
１７０６１ ７月５日 晴 稍重 （２１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

７１０ インテグラルヘッド 牡２栗 ５４ 的場 勇人 �サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム ４７８± ０１：１１．１ ６．６�

８１３ メ グ リ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 川上 悦夫 ４１８＋ ４１：１１．９５ ７．５�
８１２ アポロサニーナ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４２２＋ ４１：１２．４３ ５．２�
４５ ミッドパッション 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一小原 巖氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ １５．１�
７１１ フランジパニ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 ４１８＋ ６１：１２．５� ３．５�
５７ カゼノマイヒメ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 高木 登 日高 佐々木 直孝 ４１８＋１２ 〃 クビ １３０．９�
６９ ギンザサンセット 牝２栗 ５４ 吉田 隼人有馬 博文氏 天間 昭一 日高 インターナショ

ナル牧場 ４３２－ ８１：１２．８２ １７０．８	
１１ トーセンウィッチ 牝２黒鹿５４ 小林 淳一島川 
哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４０＋１０１：１２．９クビ １０１．０�
４４ コスモルアノーヴァ 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム ４１６＋ ２１：１３．０� ３８．０�
５６ フィッシュダイブ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４２８± ０１：１３．９５ １５３．２
３３ サンワードネオ 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝古谷 敏明氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４３６－ ４１：１４．０� ２２．８�
６８ マルタカテンザン 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ４１０－ ２１：１４．３１� １７６．６�
２２ コロラトゥーラ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４２８－ ２１：１４．８３ ３．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，８４０，０００円 複勝： ２５，９２５，４００円 枠連： １９，３２３，５００円

普通馬連： ５６，１８０，０００円 馬単： ４５，２０１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４５１，８００円

３連複： ６９，６５２，８００円 ３連単： １１５，０７９，９００円 計： ３６７，６５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２４０円 � ２３０円 � １９０円 枠 連（７－８） ４１０円

普通馬連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ６４０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，８２０円 ３ 連 単 ��� ２３，９８０円

票 数

単勝票数 計 １５８４００ 的中 � １８９７７（４番人気）
複勝票数 計 ２５９２５４ 的中 � ２７９４０（５番人気）� ２９５９０（４番人気）� ３９０９４（３番人気）
枠連票数 計 １９３２３５ 的中 （７－８） ３４９０９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６１８００ 的中 �� １８３８０（１０番人気）
馬単票数 計 ４５２０１８ 的中 �� ８１７７（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４５１８ 的中 �� ５６３９（１２番人気）�� ８０２０（９番人気）�� ９２６４（８番人気）
３連複票数 計 ６９６５２８ 的中 ��� １３４８１（１４番人気）
３連単票数 計１１５０７９９ 的中 ��� ３５４２（８７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１２．３―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４７．１―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インテグラルヘッド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Integra デビュー ２００９．６．２８ 福島７着

２００７．５．１４生 牡２栗 母 インテグレート 母母 Vitscay ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルタカテンザン号・コロラトゥーラ号は，平成２１年８月５日まで平地競走に出走できない。



１７０６２ ７月５日 晴 重 （２１福島２）第６日 第２競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳

発走１０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

６１１� ネオウイング 牡３黒鹿５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 米 Hiroyoshi
Usuda ５２８－ ８１：０９．１ ６．４�

５９ アトムスパンカー 牝３青鹿５４ 木幡 初広永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４３６－ ２１：０９．３１� １３．１�
２３ ギンザフロンティア 牡３栗 ５６ 小島 太一有馬 博文氏 小島 太 静内 千代田牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ５．４�
３５ � シルバーフェザント 牡３芦 ５６ 内田 博幸藤田 在子氏 手塚 貴久 米

Whose Your
Daddy? Breed-
ing LLC

４８６＋ ４１：０９．５１ １．７�
２４ ライラハリケーン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�ターフ・スポート上原 博之 浦河 日向牧場 ４６８－ ８１：０９．６クビ ３８．９�
７１３ メ イ シ ャ 牡３青鹿５６ 大野 拓弥白井 岳氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４６４＋ ８１：０９．７� ２９．１�
５１０ ミツアキクイーン 牝３栗 ５４ 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 日高 豊洋牧場 ４８４＋ ４１：１０．４４ ２２３．７	
４７ � ジャルダンドゥロゼ 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 千津氏 柴崎 勇 米 Shadai Farm ４４２－１０１：１０．５� １９．５

１１ クールレディ 牝３栗 ５４ 小林 淳一林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４３６＋ ４ 〃 ハナ ５６６．８�
１２ � ケンブリッジナイト 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹中西 健造氏 本田 優 米 Clovelly

Farms ４６２＋ ４１：１０．６クビ １７２．２�
７１４� タ ツ ア キ コ 牝３栗 ５４ 江田 照男鈴木 昭作氏 嶋田 潤 加 UMA ４６２＋ ４１：１０．７� １８４．３
４８ � シンボリボーテ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 米 F. E.

Dixon, Jr. ４４０ ― 〃 アタマ ２０．０�
６１２� ホウショウワールド 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信芳賀 吉孝氏 上原 博之 米 Green

Gates Farm ４１０－ ８１：１０．９１	 １９．９�
３６ ティアップキセキ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 多田 善弘 ５２６ ―１：１３．０大差 １３８．０�
８１６ ミラーフジコ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人佐竹 虔介氏 小林 常泰 新ひだか キヨミネ牧場 ４６６± ０１：１４．０６ ２７１．４�
８１５ ダイワヴォーグ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人大城 敬三氏 浅野洋一郎 静内 橋本牧場 ４６６ ― （競走中止） ２４５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７６６，０００円 複勝： ３０，０９０，６００円 枠連： １６，６３９，８００円

普通馬連： ５３，６４５，２００円 馬単： ４６，３４４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２８８，０００円

３連複： ６１，８９５，８００円 ３連単： １０７，１０１，９００円 計： ３５２，７７１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２９０円 � ３００円 � ２４０円 枠 連（５－６） ２，２４０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ６，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ９８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ６，３００円 ３ 連 単 ��� ４０，５８０円

票 数

単勝票数 計 １７７６６０ 的中 � ２１９９２（３番人気）
複勝票数 計 ３００９０６ 的中 � ２７２３４（３番人気）� ２５７８５（４番人気）� ３６１６３（２番人気）
枠連票数 計 １６６３９８ 的中 （５－６） ５４９０（７番人気）
普通馬連票数 計 ５３６４５２ 的中 �� １１３９４（１１番人気）
馬単票数 計 ４６３４４５ 的中 �� ５５１７（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２８８０ 的中 �� ４３７５（１２番人気）�� ４７８８（１０番人気）�� ７８６８（６番人気）
３連複票数 計 ６１８９５８ 的中 ��� ７２６２（２１番人気）
３連単票数 計１０７１０１９ 的中 ��� １９４８（１１１番人気）

ハロンタイム ９．６―１０．７―１１．１―１２．２―１２．５―１３．０

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．３―３１．４―４３．６―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオウイング �
�
父 Silver Deputy �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．５．３１ 東京７着

２００６．４．１２生 牡３黒鹿 母 Throttle 母母 Magical Maiden ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 ダイワヴォーグ号は，競走中に疾病〔肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ミラーフジコ号の騎手伊藤直人は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１３番・１１番・９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラーフジコ号は，平成２１年８月５日まで平地競走に出走できない。
※メイシャ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１７０６３ ７月５日 晴 重 （２１福島２）第６日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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
１：４１．８

良

不良

５９ フレンチドール 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３２＋ ２１：４５．５ ５．６�

８１４ マエストラーレ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋ ４１：４５．７１� ２．３�

６１１ ヘリオポーズ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４２８－ ４１：４６．１２� ３．０�
２２ ネオコルテックス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４３０＋ ４１：４６．３１� ２３．８�
３４ ジュウモンジ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：４８．０大差 ６．４�
７１３ アルファアップル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 ４７２＋ ４１：４８．３１� １７６．３	
４７ ボスオブザリンド 牝３鹿 ５４ 黛 弘人飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４３０－１２１：４８．５１� ８８．５

３５ トレモリノス 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介 �社台レースホース清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ６１：４９．６７ ２８８．０�

５８ ダイワナデシコ 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ６１：４９．７� ２０７．２�
１１ コスモフィオラ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 静内 泊 寿幸 ４５０＋ ２１：４９．８� ３７３．２
２３ ローザレーヌ 牝３青鹿５４ 幸 英明西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４３６＋ ６１：４９．９� １６．８�
６１０ タイキクラリス 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�大樹ファーム 牧 光二 日高 ノーザンファーム ４２６－ ８１：５０．０クビ １０５．４�
８１５ シゲルウマミヤマ 牝３黒鹿５４ 中村 将之森中 蕃氏 武田 博 様似 清水スタッド ４４８＋１８１：５２．２大差 ３０４．６�
４６ ダンシングポーラ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 安惠氏 池上 昌弘 追分 追分ファーム ４７２ ―１：５３．８１０ ２０４．９�
７１２ ツルマルミホ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治鶴田 任男氏 秋山 雅一 浦河 駿河牧場 ５１２ ―１：５３．９� ３６７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，４５０，５００円 複勝： ２９，７０５，７００円 枠連： １６，６２１，３００円

普通馬連： ５８，９０６，６００円 馬単： ４７，４３３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４２６，０００円

３連複： ７０，９４０，５００円 ３連単： １２０，５９４，８００円 計： ３８７，０７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（５－８） ６９０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３１０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ４，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２１４５０５ 的中 � ３０６８１（３番人気）
複勝票数 計 ２９７０５７ 的中 � ４６３９０（４番人気）� ８６９５１（１番人気）� ５９９１６（２番人気）
枠連票数 計 １６６２１３ 的中 （５－８） １７８４３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８９０６６ 的中 �� ６４０１１（３番人気）
馬単票数 計 ４７４３３２ 的中 �� ２２３３８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４２６０ 的中 �� ２０６１２（３番人気）�� １５０２３（４番人気）�� ３４５３８（１番人気）
３連複票数 計 ７０９４０５ 的中 ��� ８３０１７（２番人気）
３連単票数 計１２０５９４８ 的中 ��� １７９３４（１１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．３―１２．５―１２．６―１２．６―１３．１―１２．７―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．２―４１．７―５４．３―１：０６．９―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４F５１．２―３F３８．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

フレンチドール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．２０ 中山２着

２００６．３．１８生 牝３栗 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター ６戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルウマミヤマ号・ダンシングポーラ号・ツルマルミホ号は，平成２１年８月５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。
（非抽選馬） ２頭 マイストロベリー号・レイクルイーズ号



１７０６４ ７月５日 晴 良 （２１福島２）第６日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１６ コ チ ャ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 ヒサイファーム B４４２＋ ２１：１０．６ ８．３�

５９ マイネルクロッシュ 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４７２＋１０１：１０．７� ４．８�

８１５ ロードハロウィン �３鹿 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム B４５０－ ２１：１０．９１ １０．０�
６１１ ラブイズモネ 牝３栗 ５４ 的場 勇人江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４２８＋ ６ 〃 クビ １７．０�
７１３ リーゾラビアンコ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４６８＋１０１：１１．２１� ２９．６�
２４ シルクシスター 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真有限会社シルク天間 昭一 静内 見上牧場 ４５２＋１４ 〃 クビ １４７．４�
４７ アドマイヤミライ 牝３芦 ５４ 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４７８＋１０１：１１．４１� ６５．６	
５１０ オンワードラート 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２４－ ２１：１１．６１� １３．６

４８ デンコウムサシ 牡３鹿 ５６ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 伏木田牧場 ４８４ ― 〃 クビ １５５．６�
７１４ ホーザンアテナ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春神田 通博氏 佐藤 全弘 青森 諏訪牧場 ４３６－ ２ 〃 ハナ １５．６�
２３ ダブルヘリックス �３鹿 ５６ 幸 英明グリーンスウォード 和田正一郎 新ひだか 木田牧場 ４１４－１４１：１１．７クビ ２１７．６
１１ マッドマックス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ４８８－ ４ 〃 クビ １．９�
１２ ジーアイジェーン 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次吉田 昭一氏 阿部 新生 浦河 高野牧場 ４１８－ ２１：１１．８� ２７２．６�
３５ ミモザトウショウ 牝３栗 ５４ 伊藤 直人トウショウ産業� 小林 常泰 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ６１：１２．０１� １０６．８�
６１２ キチロクレナン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 川越ファーム ４１８± ０１：１２．４２� ４８４．３�
３６ カシノジゲンリュウ 牡３栗 ５６

５３ ▲大江原 圭柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 B４２８－ ２１：１３．０３� ４１５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０６３，１００円 複勝： ３１，５３１，４００円 枠連： ２２，１７６，０００円

普通馬連： ６２，７７０，８００円 馬単： ５０，５０６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４７１，８００円

３連複： ７３，２６２，７００円 ３連単： １２５，６２３，８００円 計： ４０９，４０５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２６０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（５－８） １，０８０円

普通馬連 �� ２，９４０円 馬 単 �� ７，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ７００円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 ��� ４５，９００円

票 数

単勝票数 計 ２２０６３１ 的中 � ２１０５６（３番人気）
複勝票数 計 ３１５３１４ 的中 � ３２６４４（３番人気）� ３４４２５（２番人気）� ３２１０８（４番人気）
枠連票数 計 ２２１７６０ 的中 （５－８） １５２２９（４番人気）
普通馬連票数 計 ６２７７０８ 的中 �� １５７７８（９番人気）
馬単票数 計 ５０５０６１ 的中 �� ５３１６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４７１８ 的中 �� ６４７４（８番人気）�� ７７８８（７番人気）�� ４７８７（１２番人気）
３連複票数 計 ７３２６２７ 的中 ��� ７８６４（２２番人気）
３連単票数 計１２５６２３８ 的中 ��� ２０２０（１３１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１１．８―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．４―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．０
３ ・（１，６）（１４，９）（４，１６）（５，１３）（１０，１５）（２，７）１１（３，１２）－８ ４ ・（１，１４，９）（６，１６）４（５，１３）（２，１０，１５）（７，１１）３，１２－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ チ ャ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．６．２９ 福島５着

２００６．１．２４生 牝３鹿 母 リーガルウェイズ 母母 Royal Solution ９戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 メイシャ号
（非抽選馬） １頭 プリモワンショット号



１７０６５ ７月５日 晴 良 （２１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

４７ ロードシップ 牡２青鹿５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ４９０ ―１：５０．７ ２．８�

２３ オリエンタルジェイ 牡２黒鹿５４ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４６８ ―１：５１．０２ ３．３�
４８ ア パ パ ネ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：５１．５３ ６．０�
６１１ ケイビイテルマ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 須崎牧場 ４８２ ―１：５１．６クビ １５．０�
５１０ マイネルマグレブ 牡２青鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 青森 佐々木牧場 ４６０ ―１：５１．７� ３３．４�
３６ ナムラリョーマ 牡２黒鹿５４ 小野 次郎奈村 信重氏 田村 康仁 新冠 オリエント牧場 ４７８ ―１：５１．８� ７４．４�
１２ ヤマニンシャスール 牡２鹿 ５４ 木幡 初広土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４６６ ―１：５２．６５ ７０．４	
８１６ ゼロチョウサン 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２ ―１：５３．０２� ４０．６

１１ グレイトサム 牡２栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４８６ ―１：５３．８５ ６４．０�
８１５ トミケンダンク 牡２鹿 ５４ 江田 照男冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 金石牧場 ４４４ ―１：５４．０１� ８６．０�
３５ ネ フ テ ィ ス 牝２黒鹿５４ 的場 勇人ミルファーム 尾関 知人 様似 猿倉牧場 ４３２ ―１：５４．２１� ５４．１�
２４ ローグランド 牡２栗 ５４ 田中 勝春斉藤 敏博氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４７４ ―１：５４．４１� ６６．３�
７１４ ゼ フ ュ ロ ス 牡２青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真ミルファーム 高橋 義博 新冠 大栄牧場 ４５４ ―１：５４．６１� １２４．３�
６１２	 プレザンサプライズ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝榮 義則氏 森 秀行 愛 Senford R.

Robertson ４６８ ― 〃 ハナ ６．５�
７１３ トーセンタイタン 牡２栗 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 中野渡清一 新ひだか 前田牧場 ４７４ ―１：５４．８１� ２２７．１�
５９ ラヴァリートゥルー 牡２鹿 ５４ 石橋 脩村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４６８ ―１：５５．９７ ２１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６０８，３００円 複勝： ２２，８６０，９００円 枠連： ２２，８２７，８００円

普通馬連： ５５，３２９，７００円 馬単： ４４，３９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９８６，７００円

３連複： ６５，９７７，３００円 ３連単： １０７，５０３，８００円 計： ３５９，４８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（２－４） ３７０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３６０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ３，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６０８３ 的中 � ６２２５３（１番人気）
複勝票数 計 ２２８６０９ 的中 � ５６３１３（１番人気）� ３３９０８（３番人気）� ３０４２４（４番人気）
枠連票数 計 ２２８２７８ 的中 （２－４） ４６６６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５３２９７ 的中 �� ５８８２１（１番人気）
馬単票数 計 ４４３９３９ 的中 �� ２８１３０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９８６７ 的中 �� １６１３１（１番人気）�� １３２４５（３番人気）�� ７５３４（６番人気）
３連複票数 計 ６５９７７３ 的中 ��� ４８４８０（１番人気）
３連単票数 計１０７５０３８ 的中 ��� ２０８６８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３５．９―４８．８―１：０１．４―１：１３．７―１：２６．１―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．０
１
３

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

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

ロードシップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ミルジヨージ 初出走

２００７．２．２２生 牡２青鹿 母 ヒダカゲラン 母母 モガミゲラン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴァリートゥルー号は，平成２１年８月５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 ヴェラブランカ号・トーセンカルツェ号・トーセンポセイドン号



１７０６６ ７月５日 晴 稍重 （２１福島２）第６日 第６競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１１ ケイアイスサノオ 牡３栗 ５６ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ４９６＋ ４１：４６．２ １．６�

４６ ワンダフルカフェ 牡３芦 ５６ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５００－ ２１：４６．６２� １１．３�
６１０ モリノマーケット 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信森田 一夫氏 矢野 英一 浦河 大成牧場 B４７０－ ２１：４６．７クビ ３３．５�
８１３� ラスティーク 牝３栗 ５４ 青木 芳之広尾レース� 藤沢 和雄 米 N. T.

Bloodstock ４６０ ―１：４６．８� ５．０�
８１４ ラークフライト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－ ４１：４６．９� １４．０�

３４ ベニバナソング �３栗 ５６ 吉田 隼人ベニバナ組合 後藤 由之 浦河 畔高牧場 ４８８＋ ２１：４７．０� ４８．９	
５８ サチノベストセラー 牡３鹿 ５６ 幸 英明佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 新冠 駒沢 明憲 ４７２＋１０１：４７．１	 ２１．３

３３ ソ ラ ウ ラ ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介村田 滋氏 鈴木 康弘 青森 一山牧場 ４０６＋ ６１：４７．９５ ３８２．１�
２２ フォンターナ 牝３青 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４４４ ―１：４８．４３ ３１．１�
５７ マイネルレクシス 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 日高 中前 義隆 ４６８± ０１：４８．５� １５．２
６９ ゴールドピアース 牝３栗 ５４ 村田 一誠佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４２８＋ ３１：４８．７１
 ２９８．８�
７１２ ストラーダー 牡３青鹿５６ 武士沢友治臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ５０８＋ ４１：４８．９１
 １７１．７�
７１１� グローリータンゴ 牡３栗 ５４ 川田 将雅榮 義則氏 森 秀行 亜 De la Pomme ４７２－ ６ 〃 クビ ２７．１�

４５ レ ッ シ ブ ル 牡３鹿 ５６ 黛 弘人�佐藤牧場 境 征勝 日高 浦新 徳司 ４４６＋１０１：４９．２１	 ２１２．５�
（法６３４）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，５２９，７００円 複勝： ３９，５８６，８００円 枠連： ２１，４５６，５００円

普通馬連： ６１，６８０，０００円 馬単： ５３，２５４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７６３，８００円

３連複： ６８，９７０，４００円 ３連単： １３０，５２９，６００円 計： ４２１，７７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ３４０円 枠 連（１－４） ６００円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ５６０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２４５２９７ 的中 � １２６８３０（１番人気）
複勝票数 計 ３９５８６８ 的中 � ２１２９３３（１番人気）� ３２２９８（２番人気）� １５０５２（８番人気）
枠連票数 計 ２１４５６５ 的中 （１－４） ２６４９６（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１６８００ 的中 �� ７９７７６（１番人気）
馬単票数 計 ５３２５４１ 的中 �� ５０６２０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７６３８ 的中 �� ２２７５０（１番人気）�� ９３０４（７番人気）�� ４１００（１３番人気）
３連複票数 計 ６８９７０４ 的中 ��� ２２０２５（６番人気）
３連単票数 計１３０５２９６ 的中 ��� １７５０４（７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．５―１２．３―１２．５―１２．４―１２．５―１３．１―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．６―４１．９―５４．４―１：０６．８―１：１９．３―１：３２．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ケイアイスサノオ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００９．３．２２ 中山９着

２００６．５．３１生 牡３栗 母 ケイアイワールド 母母 サラトガワールド ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出走取消馬 ノーティーズファン号（事故のため）



１７０６７ ７月５日 晴 良 （２１福島２）第６日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

１１ セイカマエストーソ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新ひだか タイヘイ牧場 ４６８－１２２：０２．８ ５．２�

８１５ ノボシャーク 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�LS.M 武市 康男 浦河 高昭牧場 B５０８－ ２２：０２．９� ２７．２�
５１０ クリールエイト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４４０＋ ２ 〃 アタマ ３．７�
７１４ カネトシユーシャ 牡３栗 ５６ 村田 一誠兼松 利男氏 中川 公成 平取 船越 伸也 ４４６＋ ２ 〃 クビ ３．９�
３５ マスターハルバード 牡３栗 ５６ 内田 博幸�ヤナガワ牧場 田村 康仁 門別 ヤナガワ牧場 ４５６＋ ６２：０３．１１� ２１．０�
６１１ ゼ ノ ン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 浦河 金成吉田牧場 ５２４± ０２：０３．４２ ７．６	
８１６ ポ ッ ピ イ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２２：０３．６１� １０．４

４８ オンワードシェルタ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４９４－ ４２：０３．７� ７．３�
４７ パ ゴ ダ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�和田牧場 和田 正道 静内 及川 麻吉 ４９８± ０２：０３．８クビ １５４．２�
１２ ヤマニンバジリック 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ６２：０４．３３ １５６．９
７１３ ストライクラプター 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小林 弘明氏 本間 忍 門別 大江牧場 ４１８＋ ８２：０４．５１� ６５．５�
２３ マキシムギンガ 牝３栗 ５４ 幸 英明小田 廣美氏 鈴木 勝美 門別 大沢育成牧場 ４８０＋ ４２：０４．６� １９０．１�
２４ ルミナスヘイロー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ６２：０４．９１� １１０．８�
５９ スカイボーイング 牡３黒鹿５６ 中村 将之小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４８２± ０２：０５．１１� １６６．３�
６１２ ユ ウ ク ン 牡３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介坂田 行夫氏 清水 美波 三石 沖田 忠幸 ４９４＋ ６２：０５．２クビ ２０２．０�
３６ ナンヨーガール 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人中村 �也氏 柴田 政人 浦河 三好牧場 ４５６＋ ４２：０５．３� ２９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０４５，３００円 複勝： ３２，３９９，７００円 枠連： ２０，９５５，９００円

普通馬連： ７１，２０４，２００円 馬単： ４９，９５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８２４，１００円

３連複： ７９，４３９，８００円 ３連単： １３４，３７５，４００円 計： ４３２，１９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ６４０円 � １６０円 枠 連（１－８） ２，２７０円

普通馬連 �� ９，８７０円 馬 単 �� １６，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５３０円 �� ３８０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� １０，０００円 ３ 連 単 ��� ８１，９００円

票 数

単勝票数 計 ２００４５３ 的中 � ３０５０６（３番人気）
複勝票数 計 ３２３９９７ 的中 � ４９７０６（３番人気）� ９５８６（９番人気）� ６６８３９（１番人気）
枠連票数 計 ２０９５５９ 的中 （１－８） ６８２６（１４番人気）
普通馬連票数 計 ７１２０４２ 的中 �� ５３２９（３０番人気）
馬単票数 計 ４９９５３８ 的中 �� ２２０２（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８２４１ 的中 �� ２１５７（２８番人気）�� １７５７７（２番人気）�� ３３２４（２２番人気）
３連複票数 計 ７９４３９８ 的中 ��� ５８６７（３４番人気）
３連単票数 計１３４３７５４ 的中 ��� １２１１（２５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．３―１：００．９―１：１３．３―１：２５．３―１：３７．３―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．５
１
３
１１，１５，６－１０（１，８）（２，７，９）１４（３，５，１６）１２，４，１３
１１，１５－６，１０（１，８）（２，７，１４）９（５，１２，１６）－（４，３，１３）

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

勝馬の
紹 介

セイカマエストーソ �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 Halo デビュー ２００８．７．２７ 新潟５着

２００６．５．２生 牡３鹿 母 サンデーズシス 母母 Wishing Well １１戦１勝 賞金 １２，４５０，０００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） ４頭 ガネーシャ号・サウスゴールド号・メジロゲッタウェイ号・リボーン号



１７０６８ ７月５日 曇 稍重 （２１福島２）第６日 第８競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

３６ エイコオミリオン 牡３鹿 ５４ 村田 一誠今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B４６８＋ ４１：０７．９ ６．０�

１２ ベルモントバジル 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ４２６－ ６１：０８．４３ ４６．０�

６１２ シュンカジョウ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５２＋１０ 〃 クビ ２３．２�
３５ � クレムリンエッグ 牡４栗 ５７ 石橋 脩�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm ４９８＋ ８１：０８．６１� １４．３�
４７ マイディスカバリー 牝４鹿 ５５ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４５０＋ ２１：０８．７	 ３．５�
２４ 
 ラビットマン 牡４鹿 ５７ 佐藤 聖也井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ５３２＋ ２１：０８．８クビ ８９．３	
７１４ ブライティアカフェ 牝３鹿 ５２ 内田 博幸小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 コアレススタッド ４７２＋１２１：０９．０１� ３．０

２３ 
 ビービーナエトル 牡４栗 ５７ 北村 宏司�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 ４７６－ ２１：０９．１� １５．１�
１１ グ レ イ シ ス 牝３栗 ５２

４９ ▲伊藤 工真高橋 一恵氏 大江原 哲 日高 佐々木牧場 ４４８± ０１：０９．３１� ２４．８�
６１１ フレアリングローズ 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４８４＋ ８１：０９．７２� ２７．９
８１５
 バトルミルク 牝４芦 ５５ 幸 英明宮川 秋信氏 伊藤 大士 門別 モリナガファーム ４３６－ １１：１０．０１	 ２１３．１�
５１０ ルージュアルダン 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �キャロットファーム 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２１：１０．３１	 ８．４�
８１６
 ハ ト チ ャ ン 牝３芦 ５２ 後藤 浩輝森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８＋１６１：１０．６１	 ６１．１�
４８ �
 ホウショウルアー 牝５栗 ５５ 川田 将雅芳賀 吉孝氏 鮫島 一歩 米 Green

Gates Farm ４９８－２１１：１１．９８ ６７．２�
７１３
 ブラックスティング 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一黒岩 晴男氏 清水 久詞 門別 白井牧場 ４９０－ ４１：１２．４３ ６６．９�
５９ 
 デンコウロブスト 牡４青 ５７ 江田 照男中島 稔氏 星野 忍 三石 山際セントラ

ルスタッド ４５８－ ２１：１２．６１ ３３４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４９７，１００円 複勝： ３５，３６５，４００円 枠連： ２６，００１，１００円

普通馬連： ９２，５９８，５００円 馬単： ６１，１２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５４１，６００円

３連複： １０１，１５９，６００円 ３連単： １７５，２１５，２００円 計： ５４６，５０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � ９８０円 � ５２０円 枠 連（１－３） ３，７２０円

普通馬連 �� １７，３３０円 馬 単 �� ３０，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９１０円 �� １，５１０円 �� ５，７３０円

３ 連 複 ��� ６３，２７０円 ３ 連 単 ��� ２４１，７００円

票 数

単勝票数 計 ２４４９７１ 的中 � ３２６０７（３番人気）
複勝票数 計 ３５３６５４ 的中 � ４８１２０（３番人気）� ８２９０（１０番人気）� １６８４０（８番人気）
枠連票数 計 ２６００１１ 的中 （１－３） ５１６４（１６番人気）
普通馬連票数 計 ９２５９８５ 的中 �� ３９４４（４７番人気）
馬単票数 計 ６１１２９０ 的中 �� １４６１（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５４１６ 的中 �� １５１５（５０番人気）�� ５１１６（１８番人気）�� １２９５（５２番人気）
３連複票数 計１０１１５９６ 的中 ��� １１８０（１５８番人気）
３連単票数 計１７５２１５２ 的中 ��� ５３５（６３７番人気）

ハロンタイム ９．３―１０．３―１０．６―１１．９―１２．５―１３．３

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．３―１９．６―３０．２―４２．１―５４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイコオミリオン �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００８．６．２９ 函館４着

２００６．４．２９生 牡３鹿 母 エスケーロイヤル 母母 スイートスムースソウル ８戦２勝 賞金 １７，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔その他〕 ブラックスティング号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンコウロブスト号は，平成２１年８月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コスモイーゴリ号・チャームキャップ号
（非抽選馬） ４頭 サマーミッドナイト号・ツウカイヤスナム号・ラヴリードリーム号・リュウメイ号



１７０６９ ７月５日 曇 良 （２１福島２）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

み な み そ う ま

南 相 馬 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
南相馬市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６９ � マヤノゴクウ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５２４－ ４２：０１．３ ４．１�

７１１ ドリームライナー 牡３鹿 ５４ 幸 英明青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４７４－ ４２：０１．６２ ３．４�
６８ � タ ツ ク ー ル 牡４栗 ５７ 松岡 正海鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４６４－ ４２：０２．２３	 ７．３�
１１ コンベンション 牡４鹿 ５７ 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 ４７４＋ ４２：０２．３	 ６．６�
５６ � エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５２６－ ２２：０２．４
 １２．０�
８１３� オーログランデ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ６２：０２．５クビ ４５．５�
４５ シゲルトカチダケ 牡３黒鹿５４ 中村 将之森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４３８－ ２２：０２．７１	 ６３．５	
４４ ウォーボネット 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 クビ ５．０

２２ � バーキングウルフ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 尾関 知人 愛 Duncan A.

McGregor ４８８－ ２２：０２．８
 １４．５�
７１０ マイネルブリアー 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ５１２－ ８ 〃 ハナ ４６．６
３３ ドリームアビーム 牡４鹿 ５７ 石橋 脩セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４６２－ ５２：０３．３３ １２３．４�
８１２� グラスハーブ 牡５芦 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 門別 インターナシヨナル牧場 ４８４－１６２：０３．４クビ １５７．８�
５７ �� ラ ー ナ ッ ク 牝４鹿 ５４ 黛 弘人 �キャロットファーム 戸田 博文 新 Plowman

Bloodstock Ltd ４３０－ ８２：０５．２大差 １３８．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，７３８，０００円 複勝： ３８，７０７，８００円 枠連： ２７，０８２，６００円

普通馬連： １１０，１０４，３００円 馬単： ６９，６９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７７８，１００円

３連複： １０８，５２５，５００円 ３連単： ２３０，３３０，４００円 計： ６３７，９５７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（６－７） ５３０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，８３０円 ３ 連 単 ��� ８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２４７３８０ 的中 � ４８１２９（２番人気）
複勝票数 計 ３８７０７８ 的中 � ７３１４５（１番人気）� ６０９３９（３番人気）� ５１７３８（５番人気）
枠連票数 計 ２７０８２６ 的中 （６－７） ３８１５０（１番人気）
普通馬連票数 計１１０１０４３ 的中 �� ８４１８０（２番人気）
馬単票数 計 ６９６９０４ 的中 �� ２６９３５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７７８１ 的中 �� １９６７９（２番人気）�� １６９６１（４番人気）�� １０４８８（９番人気）
３連複票数 計１０８５２５５ 的中 ��� ４３８７４（４番人気）
３連単票数 計２３０３３０４ 的中 ��� １９５９６（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．９―１２．４―１２．７―１２．３―１２．０―１１．９―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．７―４８．１―１：００．８―１：１３．１―１：２５．１―１：３７．０―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マヤノゴクウ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ジェイドロバリー

２００３．５．１２生 牡６鹿 母 ユーワエンジェル 母母 サニースポツト １１戦１勝 賞金 ２４，９１６，０００円
地方デビュー ２００６．１１．１３ 名古屋



１７０７０ ７月５日 曇 稍重 （２１福島２）第６日 第１０競走 ��
��１，７００�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

８１５ オーロマイスター 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５００＋ ４１：４４．６ １．４�

２２ オメガファルコン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０２＋ ６１：４４．８１� １０．２�
４６ ドリームリバイバル 牡４栗 ５７ 石橋 脩セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８４± ０１：４５．２２	 ２２．８�
７１２
� エーシンエヴァン 牡５黒鹿５７ 幸 英明平井 淑郎氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ５０４－ ８１：４５．３� ８１．０�
２３ プロセッション 牡６鹿 ５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：４５．６２ ２７．７�
５８ シルクイーグル 牡４鹿 ５７ 的場 勇人有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ４１：４６．２３	 １３．２	
１１ エドノドリーム 牡８鹿 ５７ 木幡 初広遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４５４＋ ２１：４６．４１� １１０．３

６１１ ヤマニンプレアデス 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ５０６－ ４１：４６．５	 ５０．５�
７１３ ストームタイガー 牡７青鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：４６．９２	 ７１．１�
４７ サニーラブカフェ 牝５鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９６＋ ４ 〃 ハナ ６４．８
５９ 
 カロンセギュール 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４４６－ ２１：４７．２２ ２８．３�
８１４� ニッシンテースト 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥星野 清氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５４８－ ６１：４７．５１� １３４．４�
３５ ケルティックハープ 牝５栗 ５５ 伊藤 直人セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２１：４７．６	 １９９．８�
３４ アドマイヤマントル 牡６鹿 ５７ 伊藤 工真近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター B５１０＋ ２１：４７．８１ ６．２�
６１０ シベリアンライオン 牡７芦 ５７ 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５０４－１６１：４７．９	 ６２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，６７３，０００円 複勝： ８５，１４２，８００円 枠連： ４０，０９６，０００円

普通馬連： １５２，１４０，６００円 馬単： １１３，５３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，３２８，０００円

３連複： １５０，１６７，４００円 ３連単： ３７４，２８７，３００円 計： １，００１，３７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ３５０円 枠 連（２－８） ４７０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ５１０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� ６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３９６７３０ 的中 � ２２４７０７（１番人気）
複勝票数 計 ８５１４２８ 的中 � ５３１４１９（１番人気）� ４３００６（４番人気）� ２７８４７（５番人気）
枠連票数 計 ４００９６０ 的中 （２－８） ６３５３３（２番人気）
普通馬連票数 計１５２１４０６ 的中 �� １７６４６３（２番人気）
馬単票数 計１１３５３９３ 的中 �� １０７４１１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６３２８０ 的中 �� ３５２５５（３番人気）�� ２２９３５（４番人気）�� ５０２２（２２番人気）
３連複票数 計１５０１６７４ 的中 ��� ３７０７７（７番人気）
３連単票数 計３７４２８７３ 的中 ��� ４５６８２（１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．２―３０．０―４３．０―５５．８―１：０８．４―１：２０．３―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オーロマイスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．１１．１８ 東京１着

２００５．１．３１生 牡４鹿 母 フェアリーワルツ 母母 Quick and Smooth １５戦４勝 賞金 ６１，０２８，０００円
〔制裁〕 アドマイヤマントル号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進

路影響）
〔その他〕 アドマイヤマントル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アドマイヤマントル号は，平成２１年８月５日まで出走できない。



１７０７１ ７月５日 曇 良 （２１福島２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第５８回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳，２０．７．５以降２１．６．２８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 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００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

８１６ ストロングガルーダ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８４＋ ４１：４８．３ １０．１�

８１５ サニーサンデー 牡３栗 ５３ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ３３．０�

２３ ストロングリターン 牡３鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：４８．５１� ５．３�
５１０ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５７ 田中 勝春�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ６．７�
５９ ミッキーペトラ 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９２± ０１：４８．６クビ ２０．８�
７１３ イ ネ オ レ オ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ８１：４８．７� ４．７�
１２ ケイアイドウソジン 牡３鹿 ５３ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ １３．０	
４７ サトノロマネ 牡３鹿 ５４ 勝浦 正樹里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４６８－ ２１：４８．８クビ １８．７

４８ メイショウコウセイ 牡３鹿 ５３ 村田 一誠松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８６＋１２１：４９．１１� １６．１�
７１４ シャイニーデザート 牡３黒鹿５２ 的場 勇人小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２２＋ ４１：４９．２� ２７．８�
１１ ワシャモノタリン 牡３黒鹿５２ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８４＋ ４１：４９．４１� ２２．３
６１２ スーパーシズクン 牡３鹿 ５２ 田辺 裕信袴田 精一氏 鹿戸 雄一 新ひだか 三宅牧場 ５０８＋ ６ 〃 クビ １５．９�
６１１ マイネルエルフ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４９２－ ２１：４９．５� ７．７�
３５ ドリームハッチ 牡３黒鹿５２ 丹内 祐次田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８４＋ ２１：５０．１３� ９０．５�
３６ グローリールピナス 牝３栃栗５１ 大野 拓弥大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４６＋ ６１：５０．３１� ３５．３�
２４ 	 モエレエキスパート 牡３青鹿５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４７４＋ ８１：５０．４クビ ３７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２１，３５６，９００円 複勝： １７５，９５３，５００円 枠連： １６８，１４６，５００円

普通馬連： ７８９，３８２，４００円 馬単： ４０３，８３１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８８，８１７，３００円

３連複： ９５７，８８８，３００円 ３連単： １，８２６，０８７，１００円 計： ４，６３１，４６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ３７０円 � ８８０円 � ２４０円 枠 連（８－８） １１，５６０円

普通馬連 �� １６，７００円 馬 単 �� ２６，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，０７０円 �� １，４８０円 �� ４，４６０円

３ 連 複 ��� ５０，３３０円 ３ 連 単 ��� ３４７，２５０円

票 数

単勝票数 計１２１３５６９ 的中 � ９５５４８（５番人気）
複勝票数 計１７５９５３５ 的中 � １２６２６１（５番人気）� ４５４１３（１４番人気）� ２２８４６９（２番人気）
枠連票数 計１６８１４６５ 的中 （８－８） １０７４０（３４番人気）
普通馬連票数 計７８９３８２４ 的中 �� ３４８９５（７１番人気）
馬単票数 計４０３８３１５ 的中 �� １１４１９（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８８８１７３ 的中 �� ９０５６（７８番人気）�� ３２１９１（１４番人気）�� １０３１１（６４番人気）
３連複票数 計９５７８８８３ 的中 ��� １４０４６（１８９番人気）
３連単票数 計１８２６０８７１ 的中 ��� ３８８１（１１７７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．０―１２．３―１２．１―１１．９―１１．９―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．７―４８．０―１：００．１―１：１２．０―１：２３．９―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストロングガルーダ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．８．１６ 新潟１着

２００６．２．１４生 牡３青鹿 母 フェニックスバード 母母 トロフィーポイント ６戦４勝 賞金 ７２，１２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アドマイヤメジャー号・シングンレジェンド号・ロードロックスター号



１７０７２ ７月５日 雨 良 （２１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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１４ リトルディッパー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：０９．９ ３．８�

８１５ レッドリップス 牝３栗 ５２
４９ ▲伊藤 工真 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４４６＋ ４１：１０．０クビ ６．４�

５１０ ナ ス ザ ン 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９２＋ ４１：１０．３１� ９７．８�
８１６ オリオンザブラック 牝３鹿 ５２ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４３４＋１２１：１０．４� ６．３�
７１３ タマモハーバー 牡３黒鹿５４ 石橋 脩タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４６８＋２０１：１０．５� １４．４�
５９ ジェヴォーナ 牝４栗 ５５ 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 ４１４＋ ４１：１０．６� １９．６	
６１２ ニシノクイック 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４６４－ ２１：１０．７� ２９．０

１１ � バ ト ル ラ ヴ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸宮川 秋信氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４８６＋１４１：１０．８� ４．９�
４７ ミラクルロンド 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４１４± ０１：１１．０１� １１．０�
６１１ エフティアクトレス 牝４黒鹿５５ 柴田 大知吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６ 〃 クビ ８．５
１２ シルクパナシア 牡４鹿 ５７ 幸 英明有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４７０＋ ８１：１１．３１� １４．０�
３５ � バードダムール 牝４青鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中央牧場 ４３６－１０１：１１．５１� ２１５．７�
３６ エクストラシチー 牡５鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 幾千世牧場 ４３２＋ ４ 〃 ハナ ２１７．９�
４８ � パープルマジック 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４６６＋ ８１：１１．６� ９８．４�
２４ � ド ン ラ ミ ロ 牡５青 ５７ 木幡 初広伊藤 信之氏 坂本 勝美 新冠 上井農場 ４８８－ ２ 〃 ハナ １１１．０�
２３ カシマゼロワン 	５鹿 ５７

５４ ▲池崎 祐介�カシマ 高市 圭二 門別 白井牧場 ４２６± ０１：１２．８７ ２４３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，１８４，６００円 複勝： ５３，５６９，９００円 枠連： ５４，７２０，９００円

普通馬連： １６８，４８８，２００円 馬単： ９８，９９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２２４，８００円

３連複： １８５，９４１，２００円 ３連単： ３８２，８１９，７００円 計： １，０２９，９４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � １，９３０円 枠 連（７－８） ５３０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ５，１４０円 �� ８，２８０円

３ 連 複 ��� ４３，６５０円 ３ 連 単 ��� １６０，８００円

票 数

単勝票数 計 ３６１８４６ 的中 � ７５０６５（１番人気）
複勝票数 計 ５３５６９９ 的中 � １０６２０１（１番人気）� ６４２３０（４番人気）� ５２７１（１２番人気）
枠連票数 計 ５４７２０９ 的中 （７－８） ７６６３２（１番人気）
普通馬連票数 計１６８４８８２ 的中 �� ９５９００（２番人気）
馬単票数 計 ９８９９３４ 的中 �� ３２１５６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２２４８ 的中 �� ２８０４５（２番人気）�� ２２３８（４６番人気）�� １３８２（５３番人気）
３連複票数 計１８５９４１２ 的中 ��� ３１４４（１１７番人気）
３連単票数 計３８２８１９７ 的中 ��� １７５７（５３７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．０―１１．９―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．１―３４．１―４６．０―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リトルディッパー �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．８．２６ 新潟１０着

２００５．３．８生 牝４鹿 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト １１戦２勝 賞金 ２５，６１８，０００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） ２頭 サウスジャック号・ステルスワン号
（非抽選馬） ２頭 ショウナンサミット号・ファーストメジャー号



（２１福島２）第６日 ７月５日（日曜日） 晴後曇後雨 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 １８２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

２２３，０１０，０００円
３，４１０，０００円
１５，３１０，０００円
１，７８０，０００円
２２，８４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，７６５，０００円
５，００４，０００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
３８９，７５２，５００円
６００，８３９，９００円
４５６，０４７，９００円
１，７３２，４３０，５００円
１，０８４，２７１，０００円
４９０，９０２，０００円
１，９９３，８２１，３００円
３，８２９，５４８，９００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 １０，５７７，６１４，０００円

総入場人員 ２２，１０８名 （有料入場人員 ）




