
１７０８５ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第１競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

８１６ シックスシグマ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４６６＋ ４１：０９．３ ８．３�

４７ バルバロッサ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４７０－ ８１：０９．６１� ２．２�

７１４ マスタープラン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 牧場 ４５８± ０１：０９．７� ６．７�
３６ ファイナルラップ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：０９．９� ５．４�
４８ メジロデューチン 牡３栃栗５６ 小野 次郎�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ４２８＋ ２１：１０．４３ ７７．４�
１２ グラスレジェンド 牡３鹿 ５６ 的場 勇人半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９６＋ ２１：１０．５� ４．３	
３５ シノブワンダー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信伊東 純一氏 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４４８± ０１：１０．９２� ３２．５

５１０ マルブツジャガー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎大澤 毅氏 中島 敏文 日高 正和山本牧場 ４７４＋１６ 〃 ハナ １４９．８�
１１ ユウワスーパー 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真平井 裕氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４６０＋ ４１：１１．１１� ２３５．３�
５９ ヴィーヴァヴァント 牡３鹿 ５６ 武士沢友治芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６８＋１０１：１１．４１� ２９８．５
６１１ レオミラクル 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 平井 雄二 むかわ 平岡牧場 ５０２＋１４ 〃 クビ ５４．４�
６１２ ウインクドン 牡３栗 ５６ 小林 淳一百万 武夫氏 鹿戸 雄一 新冠 田渕牧場 ４７４－ ２１：１１．５� ４０．７�
７１３ コウジンカメオ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一加藤 興一氏 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ４８６＋ ４１：１２．０３ ３７９．３�
２３ ロッキーマウンテン �３黒鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介野口 弘司氏 菊川 正達 新冠 竹中牧場 ４８２－ ２１：１３．２７ ２３３．５�
２４ カペルマイスター 牡３栗 ５６ 金子 光希 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ５５４ ― 〃 クビ １３７．３�
８１５ パワーポテンシャル 牡３黒鹿５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４９０ ―１：１３．４１� １９０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６４１，１００円 複勝： ２６，５４３，９００円 枠連： １３，９４７，５００円

普通馬連： ５４，１７６，７００円 馬単： ４７，５３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６４３，３００円

３連複： ６９，４４５，７００円 ３連単： １２０，１５７，４００円 計： ３６８，０９０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－８） ８２０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ５２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ９，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５６４１１ 的中 � １４８９１（５番人気）
複勝票数 計 ２６５４３９ 的中 � ２５６４１（５番人気）� ８０６３６（１番人気）� ４１４５８（３番人気）
枠連票数 計 １３９４７５ 的中 （４－８） １２６８２（４番人気）
普通馬連票数 計 ５４１７６７ 的中 �� ４５６２９（４番人気）
馬単票数 計 ４７５３５０ 的中 �� １４１５１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６４３３ 的中 �� １２０６７（４番人気）�� ９０８３（６番人気）�� ２０９８９（２番人気）
３連複票数 計 ６９４４５７ 的中 ��� ４１１０５（５番人気）
３連単票数 計１２０１５７４ 的中 ��� ９４２３（２４番人気）

ハロンタイム ９．７―１０．９―１１．２―１２．１―１２．３―１３．１

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．７―２０．６―３１．８―４３．９―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シックスシグマ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Distant Relative デビュー ２００８．９．２１ 中山１０着

２００６．２．２６生 牡３黒鹿 母 イフティラース 母母 Ideal Home １０戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワーポテンシャル号は，平成２１年８月１２日まで平地競走に出走できない。



１７０８６ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０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

７１１ ケ イ バ ズ キ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４２－ ４１：１０．０ ２．１�

３３ ロマンチックキブン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 大滝 康晴 ４７４－ ２１：１０．６３� １２．６�
６１０ タケデンエンデバー 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ２２．２�
７１２ アルセーヌシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム B４８８± ０ 〃 ハナ １０．８�
４５ クリスチャンパール 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 青藍牧場 ４１６± ０１：１０．７� ４４．４�
１１ トウショウレリーフ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９８－ ２１：１１．２３ １０．６	
３４ ドクタークリス 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 浦河 小倉牧場 ４７４＋ ６１：１１．３� ４．０

５８ トーセンラフィット 牝３栗 ５４ 小野 次郎島川 �哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ４３０＋ ２１：１１．４� １０１．０�
８１３ ヨバンタックン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎菅藤 宗一氏 中島 敏文 浦河 杵臼牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ８３．１
４６ ソ ア ー ヴ ェ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４３６ ―１：１１．５� ６２．７�
２２ ポアントゥブルボン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝臼井義太郎氏 高橋 裕 新ひだか 村上牧場 ４７２－ ２１：１１．６クビ １１．２�
６９ ナモンカラー 牝３栗 ５４ 木幡 初広�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４２４＋ ８１：１１．９２ １０３．７�
５７ ブ ル ー レ イ 牝３鹿 ５４ 北村 友一万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６± ０１：１２．０� ２１．４�
８１４ オーデパルファン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �ローレルレーシング 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ３８０－１４１：１２．７４ ３２４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９２３，３００円 複勝： ２６，５２６，８００円 枠連： １８，２１８，７００円

普通馬連： ５９，００８，５００円 馬単： ４６，７５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８４６，８００円

３連複： ６９，７７９，９００円 ３連単： １２０，０９１，９００円 計： ３７７，１４９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � ４５０円 枠 連（３－７） ２６０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ６９０円 �� ２，６００円

３ 連 複 ��� ８，９３０円 ３ 連 単 ��� ２７，０７０円

票 数

単勝票数 計 １５９２３３ 的中 � ６１７８６（１番人気）
複勝票数 計 ２６５２６８ 的中 � ９８１１７（１番人気）� １４３３１（６番人気）� １０７３６（７番人気）
枠連票数 計 １８２１８７ 的中 （３－７） ５２７１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９００８５ 的中 �� ３５１６５（５番人気）
馬単票数 計 ４６７５３８ 的中 �� ２００３６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８４６８ 的中 �� ８６６８（５番人気）�� ７６６６（８番人気）�� １８５６（２８番人気）
３連複票数 計 ６９７７９９ 的中 ��� ５７６７（３０番人気）
３連単票数 計１２００９１９ 的中 ��� ３２７５（７６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．０―１１．６―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．８―４５．４―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ イ バ ズ キ �
�
父 アメリカンボス �

�
母父 ランズダーン デビュー ２００９．２．１４ 東京３着

２００６．２．８生 牡３鹿 母 フェイムオブラス 母母 マンジユデンスター ４戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円



１７０８７ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８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

５８ ビューティファイン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４７０－ ２１：４７．６ ３．７�

８１４ シャインエフォート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４６６＋ ８１：４８．４５ ３．０�
４７ テイクザラブ 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４１８± ０１：４８．７１� １１８．１�
２２ プリモワンショット 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４５２＋ ９ 〃 ハナ １０．８�
８１５ チリトテシャン 牝３鹿 ５４ 北村 友一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４６０± ０１：４９．０１� ６６．８�
７１２ ベルファンタジア 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 後藤 由之 新ひだか 追分ファーム ４４８－ ２１：４９．３２ ７．２�
１１ コスモハイスペック 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０１：４９．６１� ７５．７	
６１０ レイクルイーズ 牝３栗 ５４ 的場 勇人 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ３９６－ ２１：４９．７クビ ６２．０

３４ ニシノエトワール 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真西山 茂行氏 伊藤 大士 むかわ 西山牧場 ４２８＋１０１：５０．１２� １６８．７�
４６ キューティガビー 牝３栗 ５４ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小林 常泰 新ひだか 塚尾牧場 ４７０＋１０１：５０．２� ４．３
５９ メジロカリビアン 牝３鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭�メジロ牧場 大久保洋吉 青森 大久保 寛 ４８２－ ２１：５０．３� ５７．２�
２３ マ カ フ シ ギ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信楠本 勝美氏 牧 光二 三石 木田牧場 ４３４＋ ８１：５０．６１� １７．６�
７１３ マイストロベリー 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行有限会社シルク田中 清隆 日高 滝本 健二 ４８０＋ ２１：５１．１３ ３８５．６�
６１１ ヨクバリージョ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎川島 吉男氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４９２＋ ８１：５１．２� １０６．９�
３５ メリーイベンター 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�川島牧場 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４７０± ０１：５１．９４ ２７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，２３６，４００円 複勝： ２２，３５７，６００円 枠連： １５，６５３，８００円

普通馬連： ５２，８６２，０００円 馬単： ４０，９２７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６０５，３００円

３連複： ６３，８１９，３００円 ３連単： １０５，２８７，４００円 計： ３３３，７４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １，８００円 枠 連（５－８） ５３０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２，９５０円 �� ３，０５０円

３ 連 複 ��� １１，８７０円 ３ 連 単 ��� ４５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １４２３６４ 的中 � ３１０４２（２番人気）
複勝票数 計 ２２３５７６ 的中 � ４５９２２（２番人気）� ５１４４７（１番人気）� １９９５（１４番人気）
枠連票数 計 １５６５３８ 的中 （５－８） ２２０２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２８６２０ 的中 �� ７６６４２（１番人気）
馬単票数 計 ４０９２７６ 的中 �� ２７１４３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６０５３ 的中 �� ２０４８８（１番人気）�� １３９６（２５番人気）�� １３４８（２７番人気）
３連複票数 計 ６３８１９３ 的中 ��� ３９７０（３３番人気）
３連単票数 計１０５２８７４ 的中 ��� １７１３（１２６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．４―３０．２―４３．６―５６．９―１：０９．６―１：２２．１―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
１
３
２，５，１２－（７，１４）８，３，１（９，１１）（１０，１３）（６，１５）－４・（２，１２，８）（７，５，１４）（１，３，１１）１０（１３，６）９－１５－４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビューティファイン �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００８．９．１４ 中山６着

２００６．２．１９生 牝３栗 母 テンタシオン 母母 ビューチフルドラマ １１戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
※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 マルターズクリス号



１７０８８ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第４競走 ２，７７０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：００．１良

６８ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 横山 義行 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５６＋ ８３：０２．６ ４．１�

６９ モルフェサイレンス 牡４栗 ６０
５７ ▲大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４７６－ ４３：０３．４５ ２．１�

７１０ トロフィーディール 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ
ファーム ４８６＋２０３：０３．５� ６．７�

８１２ ス タ ッ テ ン 牡６鹿 ６０ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４５８± ０３：０３．７１� １５．１�
１１ エイトシード 牝４鹿 ５８ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４４０＋ ４３：０４．５５ ７．５�
８１３ グレートバルサー 牡８青鹿６０ 石神 深一大河内一権氏 柴崎 勇 静内 小倉 光博 ４８８＋１４３：０４．６クビ ５９．２�
４４ � ユ ウ フ ジ 牝４鹿 ５８ 山本 康志小林 久義氏 二本柳俊一 静内 桜井牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ４０．６	
４５ クイックステップ 牡４鹿 ６０ 柴田 未崎岡田 弘夫氏 田中 清隆 門別 松平牧場 ４７４＋ ６３：０５．２３� ９７．３

２２ タイキボナパルト 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐�大樹ファーム 松山 将樹 三石 乾 皆雄 ４８８＋ ４３：０９．０大差 ４９．２�
３３ カシマレジェンド 牡４鹿 ６０ 佐藤 聖也松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５３８＋ ８３：１１．４大差 ３５．６
７１１ ジョーネンボー 牡５栗 ６０ 高野 和馬泉 俊二氏 柴田 政人 門別 下河辺牧場 ５０４± ０ （競走中止） １７．６�
５６ ステラフィランテ 牝５青 ５８ 宗像 徹 �キャロットファーム 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４３８－１２ （競走中止） ５２．９�
５７ � ヨイチイースト 牝７栗 ５８ 金子 光希加藤 興一氏 保田 一隆 青森 一山牧場 ５１４＋ ６ （競走中止） ６９．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，９１２，４００円 複勝： １４，７６４，６００円 枠連： １５，６２１，５００円

普通馬連： ４０，６７０，５００円 馬単： ３４，６３９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４２９，５００円

３連複： ５３，８３７，４００円 ３連単： ９０，４６４，９００円 計： ２７９，３４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（６－６） ４８０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ６３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ５，０００円

票 数

単勝票数 計 １３９１２４ 的中 � ２６９１９（２番人気）
複勝票数 計 １４７６４６ 的中 � ２７８８７（２番人気）� ５０５３３（１番人気）� １１９１９（４番人気）
枠連票数 計 １５６２１５ 的中 （６－６） ２４５２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０６７０５ 的中 �� ６８１６４（１番人気）
馬単票数 計 ３４６３９８ 的中 �� ２２９６２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４２９５ 的中 �� ２１３７５（１番人気）�� ５２１６（７番人気）�� １００３７（３番人気）
３連複票数 計 ５３８３７４ 的中 ��� ４２４５７（２番人気）
３連単票数 計 ９０４６４９ 的中 ��� １３３５６（８番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５４．０－３F ４０．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンベルナール �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．８．２７ 新潟１１着

２００４．２．８生 牡５鹿 母 フィアクリス 母母 ナイトスパーク 障害：１８戦１勝 賞金 １７，９８０，０００円
〔競走中止〕 ヨイチイースト号は，２周目１号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

ステラフィランテ号は，２周目１号障害〔ハードル〕着地時に，転倒した「ヨイチイースト」号の影響で，騎手が落馬したため
競走中止。
ジョーネンボー号は，競走中に疾病〔寛跛行〕を発症したため２周目４コーナーで競走中止。



１７０８９ ７月１２日 小雨 良 （２１福島２）第８日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：０８．８
１：０７．８

良

良

３６ クロフォード 牝２青 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：１０．１ １．９�

５１０ セイコーライコウ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４５８ ―１：１０．３１� ４．９�
４７ カホマックス 牝２鹿 ５４ 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０ ―１：１０．４� ６９．８�
１１ ドリームフォワード 牡２栗 ５４ 北村 友一セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４０ ―１：１０．８２� １２．３�
７１４ ラルティスタ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３８ ―１：１１．０１ ８．６�
４８ シリウスリジル 牡２芦 ５４ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４９４ ―１：１１．１� ２５．８	
８１６ コスモアヴィス 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 日高 賀張三浦牧場 ４５０ ―１：１１．２� １０８．０

７１３ ミツアキゴールド 牡２栗 ５４ 江田 照男山本 光明氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４６４ ― 〃 クビ ５３．８�
６１１ ニーマルオトメ 牝２栗 ５４ 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４５８ ―１：１１．４１� １８．９�
８１５ シーラブズテーラー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司中西 浩一氏 小島 太 新ひだか 岡田スタツド ４３６ ―１：１１．７２ ４１．０
５９ モンスティル 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�ミルファーム 矢野 英一 日高 小西ファーム ４３８ ― 〃 ハナ １３．６�
２４ ケイアイブル 牡２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 日高 エンドレス
ファーム ４５４ ―１：１２．０１� ２６．７�

３５ エーシンマーキュリ 牝２芦 ５４ 蛯名 正義平井 宏承氏 田島 俊明 新ひだか 木田牧場 ４４８ ―１：１２．５３ ３７．２�
１２ マンダリンスマイル 牝２栗 ５４ 村田 一誠郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 ４５６ ―１：１３．０３ １１２．０�
２３ ドクトルカール 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 北星村田牧場 ４２８ ―１：１３．１� ４６４．９�
６１２ トーセンマイスター 牡２青 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４２ ―１：１３．７３� ２０９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２３３，０００円 複勝： ２４，４８３，０００円 枠連： １９，３００，１００円

普通馬連： ５７，４５８，０００円 馬単： ４５，５６１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０７０，３００円

３連複： ６７，８６８，２００円 ３連単： １１６，１２８，４００円 計： ３７１，１０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ７００円 枠 連（３－５） ３３０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，６８０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� ７，５３０円 ３ 連 単 ��� ２０，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２０２３３０ 的中 � ８７９６４（１番人気）
複勝票数 計 ２４４８３０ 的中 � ８６９２０（１番人気）� ４３３１１（２番人気）� ４９９５（１２番人気）
枠連票数 計 １９３００１ 的中 （３－５） ４３３８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７４５８０ 的中 �� ９４３００（１番人気）
馬単票数 計 ４５５６１４ 的中 �� ４９００７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００７０３ 的中 �� ２８１８６（１番人気）�� ２５８７（２１番人気）�� １２７９（３９番人気）
３連複票数 計 ６７８６８２ 的中 ��� ６６５９（２０番人気）
３連単票数 計１１６１２８４ 的中 ��� ４１６６（４９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１１．６―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．４―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロフォード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Judge T C 初出走

２００７．２．４生 牝２青 母 ストレイトフロムテキサス 母母 Tellum Texan １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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 アーバンウィナー号・クラリン号



１７０９０ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６７ エプソムジャンボ 牡３栗 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 平井 雄二 新ひだか 小河 豊水 ４５４＋ ２２：０２．４ ８．９�

２２ シャドウライン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４８６± ０２：０２．７１� １．７�
８１０ ヒビケジンダイコ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝植田 忠司氏 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６４＋ ２２：０２．８� ４．１�
３３ サウスゴールド 牡３青鹿５６ 江田 照男南波 壽氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 B５０２－ ８２：０２．９クビ １１９．４�
７８ メジロクレイマー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一�メジロ牧場 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４０２－ ６２：０３．１１� ３４．６�
６６ メジロゲッタウェイ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４７６± ０２：０３．２� ３９．７	
１１ カンタベリーキング 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 荻伏牧場 ４１６＋ ４２：０３．７３ ７．８

７９ マ カ リ イ 牡３黒鹿５６ 土谷 智紀秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤英牧場 ４５８－ ２２：０４．１２� １８６．６�
４４ ホワイトコマンダー 牡３芦 ５６ 西田雄一郎長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ５０８± ０２：０４．３１� ３４１．８
８１１ アースセイバー 牡３栗 ５６ 内田 博幸齊藤四方司氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４４８－ ８２：０４．４クビ ９．４�
５５ バ ラ デ ィ ー �３鹿 ５６ 的場 勇人南 �幸氏 牧 光二 浦河 目名太山口

牧場 B４５０－ ８２：０５．２５ ２１７．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，８１９，２００円 複勝： ４４，４４２，３００円 枠連： １８，３５８，４００円

普通馬連： ５０，６５０，８００円 馬単： ４９，２１２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６９８，２００円

３連複： ５９，３９２，８００円 ３連単： １４５，５７７，１００円 計： ４０６，１５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（２－６） ５８０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ４２０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ７，５９０円

票 数

単勝票数 計 １９８１９２ 的中 � １７５６１（４番人気）
複勝票数 計 ４４４４２３ 的中 � ２６８４４（４番人気）� ２８５２８６（１番人気）� ４９７９３（２番人気）
枠連票数 計 １８３５８４ 的中 （２－６） ２３５４２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０６５０８ 的中 �� ５５７４２（３番人気）
馬単票数 計 ４９２１２１ 的中 �� １６８０１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６９８２ 的中 �� １８２９７（４番人気）�� ８９６６（６番人気）�� ３４３０６（１番人気）
３連複票数 計 ５９３９２８ 的中 ��� ６４５７７（２番人気）
３連単票数 計１４５５７７１ 的中 ��� １４１５８（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．２―３６．５―４８．５―１：０１．５―１：１４．１―１：２６．０―１：３７．９―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エプソムジャンボ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００８．８．３１ 小倉８着

２００６．４．１８生 牡３栗 母 エプソムカラー 母母 ハイボルテージ ９戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



１７０９１ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第７競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５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

８１３� アストレーション 牡３栗 ５６ 内田 博幸広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower
Bloodstock ４９０－ ２１：４７．５ １．９�

２２ カゼノグッドボーイ 牡３栗 ５６ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４２８－ ４１：４７．８２ ４．６�
５７ レオビンテージ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�レオ 松山 将樹 日高 高山牧場 ５１６＋ ４１：４８．２２� ９．１�
３３ サニーストリート 牝３青鹿５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 鮫川 啓一 ４７６－ ５１：４８．８３� １４．２�
５８ シャンパンブランチ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４８８＋ ４１：４９．０１� ２４．２�
７１２ アドマイヤワンダ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４９４－ ８１：４９．３１� ４８．６�
３４ ワイルドウエスト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 	キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８６ ―１：５０．３６ ６．１

１１ カラーザホワイト 牝３芦 ５４ 柴田 善臣 	社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４２４－ ４ 〃 ハナ ５０．８�
４６ ド ン ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 吉田 隼人大内 景子氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B４９４＋ ２１：５０．６１� ３９．７�
６９ オンワードラフィネ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 B４８８－ ４ 〃 クビ ５７．１
８１４ ミヤギスピリット 牡３鹿 ５６ 木幡 初広菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４５４－ ８１：５０．７クビ １２２．１�
７１１ アールノミネート 牡３鹿 ５６ 水出 大介星野 良二氏 鹿戸 雄一 門別 新井 弘幸 ５２０＋２０ 〃 クビ ７２．９�
４５ フォレストグリーン 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４４８＋ ６１：５１．３３� ４０３．５�

（１３頭）
６１０ バ ビ ッ シ ュ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真	谷岡牧場 谷原 義明 静内 谷岡牧場 ４９０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，１７１，１００円 複勝： ２９，０４４，２００円 枠連： １８，９０２，３００円

普通馬連： ６５，０５５，０００円 馬単： ５２，９０５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８６６，１００円

３連複： ７２，１３７，８００円 ３連単： １４１，８３９，９００円 計： ４２４，９２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（２－８） ３８０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ２，０６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２１７１１（返還計 ５４２） 的中 � ９６５４６（１番人気）
複勝票数 差引計 ２９０４４２（返還計 １１３３） 的中 � １１５４０１（１番人気）� ４５６９８（２番人気）� ３３０９２（３番人気）
枠連票数 差引計 １８９０２３（返還計 １４５） 的中 （２－８） ３７３１３（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６５０５５０（返還計 ５３５１） 的中 �� １３５９１０（１番人気）
馬単票数 差引計 ５２９０５９（返還計 ３７３７） 的中 �� ７０７１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２８６６１（返還計 ２３９７） 的中 �� ４４０９８（１番人気）�� １７５２５（２番人気）�� １１３１８（５番人気）
３連複票数 差引計 ７２１３７８（返還計 １３８４７） 的中 ��� ６５４８４（１番人気）
３連単票数 差引計１４１８３９９（返還計 １９４１７） 的中 ��� ５１００９（１番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．０―１２．１―１３．２―１３．４―１２．９―１２．７―１２．３―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．３―３０．４―４３．６―５７．０―１：０９．９―１：２２．６―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アストレーション �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．３．７ 阪神３着

２００６．４．８生 牡３栗 母 Measure 母母 Number ５戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔競走除外〕 バビッシュ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。



１７０９２ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第８競走 ��１，８００�
お り ひ め

織 姫 賞
発走１４時００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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１１ クーデグレイス 牝３黒鹿５２ 内田 博幸吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４８．２ ２．０�

５５ マイネプリンセス 牝３鹿 ５２ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ２１：４８．６２� ６．５�

７９ サマーアクトレス 牝４黒鹿５５ 田中 勝春セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４７６＋１０１：４８．８１� ３．０�
７１０� ミサトフリート 牝４芦 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ４９６－ ４１：４９．０１� ２２．３�
５６ � マヤノプディーナ 牝４栗 ５５ 二本柳 壮田所 英子氏 武市 康男 門別 天羽牧場 ４４８－ ６１：４９．３２ １８６．１�
３３ コアレスキャスト 牝６芦 ５５ 武士沢友治小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４７２－ ４ 〃 クビ ４９．６�
１１ ビターオレンジ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 	社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：４９．４� ２１．３

２２ � エプソムフルーツ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 二本柳俊一 新冠 大栄牧場 ４５８－ ６１：４９．５クビ ３０３．０�
８１２ パンコールデイズ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信浅田 次郎氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 B４４４－２４１：４９．８２ ８４．５�
６７ プレサンティール 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �グリーンファーム 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６２－１０１：５０．４３� １８．４
４４ � シュガータウン 牝３黒鹿５２ 本田 正重加納由喜子氏 渋谷 信隆 浦河 野村 正 ４７２－１５１：５２．５大差 ３７．３�

（船橋） （船橋）

６８ サクラスウィープ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４７４＋ ８１：５３．０３ ２７．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，２９９，７００円 複勝： ３７，０９４，６００円 枠連： ２１，４３８，３００円

普通馬連： ８６，６３１，１００円 馬単： ６８，４４５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８１２，８００円

３連複： ９２，２９２，３００円 ３連単： ２１４，７６２，９００円 計： ５７４，７７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（５－８） ７００円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� ２，３００円

票 数

単勝票数 計 ２６２９９７ 的中 � １０８８６３（１番人気）
複勝票数 計 ３７０９４６ 的中 � １６０９５１（１番人気）� ４２３７３（３番人気）� ８２５１０（２番人気）
枠連票数 計 ２１４３８３ 的中 （５－８） ２２８２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６６３１１ 的中 �� ９１９２４（２番人気）
馬単票数 計 ６８４４５６ 的中 �� ４８７１８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８１２８ 的中 �� ２８４８３（２番人気）�� ７００７９（１番人気）�� ２００７４（３番人気）
３連複票数 計 ９２２９２３ 的中 ��� １４８９０９（１番人気）
３連単票数 計２１４７６２９ 的中 ��� ６８９２７（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．６―４８．３―１：００．４―１：１２．１―１：２３．８―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クーデグレイス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．７．１３ 函館５着

２００６．５．１２生 牝３黒鹿 母 グレイスルーマー 母母 ディスクジョッキー ８戦２勝 賞金 ２６，４４３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュガータウン号・サクラスウィープ号は，平成２１年８月１２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。



１７０９３ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第９競走 ��
��１，７００�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走１４時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．７．１２以降２１．７．５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

５８ ケイアイコンセプト 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 小西 一男 新冠 新冠橋本牧場 ５３２± ０１：４５．２ ３．８�

４６ フレンチノワール 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：４５．３クビ ５．７�
３４ � ドリームプレイ 牝４鹿 ５１ 江田 照男�富美男企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５２６＋ ６１：４５．４� ２５．２�
１１ グラスブラスト 牡４青鹿５６ 田中 勝春半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５００－ ６ 〃 ハナ ９．３�
８１５ ディオスクロイ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４ 〃 クビ ３．７�
６１１ ジェントルフォーク 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７２－ ２１：４５．５クビ ６．４	
２２ タマモスクワート 牡４鹿 ５５ 吉田 隼人タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４８４－ ４１：４５．７１� ７．７

２３ � グラスゴッド 牡５栗 ５３ 西田雄一郎半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １００．４�
６１０ セイウンマル 牡６黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ４１：４６．５５ ３０．３�
４７ マイネルトラヴェル 牡６青鹿５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ４１：４６．７１� ７９．４
７１３ チャイニーズフレア 牝５鹿 ５１ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６４＋１０１：４６．８� ６５．４�
５９ プレンティスピード 牡７栗 ５３ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 佐々木亜良 静内 ビツグレツドフアーム B４５８－ ８１：４６．９クビ １０６．９�
８１４ スマートダズル 牝３鹿 ５０ 伊藤 工真�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ２１：４７．１１	 ４１．３�
７１２
 ドノバンシチー 牡６栗 ５４ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John

O’Meara ５２０＋ ４１：４８．２７ １２５．１�
３５ � ツルマイクィーン 牝８栗 ５０ 柴田 大知平岩 健一氏 佐々木亜良 三石 平岩牧場 B４６８＋ ６ 〃 クビ ３８５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，７７３，２００円 複勝： ４７，０１１，４００円 枠連： ２８，５９３，７００円

普通馬連： １４９，９３４，５００円 馬単： ８６，３１３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，４６７，８００円

３連複： １５０，２７５，１００円 ３連単： ３０５，２７７，９００円 計： ８３６，６４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ５４０円 枠 連（４－５） １，１８０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，４５０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ８，２８０円 ３ 連 単 ��� ３２，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２９７７３２ 的中 � ６２８８２（２番人気）
複勝票数 計 ４７０１１４ 的中 � ９５７０７（２番人気）� ５９７８３（３番人気）� １７４６１（８番人気）
枠連票数 計 ２８５９３７ 的中 （４－５） １７９１４（６番人気）
普通馬連票数 計１４９９３４５ 的中 �� ９９３０５（３番人気）
馬単票数 計 ８６３１３０ 的中 �� ３２３３９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９４６７８ 的中 �� ２３９５８（３番人気）�� ６４１４（１７番人気）�� ５８６５（１９番人気）
３連複票数 計１５０２７５１ 的中 ��� １３４０７（２２番人気）
３連単票数 計３０５２７７９ 的中 ��� ６８６０（９９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．５―３０．０―４２．６―５５．３―１：０７．９―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイコンセプト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１２．２３ 中京７着

２００５．２．１８生 牡４鹿 母 ジョディーディア 母母 Graceful Jody １１戦４勝 賞金 ４５，０００，０００円
※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 マチカネミノリ号
（非抽選馬） １頭 ワンダフルドーラ号



１７０９４ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

お ぜ

尾 瀬 特 別
発走１５時１０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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６７ ショウナンカザン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７４＋ ４１：０８．９ １．４�

６８ アモーレヴォレ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ４９４＋ ２１：０９．３２� ５．６�
５６ � セレスダイナミック 	６黒鹿５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４８８－ ８１：０９．６１
 １０．５�
８１２ ナチュラルウィン 牡６青鹿５７ 北村 宏司吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：０９．８１� １７．５�
８１１ スマートエッジ 	９黒鹿５７ 石神 深一大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４３６－ ６ 〃 クビ ３０．７�
４４ � エイシンイッキ 	５栗 ５７ 石橋 脩平井 豊光氏 野中 賢二 米 Gilbert G.

Campbell ４４８－１２ 〃 ハナ ８８．８�
５５ スワンキーポーチ 牝４栗 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：０９．９クビ １２．８	
３３ クリールバレット 牡５鹿 ５７ 黛 弘人横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６６－ ２１：１０．１１� ３６．３

１１ ウインドストーム 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４９８＋ ２ 〃 アタマ ９７．４�
７１０ フェザーウイング 牡５栗 ５７ 蛯名 正義鳴戸 雄一氏 服部 利之 伊達 宮井 孝典 B５０４＋ ２１：１０．４２ ６５．１�
７９ � タカラタロウ 	５鹿 ５７ 北村 友一村山 義男氏 田村 康仁 鵡川 清水ファーム ４６８－１２１：１１．５７ １４８．１
２２ ヤマニンパルファン 牝７黒鹿５５ 伊藤 工真土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ２１：１２．２４ ４０８．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，３４１，３００円 複勝： ９６，６７６，６００円 枠連： ３３，８５８，９００円

普通馬連： １２３，６８２，３００円 馬単： １１２，５８０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７８７，７００円

３連複： １２２，６９０，３００円 ３連単： ３７１，８７３，４００円 計： ９３２，４９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � ２００円 枠 連（６－６） ３００円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２５０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� １，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３６３４１３ 的中 � ２１４９１９（１番人気）
複勝票数 計 ９６６７６６ 的中 � ７２３２０１（１番人気）� ７４４１５（２番人気）� ３９４３０（３番人気）
枠連票数 計 ３３８５８９ 的中 （６－６） ８３６６７（２番人気）
普通馬連票数 計１２３６８２３ 的中 �� ２９７９３６（１番人気）
馬単票数 計１１２５８０８ 的中 �� ２１４６６７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７８７７ 的中 �� ６６８４６（１番人気）�� ３３６７３（２番人気）�� １０７３４（８番人気）
３連複票数 計１２２６９０３ 的中 ��� １１４４８２（１番人気）
３連単票数 計３７１８７３４ 的中 ��� １６４２９４（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．２―１１．４―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．２―４５．６―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカザン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー ２００７．１１．１０ 東京８着

２００５．３．２９生 牡４鹿 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク １９戦４勝 賞金 ７８，１４７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンパルファン号は，平成２１年８月１２日まで平地競走に出走できない。



１７０９５ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４５回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，２０．７．１２以降２１．７．５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 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１４ ミヤビランベリ 牡６栗 ５７ 北村 友一村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９２＋ ４２：００．２ ４．６�

４８ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５３ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２２－ ６２：００．３� ８．１�
７１３ ホッコーパドゥシャ 牡７黒鹿５６ 内田 博幸矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
１２ トウショウシロッコ 牡６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 ４７０－２４ 〃 クビ １１．４�
６１１ デストラメンテ 牡５芦 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０± ０２：００．４クビ １３．７�
６１２ グラスボンバー 牡９黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４２：００．５� ５４．２	
８１５ シャドウゲイト 牡７黒鹿５７．５ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６－ ６ 〃 クビ ５．７

４７ イケトップガン 牡５栗 ５３ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４６２－ ４２：００．６� １５．４�
２３ ドリームフライト 牡５栗 ５２ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５００－１４２：００．７クビ ６５．３�
５９ シルバーブレイズ 牡５鹿 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４６－ ８２：００．９１� ８．７
１１ ミストラルクルーズ 牡６鹿 ５４ 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 ５０４＋ ６ 〃 クビ ２７．１�
２４ レオマイスター 牡４栗 ５４ 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４８２－ ２２：０１．０クビ １１．５�
３５ エリモハリアー 	９鹿 ５７ 木幡 初広山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４４４－ ８ 〃 ハナ ６７．７�
５１０ ナ イ ア ガ ラ 牡６芦 ５４ 村田 一誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６６± ０２：０１．１� ２９．７�
８１６ ワンモアチャッター 牡９黒鹿５３ 吉田 隼人松井 一三氏 佐藤 吉勝 白老 白老ファーム ４５２－ ８２：０１．７３� １９０．８�
３６ カンファーベスト 牡１０黒鹿５５ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４６６－ ２２：０３．４大差 １８０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２６，０４３，０００円 複勝： １７１，０７２，２００円 枠連： １７９，１５１，３００円

普通馬連： ８２５，４３７，６００円 馬単： ４３０，１９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８６，２７３，８００円

３連複： １，０３３，８２４，４００円 ３連単： ２，０７９，４８４，７００円 計： ５，０３１，４８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � ２００円 枠 連（４－７） ７４０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ５００円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，７８０円 ３ 連 単 ��� ２１，１７０円

票 数

単勝票数 計１２６０４３０ 的中 � ２２０６０５（１番人気）
複勝票数 計１７１０７２２ 的中 � ２９３３０６（１番人気）� １５０３０３（５番人気）� ２３０４４３（２番人気）
枠連票数 計１７９１５１３ 的中 （４－７） １７９３８６（２番人気）
普通馬連票数 計８２５４３７６ 的中 �� ２９２３５７（４番人気）
馬単票数 計４３０１９７３ 的中 �� ８０１１５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８６２７３８ 的中 �� ５１４１６（５番人気）�� ９７０２８（１番人気）�� ４８４８１（６番人気）
３連複票数 計１０３３８２４４ 的中 ��� ２０２０４８（３番人気）
３連単票数 計２０７９４８４７ 的中 ��� ７２５１０（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．２―４８．５―１：０１．１―１：１３．１―１：２４．９―１：３６．６―１：４７．９

コーナー
通過順位

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

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

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６栗 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ １８戦６勝 賞金 ２１４，３８６，０００円
〔制裁〕 トウショウシロッコ号の騎手吉田豊は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１５番への進路影響）

ミヤビランベリ号の騎手北村友一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔その他〕 シャドウゲイト号の調教師加藤征弘から，４コーナーでのトウショウシロッコ号の進路の取り方について，走行妨害の申立て

があったが棄却。
※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 レッドアゲート号



１７０９６ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第１２競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６１０� キングスパーク 牡４黒鹿５７ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４６８－ ８２：００．７ ４．７�

５８ クリノメダリスト 牝３栗 ５２ 内田 博幸栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２８－ ２２：００．９１� ３．４�
２２ トリビュートソング 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ４２：０１．１１� ５．４�
６９ シンボリローレンス 牡４黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４７６＋ ４２：０１．４２ １８．４�
５７ ニシノフェリーチェ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 大士 鵡川 西山牧場 ４３４－ ６ 〃 アタマ ２４．３�
８１３ ボ ー マ ン ド 牡６鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ １０．５�
３４ � カシノベガスター 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ４７２－ ８２：０２．３５ １５９．０	
３３ リバイバルシチー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 
友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５０２± ０２：０２．５� １７．９�
７１１ トウショウパンサー 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝トウショウ産業
 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４２４＋１２２：０３．２４ ４．９�
７１２ メイスンヴィグラス 牝３黒鹿５２ 吉田 隼人梅村 浩氏 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 B４３６＋ ４２：０３．３� １３．８
４６ � エイダイブライアン 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮�東振牧場 武市 康男 鵡川 東振牧場 ４６４－１２２：０４．２５ １９０．７�
８１４� クリノラブダンス 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真栗本 博晴氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４９２－ ２２：０５．３７ １８４．５�
１１ � ダイワダイナミック 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 門別 下河辺牧場 ５４２＋ ４２：１３．５大差 １１２．４�
４５ ドリームエレメンツ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥セゾンレースホース
 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－ ２２：２３．７大差 ４９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，８８６，０００円 複勝： ５３，６５５，１００円 枠連： ４３，６６４，０００円

普通馬連： １７４，９７９，１００円 馬単： １０９，３５１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，８４２，５００円

３連複： １９４，８５５，９００円 ３連単： ４２５，０８１，１００円 計： １，０９２，３１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（５－６） ６８０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６３０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ８，７００円

票 数

単勝票数 計 ４１８８６０ 的中 � ７０８０６（２番人気）
複勝票数 計 ５３６５５１ 的中 � ８２４７５（２番人気）� １１５４９４（１番人気）� ６９５８３（４番人気）
枠連票数 計 ４３６６４０ 的中 （５－６） ４７４８０（２番人気）
普通馬連票数 計１７４９７９１ 的中 �� １５８６１５（１番人気）
馬単票数 計１０９３５１１ 的中 �� ４１００６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８８４２５ 的中 �� ３４１５２（１番人気）�� １８１８９（５番人気）�� ２９８５３（３番人気）
３連複票数 計１９４８５５９ 的中 ��� ９０９５４（１番人気）
３連単票数 計４２５０８１１ 的中 ��� ３６０７８（１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１１．５―１２．６―１３．２―１２．７―１２．３―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．０―３４．３―４５．８―５８．４―１：１１．６―１：２４．３―１：３６．６―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�キングスパーク �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 ジェイドロバリー

２００５．４．１５生 牡４黒鹿 母 ジェイドストリーク 母母 シ ゴ ネ ー ラ ２戦１勝 賞金 １０，４００，０００円
地方デビュー ２００８．１０．３１ 笠松

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワダイナミック号・ドリームエレメンツ号は，平成２１年８月１２日まで平地競走に出走できない。



（２１福島２）第８日 ７月１２日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２４８，０８０，０００円
１，７１０，０００円
９，８２０，０００円
２，１９０，０００円
２５，６３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，０２２，５００円
５，２４０，６００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
３８２，２７９，７００円
５９３，６７２，３００円
４２６，７０８，５００円
１，７４０，５４６，１００円
１，１２４，４２３，４００円
４７４，３４４，１００円
２，０５０，２１９，１００円
４，２３６，０２７，０００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 １１，０２８，２２０，２００円

総入場人員 ２０，７６５名 （有料入場人員 １８，１１７名）



平成２１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

１，６１６，４４０，０００円
３３，２３０，０００円
９９，６５０，０００円
１３，７４０，０００円
１５６，７６０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

４９６，２２７，０００円
４０，２６２，８００円
１３，９４９，１００円

勝馬投票券売得金
２，４８５，６５１，５００円
３，９４６，３３８，４００円
２，７０５，３６２，２００円
１０，３７７，６８４，７００円
６，８５８，８７４，７００円
３，０１４，２７３，０００円
１１，６３３，５８５，０００円
２２，５６３，０５４，１００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 ６３，５８４，８２３，６００円

総入場延人員 １１７，７１４名 （有料入場延人員 ８１，０９８名）




