
１６０８５ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０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

８８ タマニューホープ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５２＋ ６１：１０．８ ４．６�

３３ � エーシンウォーマン 牡２青鹿５４ 中舘 英二平井 宏承氏 平田 修 米 Winches-
ter Farm ４４２－ ２１：１０．９� ３．３�

１１ スガノバクシンオー 牡２鹿 ５４ 村田 一誠菅原光太郎氏 松永 康利 浦河 谷口牧場 ４７８± ０１：１１．４３ ２．９�
７７ チキータマダム 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太吉田 和美氏 斎藤 誠 三石 乾 皆雄 ４３６－ ４ 〃 ハナ ２９．３�

（大井）

２２ ケージーカンザクラ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５０－ ６１：１１．７１� ４．４�
５５ フライトマイル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人�ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム ４６４＋ ４１：１２．２３ ５５．７�
４４ ムラマサノメイトー 牡２黒鹿５４ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４５４－ ２１：１２．４１� １０．９	
６６ ポールドブラ 牝２栗 ５４ 柴田 未崎�ミルファーム 保田 一隆 様似 林 時春 ３８８－ ６１：１２．６１	 １１７．６


（８頭）

売 得 金

単勝： １７，５８４，５００円 複勝： ２２，３６０，０００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６９，２２８，７００円 馬単： ７８，１２３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６６３，４００円

３連複： ８２，１１５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２８７，０７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １２０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２３０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７５８４５ 的中 � ３０３２３（４番人気）
複勝票数 計 ２２３６００ 的中 � ３３３３６（４番人気）� ５４０２５（２番人気）� ５８１８４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９２２８７ 的中 �� ７２８２４（５番人気）
馬単票数 計 ７８１２３６ 的中 �� ３６８３６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６６３４ 的中 �� １４９４１（６番人気）�� １８４５５（４番人気）�� ２７５２３（１番人気）
３連複票数 計 ８２１１５６ 的中 ��� １０３０３３（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．０―１１．９―１１．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．０―４５．９―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．８
３ １，８－（２，３）４－（５，６）７ ４ ・（１，８）（２，３）４－７（５，６）

勝馬の
紹 介

タマニューホープ �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 リ ド ヘ イ ム デビュー ２００８．６．２８ 福島３着

２００６．５．１３生 牡２鹿 母 タマビッグエックス 母母 タマビッグギャル ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０８６ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第２競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

５９ シンボリシュタルク 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５０６＋ ４１：０８．５ ９．１�

３６ ハッカイサンライズ 牡３鹿 ５６ 江田 照男齊藤四方司氏 藤原 辰雄 門別 下河辺牧場 ４４８－ ２１：０８．８２ １５．９�
２４ コウヨウサルート 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５３８＋ ６１：０８．９� ２５．９�
５１０ サマーシルクロード 牝３栗 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 根本 康広 門別 白井牧場 ４３２－ ４１：０９．１１ ５０．１�
６１２ ヤマノテイオー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B５６２＋ ４１：０９．２� １．６�
４７ エアベルヴュー 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４５６－１０１：０９．５１� ６９．７�
１１ トライバルジャパン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 静内 佐竹 学 ４７８＋１４ 〃 クビ １１．７	
６１１ エンリッチメント 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人石瀬 浩三氏 境 征勝 門別 出口 悟 ４７２－ ４１：０９．８２ ５０８．５

２３ ジーピーチャッキー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�グランプリ 加藤 征弘 新冠 ラツキー牧場 ４６４－ ６１：０９．９� ５．０�
８１５ ダ ー ク リ ン 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太北所 直人氏 天間 昭一 三石 ニシケンフ

アーム ４６０－ ２１：１０．０クビ １５２．１�
（大井）

８１６ ケージーバクシンオ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊川井 五郎氏 土田 稔 新冠 岩見牧場 ４７４＋ ８１：１０．３２ １４．７
７１３ ス ク ロ ー ル 牡３芦 ５６ 吉永 護首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４４４＋１０１：１０．６１� ５８．６�
３５ キクカズイショウ 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康飯島 和吉氏 石毛 善彦 浦河 高松牧場 ４３４＋１２１：１０．７� ２１２．６�
７１４ ベルグラスカル 牡３鹿 ５６ 小林 淳一山田 五月氏 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４３２－ ４１：１０．９１� ２３１．４�
４８ シ ン モ ン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介内藤 好江氏 田子 冬樹 静内 平井牧場 ４４４＋ ４１：１１．２１� ３４０．８�
１２ ノアギャロップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎佐山 公男氏 松山 将樹 静内 三木田 明仁 ４４４－２０１：１２．２６ ３０２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９３６，１００円 複勝： ３９，８１５，９００円 枠連： １８，６８２，１００円

普通馬連： ７５，０４３，０００円 馬単： ７９，０８６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０８２，８００円

３連複： １１０，６０１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３６６，２４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ５８０円 � ４３０円 � １，０９０円 枠 連（３－５） ３，９７０円

普通馬連 �� ４，８２０円 馬 単 �� ９，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ２，２６０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ２０，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９３６１ 的中 � １７３７５（３番人気）
複勝票数 計 ３９８１５９ 的中 � １８１８５（５番人気）� ２６１４５（４番人気）� ９０４４（７番人気）
枠連票数 計 １８６８２１ 的中 （３－５） ３４７６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７５０４３０ 的中 �� １１４９２（１３番人気）
馬単票数 計 ７９０８６３ 的中 �� ６３９０（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０８２８ 的中 �� ４５９４（１４番人気）�� ２４８４（２２番人気）�� ３６５９（１９番人気）
３連複票数 計１１０６０１６ 的中 ��� ３９３３（５１番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．７―１０．８―１２．１―１２．７―１２．８

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．１―３０．９―４３．０―５５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリシュタルク �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Pursuit of Love デビュー ２００８．３．２３ 中山３着

２００５．４．１０生 牡３鹿 母 タッチオブイノセンス 母母 Fair Counsel ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 トライバルジャパン号の騎手吉田隼人は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。
※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） ２頭 エビアンビューティ号・キセキドパシコム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０８７ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１５ スプリングニース 牡３栗 ５６ 小野 次郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 浦河 能登 武徳 ４３８－ ２２：０２．６ ４．６�

８１６ ナンヨーロック 牡３鹿 ５６ 吉田 豊中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 林 孝輝 ５０２－ ２２：０２．７� ３．１�
２４ マイネルビビッド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 三石 坂本牧場 B５０２＋ ６２：０２．８� ４．１�
１１ ミヤギフェアリー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一菅原 光博氏 斎藤 宏 新冠 北星村田牧場 ４１８＋ ６２：０３．２２� ４９．０�
７１３ ジャングルジェーン 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人吉田 勝己氏 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 クビ ７．２�
５１０ ローランスカイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男斉藤 敏博氏 水野 貴広 三石 元道牧場 B４７２＋ ２２：０３．４１� ６２．８�
２３ アンバーデコ 牡３鹿 ５６ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 酒井 源市 ４９４－ ８２：０３．５� ２６．１	
３６ ビービーディーバ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠
坂東牧場 土田 稔 平取 坂東牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １６７．９�
３５ ラブリーアゲン 牝３栗 ５４ 石橋 脩浅川 皓司氏 萱野 浩二 静内 由利 徳之 ４５０－ ２２：０３．９２� ２６１．８�
４７ ワ ン サ イ ド 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人塩入 満洋氏 平井 雄二 静内 田中 裕之 ４６６＋ ４２：０４．１１� １４８．４
６１１ オンワードマック 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６０ ―２：０４．４２ ９０．７�

（大井）

６１２ ブラックストーム 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹佐藤 恭永氏 石毛 善彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ６２：０４．５クビ ６８．６�

７１４ サクラロミオ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 ４９８－ ８２：０５．２４ ９．９�
４８ ベガスターカフェ 牝３青鹿５４ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５４＋１２２：０６．１５ １０．４�
５９ ロ ッ ク オ ン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平
サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ４８０＋ ２２：０６．２� １１５．２�
１２ セブンオリオン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義安藤敬太郎氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４５８－ ８ （競走中止） ９４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６４０，３００円 複勝： ２５，００９，２００円 枠連： ２６，３１５，６００円

普通馬連： ７６，１４３，２００円 馬単： ６７，１５０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５３９，９００円

３連複： １０１，６５５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３３４，４５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（８－８） ７４０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３２０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７６４０３ 的中 � ３０７６６（３番人気）
複勝票数 計 ２５００９２ 的中 � ５０４１７（２番人気）� ５１１８３（１番人気）� ４５６２２（３番人気）
枠連票数 計 ２６３１５６ 的中 （８－８） ２６５８１（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６１４３２ 的中 �� ７３４２８（１番人気）
馬単票数 計 ６７１５０４ 的中 �� ２８５５９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５３９９ 的中 �� １８１３８（１番人気）�� １５６７８（２番人気）�� １４８５１（３番人気）
３連複票数 計１０１６５５３ 的中 ��� ７１２５８（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．６―１２．０―１２．５―１２．１―１２．３―１２．３―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．９―３５．５―４７．５―１：００．０―１：１２．１―１：２４．４―１：３６．７―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．２
１
３
１０（８，１５）１２（９，４，１４）－（２，１６）（１，１１）（３，１３）（５，６）－７
１０－１５（８，４）（９，３，１６，１２）１，１４（１１，１３）－５－７，６

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スプリングニース �
�
父 デザートキング �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．１１．３ 京都６着

２００５．３．３１生 牡３栗 母 クージービーチ 母母 キテイテスコ ６戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 セブンオリオン号は，競走中に疾病〔左第１指骨複骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０８８ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

４７ エフティメガミ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：４７．３ １６．４�

４６ タツジャガー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春鈴木 昭作氏 高市 圭二 浦河 大島牧場 ４５２－ ２１：４７．８３ ５．２�
６１１ グラミスキャッスル 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ ４．８�
３５ モレーンレイク 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４９８± ０１：４８．１１� ４．５�
３４ フジハマカゼ 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５２＋ ８１：４８．３１� １３３．１�
８１４ ジョウノファイター 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４８０± ０１：４８．６１� ６．５�

（大井）

５９ ショウナンマライア 牝３芦 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８± ０ 〃 クビ ４２．８	

６１０ マコトガンベロ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎松本 俊廣氏 根本 康広 門別 天羽 禮治 ５０８＋１０１：４８．７クビ ９．５

２３ スエヒログリーナ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人�みどり住宅 斎藤 誠 新冠 ヒノデファーム ４９２－ ４１：４９．２３ １２９．５�
５８ サファリボス 牡３青鹿５６ 江田 照男熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 静内 船越 英治 B４６４＋ ２１：４９．５２ ７３．３
７１２ イケドラゴン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４２＋１２１：４９．６クビ １３．６�
２２ カツヨリュウマ 牡３栗 ５６ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４５４± ０１：４９．７� ２２８．３�
８１５ フォレストランド 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康山上 和良氏 秋山 雅一 様似 能登ファーム ５０４－ ６１：５０．０２ ９６．９�
７１３ トーホウティンクル 牡３栗 ５６ 岩部 純二東豊物産� 中川 公成 門別 長谷川 一男 ４３０－１２１：５１．５９ ２１３．３�
１１ モアスマイル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３４＋ ２１：５４．０大差 ５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，９７１，９００円 複勝： ２７，０６５，３００円 枠連： ２２，１５２，８００円

普通馬連： ７６，６５８，５００円 馬単： ６４，６６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４０２，３００円

３連複： １０１，５３６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３３２，４５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ４２０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（４－４） ５，１７０円

普通馬連 �� ５，３６０円 馬 単 �� １１，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� １，４００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ８，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９７１９ 的中 � ９１３２（８番人気）
複勝票数 計 ２７０６５３ 的中 � １３４９８（８番人気）� ３８１８７（４番人気）� ５０８１７（１番人気）
枠連票数 計 ２２１５２８ 的中 （４－４） ３１６４（２０番人気）
普通馬連票数 計 ７６６５８５ 的中 �� １０５６５（２４番人気）
馬単票数 計 ６４６６４９ 的中 �� ４０３８（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４０２３ 的中 �� ３５０９（２２番人気）�� ３６４０（１９番人気）�� １０８９２（４番人気）
３連複票数 計１０１５３６５ 的中 ��� ９２７４（３３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．６―１２．６―１３．０―１２．６―１２．６―１３．１―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．０―４２．６―５５．６―１：０８．２―１：２０．８―１：３３．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エフティメガミ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１．５ 中山２着

２００５．１．２７生 牝３黒鹿 母 ツキノメガミ 母母 ダイナアルテミス ８戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モアスマイル号は，平成２０年８月１３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０８９ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第５競走 ２，７７０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１２時１０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：００．１良

５７ マイネルハーバード 牡４栗 ６０ 石神 深一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 伊達 宮井 孝典 ４６６± ０３：０３．３ ２．１�

６１０ マイネルグリッツァ 牡５青鹿６０ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ４３：０４．４７ １４．１�

５８ ス タ ッ テ ン 牡５鹿 ６０ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４６０－ ２３：０４．９３ ２０．６�
７１２ キクノインプルーブ �４鹿 ６０ 北沢 伸也菊池 五郎氏 藤岡 範士 新冠 松浦牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ４．２�
４５ スズカウエスト 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦永井 啓弍氏 柄崎 孝 新冠 メイタイ牧場 ４７６－ ６３：０５．６４ ９．３�
４６ リバーアンダルシア 牡４栗 ６０ 宗像 徹河越 武治氏 郷原 洋行 門別 丹羽牧場 ４９６＋ ２３：０７．１９ ４０．０�
８１４ ビッグトワイニング 牝７鹿 ５８ 山本 康志関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４８６－ ４３：０７．８４ ６２．２	
３３ ブルーベレッタ 牡６鹿 ６０ 蓑島 靖典 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 B４８８－１４３：０７．９� ６７．９

８１３ ニュースブレイク 牡６黒鹿６０ 横山 義行 �社台レースホース柴崎 勇 追分 追分ファーム ４６６＋ ８３：０８．１� ２０．９�
１１ クニノユメオー �４栗 ６０ 金子 光希�亀農園 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ５１０－ ４３：０９．０５ １２２．５
３４ コウヨウウェーブ 牡４芦 ６０ 田中 剛寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４８８－ ４３：１１．３大差 ７．２�
７１１ コスモラブシック 牡９鹿 ６０ 矢原 洋一オールラブクラブ 沢 峰次 浦河 南部 功 ５００± ０３：１１．９３� １２５．６�
２２ ヤマニンエレメント 牡４鹿 ６０ 水出 大介土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５４８＋ ８３：１２．６４ １８１．９�
６９ メジロレグルス 牡４栗 ６０ 浜野谷憲尚�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ５２８＋ ６ （競走中止） ２７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４０４，２００円 複勝： ２１，１６８，４００円 枠連： １９，２４１，３００円

普通馬連： ６３，８２９，９００円 馬単： ６３，２１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０９２，２００円

３連複： １０２，９４８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３０５，８９９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ３９０円 � ３６０円 枠 連（５－６） ８５０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ６６０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ６，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４０４２ 的中 � ６８４７７（１番人気）
複勝票数 計 ２１１６８４ 的中 � ６９９３５（１番人気）� １０５１５（６番人気）� １１８９０（５番人気）
枠連票数 計 １９２４１３ 的中 （５－６） １６８９５（４番人気）
普通馬連票数 計 ６３８２９９ 的中 �� ３１５５７（５番人気）
馬単票数 計 ６３２１５８ 的中 �� ２１２８２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０９２２ 的中 �� ６９６７（６番人気）�� ６９３０（７番人気）�� １９７８（２３番人気）
３連複票数 計１０２９４８１ 的中 ��� １２５７５（１９番人気）

上り １マイル １：４７．９ ４F ５３．１－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

２
�

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルハーバード �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．７．２３ 新潟１着

２００４．３．２６生 牡４栗 母 ダイナレアリテイー 母母 ローマンフレアー 障害：４戦１勝 賞金 １５，３００，０００円
〔競走中止〕 メジロレグルス号は，競走中に疾病〔肺充血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 サンベルナール号・トウショウノーティ号



１６０９０ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第６競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

２２ ローンジャスティス 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：４６．５ １．７�

３３ � サンワードハーレー 牡３青鹿５６ 加藤士津八佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 米 Chesapeake Farm
& Gianca Stables B４７２＋ ６１：４６．９２� ８．７�

７１１� フ ラ ラ イ ン 牝３栗 ５４ 松岡 正海吉澤 克己氏 手塚 貴久 米 Charles
Nuckols III B４７０＋ ４１：４７．３２� １３．２�

６９ イクセルカントリー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４８０＋ ５１：４８．１５ １９９．５�
４５ � ラピッドボーイ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康柳井 正氏 清水 利章 米 Nancy S
Dillman ５２０＋ ４ 〃 クビ ３．７�

１１ タグハンター 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹田口 廣氏 小西 一男 早来 田口 廣 ４７８± ０１：４８．５２� １３．７�
６８ コットンフラワー 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４４４＋ ４１：４８．６� １０２．７	
５７ ダイショウベリー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太馬場 �晃氏 佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４８＋ ２１：４８．９１� ７１．２

８１３� バイロンシチー 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 豪 St Aubins Scone

Partnership ４７２＋ ６１：４９．０� ３８．１�
５６ スーパーワンダー 牡３青鹿５６ 石橋 脩保手浜弘規氏 阿部 新生 浦河 大柳ファーム ４８８－ ２１：５０．５９ １１８．４�
４４ � ドリームモーメント 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太吉田 和美氏 勢司 和浩 英

Gainsborough
Stud Manage-
ment Ltd

４６４＋ ６１：５１．０３ ２３．３
（大井）

７１０ エイトスター 牡３鹿 ５６ 村田 一誠玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 元道牧場 B５００－１０１：５１．５３ １２６．７�
８１２ イガノアミーゴ 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎五十嵐政則氏 天間 昭一 三石 谷山 和喜 ４５２＋ ２１：５１．９２� ２７３．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，１４４，５００円 複勝： ３７，２５１，２００円 枠連： ２２，２９２，７００円

普通馬連： ７９，６３５，４００円 馬単： ９２，９１６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７１，３００円

３連複： １１６，０８０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９２，８９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（２－３） ５１０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３９０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１４４５ 的中 � １０６８７３（１番人気）
複勝票数 計 ３７２５１２ 的中 � ２０３９８７（１番人気）� ３０５５８（３番人気）� ２０７４２（５番人気）
枠連票数 計 ２２２９２７ 的中 （２－３） ３２５２８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９６３５４ 的中 �� １１１５６６（２番人気）
馬単票数 計 ９２９１６３ 的中 �� ９４０２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７１３ 的中 �� ２３４９７（２番人気）�� １４５３３（４番人気）�� ５９２５（１０番人気）
３連複票数 計１１６０８０３ 的中 ��� ５２７３７（６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．５―３０．０―４２．３―５５．０―１：０７．８―１：２０．７―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３

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

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

ローンジャスティス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Kaldoun デビュー ２００８．２．１７ 東京１４着

２００５．４．１２生 牡３栗 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イガノアミーゴ号は，平成２０年８月１３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０９１ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第７競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

５６ ビービーファルコン �４鹿 ５７ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４４４± ０２：４１．４ ３．９�

６９ ショウナンラヴァー 牡４青鹿５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８－ ２２：４１．６１� １．７�

２２ ラードロランダム �４鹿 ５７ 戸崎 圭太村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 木戸口牧場 ４８０＋１２ 〃 クビ ５３．８�
（大井）

４４ � アサティスボーイ 牡４鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー
ファーム ４５２＋ ４２：４１．７� １３．４�

７１１ スターマップ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９４＋ ８２：４１．８	 ５０．４�
８１３ マイネナデシコ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 谷口牧場 ４６８＋２２２：４１．９	 １６．７	
８１２ コスモタクミ 牡３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康岡田 繁幸氏 秋山 雅一 門別 白井牧場 ４７８－ ２２：４２．０クビ １７．２

５７ ドリームシーカー �６栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 武市 康男 早来 ノーザンファーム B４５２－ ２２：４２．６３� １０．５�
３３ � メルシーゴールド 牡４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５０２± ０２：４２．９２ ５８．７�
７１０ エアクラマン 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４８０＋１２ 〃 クビ ２１．９
６８ マイネルコレドール 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木亜良 浦河 北俣 光浩 B５２２＋ ６２：４３．２１	 ５０．２�
４５ � ネイチャーマインド 牡４栗 ５７ 田中 剛井上 修一氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５１８＋２６２：４４．８１０ ２７７．２�
１１ シンボリハイドン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７４＋ ６３：００．５大差 ２４５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９２，６００円 複勝： ３５，９２９，１００円 枠連： ２６，９７６，７００円

普通馬連： ８７，５７７，６００円 馬単： ９３，８００，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６７０，１００円

３連複： １３０，４０３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４２０，９５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ９５０円 枠 連（５－６） ２１０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４，２１０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ７，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１５９２６ 的中 � ４４２７２（２番人気）
複勝票数 計 ３５９２９１ 的中 � ４８０９２（２番人気）� １８８８６４（１番人気）� ４０３２（１１番人気）
枠連票数 計 ２６９７６７ 的中 （５－６） ９６７９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７５７７６ 的中 �� １９１６５４（１番人気）
馬単票数 計 ９３８００７ 的中 �� ６３９０８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６７０１ 的中 �� ４３６８２（１番人気）�� １１８３（４０番人気）�� ３０１８（２２番人気）
３連複票数 計１３０４０３４ 的中 ��� １３７６６（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．１―２５．０―３６．７―５０．０―１：０３．１―１：１５．９―１：２８．６―１：４１．４―１：５３．１―２：０５．０―２：１６．８―２：２８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーファルコン �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００７．３．４ 中山４着

２００４．５．１４生 �４鹿 母 スイートバミューダ 母母 スイートジヨアンナ １２戦２勝 賞金 ２１，７００，０００円
〔その他〕 シンボリハイドン号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０９２ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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

２４ ノースリヴァー 牝４黒鹿５５ 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４６６± ０１：０９．１ ８．９�

４８ フィクシアス 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４６６＋ ２１：０９．５２� ５．７�
４７ ターニングポイント 牡３青鹿５４ 戸崎 圭太山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４５６＋ ６１：０９．６� １１．４�

（大井）

５１０ ウインミッション 牡５栗 ５７ 石橋 脩�ウイン 堀 宣行 新冠 ハクツ牧場 B４４２± ０１：０９．８１� １１．１�
７１４ ア ナ ナ ス 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６０－ ２１：１０．０１� １１．５�
７１３ ジェヴォーナ 牝３栗 ５２ 小林 淳一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 静内 武岡牧場 ４０４± ０１：１０．１� ２５．３�
６１１� ポートカンパーニュ 牝４栗 ５５ 安藤 光彰水戸眞知子氏 高橋 成忠 浦河 中脇 満 ４４６＋ ２ 〃 クビ ９５．１	
３５ ジョイフルハーバー 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５１６－ ２１：１０．２クビ ３．０

５９ ナリタアタッカー 牡３鹿 ５４ 武士沢友治�オースミ 的場 均 新冠 的場牧場 ４９６＋１６１：１０．３� ７６．６�
３６ スイングロウ 牝４青 ５５

５２ ▲千葉 直人加藤 徹氏 成島 英春 静内 高橋 修 ４３２± ０ 〃 アタマ ４５．９�
８１５ コウエイバッカス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ５０６＋１４ 〃 アタマ ２５．９
６１２ ベ イ リ ー フ 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４５４－ ２１：１０．９３� １４．６�
１１ ベルファスト 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 静内 塚尾牧場 ４２４＋１２ 〃 アタマ ７．４�

２３ ニシノクイック 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４６８± ０１：１１．２１� ５１．９�
８１６ ツ ル ギ ダ ケ 牡４栗 ５７ 中舘 英二吉田 義昭氏 清水 美波 浦河 向別牧場 B５３８＋ ２１：１１．３� ４５．６�
１２ ウメノレイメイ 牡６鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人楳津 繁氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 B４９８＋ ６１：１２．４７ １４１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２８６，３００円 複勝： ３４，１２４，９００円 枠連： ２９，７７０，７００円

普通馬連： １１４，４９６，８００円 馬単： ８７，１０１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２７９，８００円

３連複： １５３，６６１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４７０，７２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２５０円 � ２６０円 � ３８０円 枠 連（２－４） １，４９０円

普通馬連 �� ２，８２０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� １，９７０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� １１，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２２８６３ 的中 � １９８９１（４番人気）
複勝票数 計 ３４１２４９ 的中 � ３７７６４（２番人気）� ３７０８３（３番人気）� ２１７９７（７番人気）
枠連票数 計 ２９７７０７ 的中 （２－４） １４７８５（６番人気）
普通馬連票数 計１１４４９６８ 的中 �� ２９９７６（１０番人気）
馬単票数 計 ８７１０１６ 的中 �� １１９５９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２７９８ 的中 �� ６７３９（９番人気）�� ３６０８（２５番人気）�� ５５７２（１４番人気）
３連複票数 計１５３６６１８ 的中 ��� ９８２６（３５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．０―１１．６―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．４―４５．０―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノースリヴァー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００６．９．９ 札幌５着

２００４．２．１３生 牝４黒鹿 母 ビンゴビクトリー 母母 エリモイメージ １３戦２勝 賞金 ２２，３４０，０００円
〔発走状況〕 ノースリヴァー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウメノレイメイ号は，平成２０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 シャドウランズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０９３ ７月１３日 晴 良 （２０福島２）第８日 第９競走 ��１，８００�
お り ひ め

織 姫 賞
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

７１４ マイネトゥインクル 牝３鹿 ５２ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４２４± ０１：４８．５ ６．０�

６１１ アポロクイック 牝３芦 ５２ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４６４＋ ２１：４９．０３ ２１．６�
６１２ マジックビクトリア 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６０＋ ２１：４９．１� ４．８�
１１ ボレロビート 牝４黒鹿５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 草薙 利昭 ４６４＋ ８ 〃 ハナ １１．９�
３６ コスモリリー 牝４栗 ５５ 田中 博康 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４１８＋１４１：４９．３１� ４８．１�
５９ ニコニコママ 牝３鹿 ５２ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 門別 山本 通則 ４７４＋ ４ 〃 アタマ １１．０	
１２ ショウナンガッド 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４６２－ ４１：４９．６２ ３．５

３５ スペシャルウィッチ 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 奥平 雅士 追分 追分ファーム ４０８＋１２１：４９．８１� １５．３�
２３ カネトシレジアス 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１４＋ ２１：４９．９� ２４．１�
２４ ミラクルハニー 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０＋２０１：５０．０クビ ８．９
５１０� ダイショウルシアン 牝３栗 ５２ 陶 文峰馬場 �晃氏 田村 光則 門別 下河辺牧場 ４１６－ ９ 〃 クビ ９２．７�

（岩手） （岩手）

４７ � ウエストリリー 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信中村 雅信氏 鈴木 勝美 静内 西村 和夫 ４００－ ３１：５０．４２� ３１７．３�
８１６ ナッシュビル 牝３黒鹿５２ 中舘 英二吉橋 計氏 戸田 博文 門別 白瀬 明 ４８４± ０ 〃 アタマ ３３．７�
７１３� エムアイティアラ 牝４鹿 ５５ 高山 太郎礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４７６＋ ２１：５０．６１� １２０．９�
４８ ビーアデビル 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４６－ ６１：５０．９２ １２．２�
８１５� クリノエターナル 牝５鹿 ５５ 江田 照男栗本 守氏 内藤 一雄 静内 佐竹 学 ４７４＋ ６１：５２．０７ ２０８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２９０，０００円 複勝： ４２，９８０，６００円 枠連： ３７，８２７，６００円

普通馬連： １５８，５２２，１００円 馬単： ９４，５５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，９７８，８００円

３連複： １５０，８５１，４００円 ３連単： ３５５，０９４，４００円 計： ９０３，０９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２００円 � ５５０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，１７０円

普通馬連 �� ６，３２０円 馬 単 �� １１，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ５８０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ７，７１０円 ３ 連 単 ��� ５８，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２６２９００ 的中 � ３５０９２（３番人気）
複勝票数 計 ４２９８０６ 的中 � ６３９７１（３番人気）� １６２０７（１０番人気）� ６６９２２（２番人気）
枠連票数 計 ３７８２７６ 的中 （６－７） ２４０２７（４番人気）
普通馬連票数 計１５８５２２１ 的中 �� １８５４０（２６番人気）
馬単票数 計 ９４５５２３ 的中 �� ５９７０（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６９７８８ 的中 �� ５５７２（２１番人気）�� １６８０６（３番人気）�� ６５２７（１８番人気）
３連複票数 計１５０８５１４ 的中 ��� １４４４６（２７番人気）
３連単票数 計３５５０９４４ 的中 ��� ４４４９（１９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３５．５―４７．７―５９．８―１：１１．８―１：２４．１―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

マイネトゥインクル �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００７．９．１７ 阪神８着

２００５．５．２３生 牝３鹿 母 マイネブリリアン 母母 タケノフラッグ ９戦２勝 賞金 ２２，２０６，０００円
〔制裁〕 コスモリリー号の騎手田中博康は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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 エルブランコ号・モエレカトリーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０９４ ７月１３日 曇 良 （２０福島２）第８日 第１０競走 ��
��１，７００�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走１５時１０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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

１１ ミンティエアー 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：４５．３ ３．３�

４６ アワーオアシス 牝４栗 ５５ 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 ５０４＋ ４１：４５．７２� １７．０�
８１５� ニッシンテースト 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人星野 清	氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５５８＋ ２１：４６．１２� ４．２�
７１３ スマートカイザー 牡８鹿 ５７ 吉田 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：４６．４１
 ２２．３�
８１４ ロータスシチー 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 静内 出羽牧場 ４８８＋１６１：４６．５
 ７．３�
３５ シベリアンライオン 牡６芦 ５７ 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１６－ ２１：４６．６
 ５．５	
５９ � クラリオンコール 牡７栗 ５７ 安藤 光彰吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ５２４－ ６１：４６．７� ９０．７

５８ ゴールドマイン 牡４鹿 ５７ 江田 照男吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：４６．８� ６．７�
２２ トーセンベルボーイ 牡６芦 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 斎藤 宏 新冠 新冠橋本牧場 ４８０－１０１：４７．０
 ３４．２
３４ � カミノヤマボーイ 牡７鹿 ５７ 小林 淳一�グランド牧場 昆 貢 静内 グランド牧場 ４６６＋２０ 〃 ハナ １０９．８�
４７ テンジンダイカグラ 牡５栗 ５７ 石神 深一�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 ４７４－ ２１：４７．１
 ２６．９�
７１２ キラライットウセイ 牡５栗 ５７ 小野 次郎北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ

アーム ４７８－ ６１：４７．４１
 ３４．９�
６１０ アイアイスピーチ �５黒鹿５７ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４４８± ０１：４７．６１� ７１．５�
６１１� フローレストウブ 牝６鹿 ５５ 嘉藤 貴行真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４６６± ０１：４７．７クビ １８７．４�
２３ タイセイガイア 牝５栗 ５５ 加藤士津八田中 成奉氏 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 ４７６－ ８ 〃 クビ １５８．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，６０４，４００円 複勝： ３５，０９５，４００円 枠連： ４２，５３２，０００円

普通馬連： １６４，８１９，８００円 馬単： １０２，８５９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５２６，３００円

３連複： １５４，６９９，６００円 ３連単： ３７１，６７３，０００円 計： ９３３，８１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ３６０円 � １５０円 枠 連（１－４） １，８１０円

普通馬連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ３５０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ４，３３０円 ３ 連 単 ��� ２５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２５６０４４ 的中 � ６２７５７（１番人気）
複勝票数 計 ３５０９５４ 的中 � ７０３８９（２番人気）� １８４２５（６番人気）� ７３７３１（１番人気）
枠連票数 計 ４２５３２０ 的中 （１－４） １７３６５（１０番人気）
普通馬連票数 計１６４８１９８ 的中 �� ３８６９４（１１番人気）
馬単票数 計１０２８５９７ 的中 �� １５８５８（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５２６３ 的中 �� ７１６７（１３番人気）�� ２８９５２（２番人気）�� ８９１３（１１番人気）
３連複票数 計１５４６９９６ 的中 ��� ２６４０１（１１番人気）
３連単票数 計３７１６７３０ 的中 ��� １０９６１（７１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１２．３―１２．９―１２．５―１２．０―１２．１―１２．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．７―３１．０―４３．９―５６．４―１：０８．４―１：２０．５―１：３２．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミンティエアー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００７．１．２８ 東京１着

２００４．２．１２生 牝４黒鹿 母 ヒットザスポット 母母 Perfect Example １１戦２勝 賞金 ６８，５２３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 グランプリペガサス号・ケイアイスイジン号・ケイアイプラネット号・コスモバーン号・スナークユーチャン号・

ダイワルビア号・チョウノヨウニマイ号・トワイライトワルツ号・ハイオン号・ハウンドコップ号・マルブツフジ号・
ローランウェルズ号



１６０９５ ７月１３日 曇 良 （２０福島２）第８日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４４回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，１９．７．７以降２０．７．６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

福島県知事賞・福島商工会議所会頭賞（１着）
賞 品

本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５９ ミヤビランベリ 牡５栗 ５３ 吉田 豊村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９４± ０１：５９．８ １９．２�

６１１ ミストラルクルーズ 牡５鹿 ５３ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９０－ ８１：５９．９� ３１．８�
４７ マイネルキッツ 牡５栗 ５４ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４９２＋ ８ 〃 ハナ ６．１�
６１０ キャプテンベガ 牡５黒鹿５５ 吉田 隼人吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ８２：００．１１� ４．１�
２２ ヴィータローザ 牡８栗 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６６－１８ 〃 アタマ ２８．８�
７１２ カネトシツヨシオー 牡５鹿 ５７ 石橋 脩兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４９２－ ２２：００．２� ３．４	
５８ グラスボンバー 牡８黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４２：００．４１� ８．２

２３ トウショウヴォイス 牡６黒鹿５３ 田中 勝春トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７２± ０２：００．５� １１．９�
７１３ ドリーミーオペラ 牡６鹿 ５２ 江田 照男小川 有世氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４３８＋ ８２：００．６� ３１．３�
８１５ ダブルティンパニー 牡６栗 ５３ 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９２± ０２：００．７� ２２．５
（大井）

１１ 	 アクティブアクト 牝６黒鹿４８ 千葉 直人南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４０＋ ８２：０１．１２� ４７．９�
３５ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５２ 中舘 英二中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２６± ０２：０１．３１ １２．４�
３４ 
 ハッピートゥモロー 牡８青 ５２ 田中 博康前田 幸治氏 荒川 義之 米

Dr. Hiram Polk
& Dr. J. David
Richardson

４７０＋ ６２：０２．０４ １２２．７�
４６ ナリタプレリュード 牡６黒鹿５３ 村田 一誠�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９２＋ ２２：０２．４２� ４８．９�
８１４ ビエンナーレ 牝５鹿 ４９ 中谷 雄太松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４０８± ０２：０２．５� ３４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２５，６３９，４００円 複勝： １５６，５３８，５００円 枠連： １５５，３５８，１００円

普通馬連： ８８２，４８８，８００円 馬単： ４９７，１３１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８７，５８７，５００円

３連複： ９２９，９０５，２００円 ３連単： ２，１０５，３９４，３００円 計： ５，０４０，０４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ６２０円 � ７６０円 � ２６０円 枠 連（５－６） １，１９０円

普通馬連 �� ２１，５７０円 馬 単 �� ４３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，６６０円 �� １，９６０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ４５，４７０円 ３ 連 単 ��� ３５７，６９０円

票 数

単勝票数 計１２５６３９４ 的中 � ５１７２６（７番人気）
複勝票数 計１５６５３８５ 的中 � ６１７９０（８番人気）� ４９１２８（９番人気）� １９０１４０（３番人気）
枠連票数 計１５５３５８１ 的中 （５－６） ９７１０１（４番人気）
普通馬連票数 計８８２４８８８ 的中 �� ３０２０３（６３番人気）
馬単票数 計４９７１３１３ 的中 �� ８４２０（１２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８７５８７５ 的中 �� ８０６０（６５番人気）�� ２３９５４（２２番人気）�� １６５０３（３４番人気）
３連複票数 計９２９９０５２ 的中 ��� １５０９３（１４２番人気）
３連単票数 計２１０５３９４３ 的中 ��� ４３４４（９６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１２．１―１２．５―１２．０―１１．７―１１．９―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．８―１：００．３―１：１２．３―１：２４．０―１：３５．９―１：４７．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ミヤビランベリ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００６．５．７ 京都３着

２００３．３．２８生 牡５栗 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ １１戦４勝 賞金 ８５，９５５，０００円
〔制裁〕 ミストラルクルーズ号の騎手柴田善臣は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０９６ ７月１３日 曇 良 （２０福島２）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�

お ぜ

尾 瀬 特 別
発走１６時２０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

３３ � メイショウキトリ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 日の出牧場 ５０８－ ４１：０９．０ ２．７�

４６ オメガエクスプレス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義原 �子氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４１：０９．４２	 ３．８�
６９ � リキアイダンディ 牡７鹿 ５７ 横山 義行高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４８４± ０１：０９．６１
 ３９．６�
６１０ サンエムパーム 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５２８－ ２ 〃 クビ １９．６�
５７ � セレスダイナミック �５黒鹿５７ 石橋 脩岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９２－ ８ 〃 ハナ １２．５�
８１４ ゴールデンリング 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣�日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム ４４８± ０１：０９．７クビ ５．９�
８１３ アポロティアラ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４７４－１４１：０９．９１
 ３１．４	
７１２ シゲルダイハッカイ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４５８－ ６１：１０．１１
 ２６．２

２２ � メイプルストリート 牝３鹿 ５２ 中舘 英二藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Franklin Kling Jr.

& Taylor Asbury ４７４± ０１：１０．２ ８．２�
５８ ロマンスオーラ 牝５黒鹿５５ 鷹野 宏史岩� 正志氏 小桧山 悟 様似 �村 伸一 ４９８＋１０ 〃 クビ ２２２．３�
４５ マイネルグロッソ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５１４－ ４１：１０．３	 １９．５�
１１ � リリウオカラニ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 グリーンファーム 松田 国英 米 James M.

Herbener Jr. B５０４＋ ６１：１０．６１ ３５．５�
３４ スリーブラボー 牡９鹿 ５７ 小野 次郎永井商事 武 宏平 静内 大典牧場 ４６８＋２０１：１１．９８ ２１７．６�
７１１� フジマサメモリー 牡３栗 ５４ 戸崎 圭太藤原 正一氏 杉山 康史 門別 白瀬 明 ４４４－ ７１：１２．９６ ９８．９�

（大井） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，７７８，５００円 複勝： ４７，４９６，０００円 枠連： ４８，９４５，０００円

普通馬連： １８８，３９６，５００円 馬単： １２４，２７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，４１０，８００円

３連複： １７７，７９３，２００円 ３連単： ４５７，６０８，４００円 計： １，１３５，７０２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ５９０円 枠 連（３－４） ３６０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，４１０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ４，６９０円 ３ 連 単 ��� １６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ４４７７８５ 的中 � １３４７８５（１番人気）
複勝票数 計 ４７４９６０ 的中 � １１８９８５（１番人気）� １０３７２６（２番人気）� １２９８５（１１番人気）
枠連票数 計 ４８９４５０ 的中 （３－４） １０２４５１（１番人気）
普通馬連票数 計１８８３９６５ 的中 �� ３０９３７０（１番人気）
馬単票数 計１２４２７３７ 的中 �� １１５２０９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６４１０８ 的中 �� ７５２７０（１番人気）�� ６９５８（１９番人気）�� ５２０３（２７番人気）
３連複票数 計１７７７９３２ 的中 ��� ２８０２１（１２番人気）
３連単票数 計４５７６０８４ 的中 ��� ２０４５５（３６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．０―１１．５―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３３．７―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウキトリ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Storm Cat

２００４．４．２９生 牝４鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition ６戦３勝 賞金 ３６，４７０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 フジマサメモリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジマサメモリー号は，平成２０年８月１３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２０福島２）第８日 ７月１３日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝B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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５０，０９０，０００円
１，７１０，０００円
１７，５５０，０００円
２，４２０，０００円
２７，３１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，１８７，０００円
５，３７５，８００円
１，７２７，１００円

勝馬投票券売得金
３７９，８７２，７００円
５２４，８３４，５００円
４５０，０９４，６００円
２，０３６，８４０，３００円
１，４４４，８７６，６００円
４８４，８０５，２００円
２，３１２，２５２，０００円
３，２８９，７７０，１００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 １０，９２３，３４６，０００円

総入場人員 １９，１５６名 （有料入場人員 １６，７９６名）



平成２０年度 第２回福島競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４０９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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，６２７，６７０，０００円
３４，９４０，０００円
１０９，５９０，０００円
１４，０３０，０００円
１７２，５５０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

４８４，１４２，０００円
４０，４６０，８００円
１４，２３０，９００円

勝馬投票券売得金
２，５４３，８４１，８００円
３，５４５，７１８，８００円
３，０６２，８１５，８００円
１２，６９８，７７３，７００円
９，４８４，７４１，７００円
３，１１９，７２０，６００円
１４，２６８，７８５，９００円
１７，８２１，３９２，０００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 ６６，５４５，７９０，３００円

総入場延人員 １０８，２８１名 （有料入場延人員 ９２，３０７名）




