中 勝春松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 市川フアーム ４７８± ０１：１２．３２ ５．１�
６１１	� カ オ リ 牝３黒鹿５２ 西田雄一郎吉田 勝利氏 星野 忍 鵡川 桑原牧場 ４０４－ ８１：１２．４
 １２５．２
２４ ブルーポラリス 牝３黒鹿５２ 勝浦 正樹 �荻伏レーシング・クラブ 平井 雄二 新冠 川上牧場 ４３８－ ６１：１２．７１� ４４．２�
４７ �� コスモワンスモア 牡４黒鹿５７ 池田 鉄平 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪

Vinery Australia Nsw
Pty Ltd, Wynyarra
１９９６ Pty Ltd

４５０－ ４ 〃 アタマ １４３．８�
７１４� ノーブルハーモニー 牡３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀中村 浩章氏 大根田裕之 米 Green
Gates Farm ５０６± ０１：１３．０２ ３０．４�

１１ ゴールドサンセット 牡４鹿 ５７ 吉田 豊伊達 秀和氏 柄崎 孝 門別 サンシャイン
牧場 ４９６－ ２１：１３．１
 ４．２�

５９ � ダスティサマー 牡４鹿 ５７
５４ ▲田中 博康藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Yoshio Fujita B５０８＋２２１：１３．２
 ６５．６�

１２ 	� モルフェワルツ 牝３鹿 ５２ 小林 久晃並河賢一郎氏 清水 英克 静内 坂本 智広 B４３２－ ８１：１３．３
 ９５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２６７，７００円 複勝： ３７，７７８，５００円 枠連： ５３，６２１，０００円

普通馬連： ２２２，５６２，３００円 馬単： １６３，９４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７７４，８００円

３連複： １８７，３８１，４００円 ３連単： ４６５，２１５，７００円 計： １，２１１，５５１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ３９０円 � ２６０円 枠 連（４－６） ４，３８０円

普通馬連 �� ４，７２０円 馬 単 �� ８，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ８５０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ６５，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３４２６７７ 的中 � ４６６５９（４番人気）
複勝票数 計 ３７７７８５ 的中 � ５５４６１（３番人気）� ２２３９３（６番人気）� ３９１１６（５番人気）
枠連票数 計 ５３６２１０ 的中 （４－６） ９０４５（１８番人気）
普通馬連票数 計２２２５６２３ 的中 �� ３４８１２（１５番人気）
馬単票数 計１６３９４９７ 的中 �� １４６１４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７７４８ 的中 �� ８３１５（１４番人気）�� １４０３６（９番人気）�� ５０５９（２６番人気）
３連複票数 計１８７３８１４ 的中 ��� １３６３１（２７番人気）
３連単票数 計４６５２１５７ 的中 ��� ５２６４（１７９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．２―１１．７―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．２―４５．９―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインレックス �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Caerleon デビュー ２００３．８．１７ 新潟４着

２００１．２．２０生 �５鹿 母 Only Royale 母母 Etoile de Paris １９戦２勝 賞金 ２７，７３０，０００円
〔発走状況〕 ゴールドサンセット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴールドサンセット号は，平成１８年７月３日から平成１８年８月１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〕 コスモワンスモア号・ダスティサマー号は，平成１８年８月２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ユーワパンドラ号



（１８福島２）第６日 ７月２日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３５，７３０，０００円
１９，５１０，０００円
２，４６０，０００円
１，０００，０００円
１，９２０，０００円
２４，８９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，７６７，５００円
４，８２２，０００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
３５０，７７０，９００円
４３２，７２４，５００円
５７９，１８４，１００円
２，３４４，６７７，０００円
１，８０２，７５３，５００円
４９１，６９４，３００円
２，２６８，７８１，０００円
３，００６，１９９，６００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 １１，２７６，７８４，９００円

総入場人員 １３，８３８名 （有料入場人員 １１，８２３名）




