
１６０６１ ７月４日 曇 重 （２２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

５６ コスモマスタング 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �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 ４５８－ ４１：１１．１ １７．２�

２２ デルマドゥルガー 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４６８－ ４１：１１．２� ７．３�
５５ コスモサンドリヨン 牝２芦 ５４ 田中 博康 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４０６＋ ２１：１１．４１� ４．４�
８１２ ヤサカシャイニー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４４８－ ８ 〃 クビ ３．４�
４４ マイネルマサムネ 牡２栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 出羽牧場 ４４８＋ ２１：１１．７１� １６．６�

６８ フィジークルーズ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３２－ ２１：１２．１２� ２７．１	
（大井）

１１ マイネルゴラッソ 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ ９．９


７９ マハリクマハリタ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４２２－ ６１：１２．４２ １７０．２�
３３ パ テ ィ オ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４１８－ ６１：１２．５クビ ４４．７�
６７ レナキックス 牝２黒鹿５４ 吉田 豊平澤 創氏 根本 康広 浦河 田中スタッド ４６４－ ４１：１２．８２ ４．８
７１０ シルヴィルージュ 牝２芦 ５４ 中舘 英二小林 秀樹氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：１３．５４ ９．９�
８１１ ジパングファースト 牡２栗 ５４ 小林 淳一大野 龍氏 中野渡清一 新ひだか カタオカステーブル ４４８＋ ４ 〃 クビ １２４．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，１１３，９００円 複勝： ２６，２４４，０００円 枠連： １３，７６７，７００円

普通馬連： ５４，４５１，７００円 馬単： ３７，９８０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３９０，３００円

３連複： ７１，０９８，９００円 ３連単： １０５，９４６，２００円 計： ３４４，９９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ４４０円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（２－５） １，５３０円

普通馬連 �� ７，７７０円 馬 単 �� １６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� １，０９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １０，８４０円 ３ 連 単 ��� １２３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １５１１３９ 的中 � ６９６０（８番人気）
複勝票数 計 ２６２４４０ 的中 � １２９５８（８番人気）� １７７０５（６番人気）� ５８１９６（１番人気）
枠連票数 計 １３７６７７ 的中 （２－５） ６６５０（５番人気）
普通馬連票数 計 ５４４５１７ 的中 �� ５１７８（２９番人気）
馬単票数 計 ３７９８０４ 的中 �� １７１２（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３９０３ 的中 �� ２２２３（３０番人気）�� ４６３０（１８番人気）�� ６７６８（８番人気）
３連複票数 計 ７１０９８９ 的中 ��� ４８４３（４６番人気）
３連単票数 計１０５９４６２ 的中 ��� ６３３（３７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．３―１２．０―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．５―４６．５―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモマスタング �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．６．２０ 福島６着

２００８．３．１５生 牡２黒鹿 母 マチカネカゲボウシ 母母 マチカネポルカ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 レナキックス号の調教師根本康広は，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。
※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。



１６０６２ ７月４日 曇 不良 （２２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

６１２ ユメノキズナ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：０８．６ ２．６�
（大井）

７１４ カオカオプリン 牝３黒鹿５４ 江田 照男井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４６± ０１：０８．７� ３．６�
５１０ バンダムシュローム 牡３栗 ５６ 田中 勝春山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 ４９８－ ２１：０９．４４ １５．３�
１１ ノ ボ チ ャ ン 牝３栗 ５４ 松岡 正海�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４２０－ ４１：０９．８２� ２１．５�
２４ ケイアイブル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �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 ４３６－ ８１：０９．９クビ ９．０�
８１５ バスターコール 牡３青鹿５６ 中谷 雄太木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４５６＋２３１：１０．０� ９３．６�
１２ メイショウセキトバ 牡３鹿 ５６ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ５０８－ ２１：１０．２１ ６．２	
７１３ ハロウィンパレード 牝３黒鹿５４ 北村 宏司
下河辺牧場 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４５０－ ８１：１０．３� １４．５�
４７ ギ ガ ワ ッ ト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸
木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５１２＋ ４１：１０．４� １７．５�
６１１ チェンジストリーム 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介杉山 忠国氏 松山 将樹 新ひだか 明治牧場 B４６２＋ ４１：１０．７１� ３２．０
４８ ネイビーウッド 牝３鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４６８＋ ６１：１０．９１ ２４０．７�
３６ クリノオスカー �３黒鹿５６ 幸 英明栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 ４３４－ ６１：１１．０� ９３．４�
８１６ レスピエーグル 牡３鹿 ５６ 千葉 直人佐竹 虔介氏 小林 常泰 新ひだか キヨミネ牧場 ４５４－ ６１：１１．２１� ４３７．５�
２３ シンワオブゴン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４４８＋１２１：１１．５２ １２８．５�
３５ グッドカンパニー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一福本 次雄氏 成島 英春 日高 藤本 直弘 ５２８ ―１：１１．７１ ２０１．３�
５９ トロピックサンダー 牝３鹿 ５４ 小林 久晃会田 満雄氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４６６ ―１：１２．５５ １０３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０４６，１００円 複勝： ２２，８７０，２００円 枠連： １５，４３０，１００円

普通馬連： ４９，７２７，５００円 馬単： ３５，３０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９２４，３００円

３連複： ６１，１３８，５００円 ３連単： ９２，６７０，９００円 計： ３０９，１０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連（６－７） ３６０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ８６０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １０，１３０円

票 数

単勝票数 計 １４０４６１ 的中 � ４３３７６（１番人気）
複勝票数 計 ２２８７０２ 的中 � ５７２３３（１番人気）� ４７８６１（２番人気）� １４４６７（６番人気）
枠連票数 計 １５４３０１ 的中 （６－７） ３２０２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９７２７５ 的中 �� ７４８８０（１番人気）
馬単票数 計 ３５３０１９ 的中 �� ２９１１５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９２４３ 的中 �� ２０９５４（１番人気）�� ４６４２（１２番人気）�� ５６０１（９番人気）
３連複票数 計 ６１１３８５ 的中 ��� １８３４０（５番人気）
３連単票数 計 ９２６７０９ 的中 ��� ６７５２（１８番人気）

ハロンタイム ９．６―１０．８―１０．９―１２．０―１２．５―１２．８

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．４―３１．３―４３．３―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユメノキズナ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．２５ 東京２着

２００７．４．２９生 牝３鹿 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ユウターラッキー号
※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。



１６０６３ ７月４日 曇 不良 （２２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
１：４１．７

良

不良

１１ ビコーペグー 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４５４＋ ４１：４７．８ １２．２�

５８ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 松岡 正海小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋ ６ 〃 クビ ６．２�

７１２ アルファアンジュ 牝３芦 ５４ 戸崎 圭太�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４９４± ０１：４８．２２� ２．１�
（大井）

３４ ラヴァリーウィッチ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩村中 徳広氏 池上 昌弘 新冠 川上 悦夫 ４３０－ ８１：４８．３� １５．３�
５７ ウエスタンエルザ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４５０＋ ４１：４８．５１� ５０．９�
６９ カシマパステル 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４４－ ４１：４８．６� ４２．７	
８１３ トーセンママレード 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣島川 
哉氏 古賀 史生 新冠 オリエント牧場 ４３８± ０１：４８．７クビ ４．９�
８１４ ヴィエナトウショウ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０－ ４１：４９．０２ ８．８�
６１０ コスモイノベーター 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７４± ０１：４９．２１� ５０．７

（豪）

３３ チーリープロット 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介吉田 和子氏 高木 登 日高 正和山本牧場 ４３４－ ２１：４９．４１� ５５．７�

４５ ホーカスポーカス 牝３栗 ５４ 北村 宏司飯田 政子氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４９０－ ８１：４９．８２� ２４．０�
４６ ルージュブリエ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ２１：５０．１１� ３１４．５�
７１１ ケークブレッド 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ５３０ ―１：５０．７３� ７９．２�
２２ キョウエイファイン 牝３栗 ５４ 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 田湯牧場 ４０４＋ ２１：５１．８７ ２８５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４８４，４００円 複勝： ２４，８４１，２００円 枠連： １４，９８８，７００円

普通馬連： ４７，７７１，９００円 馬単： ３７，１０２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１９７，６００円

３連複： ６１，０９６，５００円 ３連単： １０２，７９４，７００円 計： ３２２，２７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２６０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－５） ２，９００円

普通馬連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ５，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ４７０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� １９，８００円

票 数

単勝票数 計 １５４８４４ 的中 � １００７１（５番人気）
複勝票数 計 ２４８４１２ 的中 � １７５４２（５番人気）� ３４１４０（３番人気）� ８５８７０（１番人気）
枠連票数 計 １４９８８７ 的中 （１－５） ３８１９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４７７７１９ 的中 �� １３５１５（８番人気）
馬単票数 計 ３７１０２４ 的中 �� ４５９０（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１９７６ 的中 �� ５２９３（９番人気）�� ９４５７（４番人気）�� １７９９７（２番人気）
３連複票数 計 ６１０９６５ 的中 ��� ２３６８８（６番人気）
３連単票数 計１０２７９４７ 的中 ��� ３８３３（５３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．７―３０．７―４３．５―５６．６―１：０９．６―１：２２．３―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．２
１
３

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

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

ビコーペグー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．７．２５ 新潟７着

２００７．３．１７生 牝３黒鹿 母 サザンクロスビコー 母母 プリンセスビコー １１戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※カシマパステル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１６０６４ ７月４日 曇 重 （２２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

８１５ テルザトゥルース 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム B４８８＋ ４１：０９．１ ６．８�

３６ スズヨジハード 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太鈴木与四郎氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ９１：０９．２� １６．１�
（大井）

２４ ミラクルアゲン 牝３栗 ５４ 石橋 脩浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４３６＋１０１：１０．１５ １７．１�
４７ ミーヒチャラサン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４４４＋ ６１：１０．２� ７７．８�
４８ カシノアレグロ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４４６± ０１：１０．３� ８．４�
７１４� ダイワプライド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 米 Castleton

Lyons ４７６± ０１：１０．４クビ ２．７	
６１２ ピンクデージー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ５０２－ ２１：１０．７１� ７．６

５１０ トップシノワーズ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 尾野 一義 ４６０－ ６１：１０．８� １３６．７�
１２ セトノランナー 牡３栗 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 戸田 博文 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４８－ ２１：１１．０１	 ２９．９�
６１１ ダイワスピアー 牡３鹿 ５６ 田中 博康大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ５２０－ ４１：１１．２１� ３７．２
２３ レ フ テ ィ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也 �高木競走馬育成牧場 高木 登 日高 インターナショ
ナル牧場 ４５６－ ４１：１１．３� ２２２．８�

８１６ ブアットムー 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太加藤 信之氏 小島 茂之 日高 本間牧場 ５０８ ― 〃 クビ ４．６�

５９ マックスカラット 牡３芦 ５６ 津村 明秀鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４８８± ０ 〃 アタマ １４５．８�
７１３ バンブーオーシャン 牡３鹿 ５６ 千葉 直人篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４８６－ ６１：１１．４クビ ４２１．３�
１１ � アポロディグニティ 牡３芦 ５６ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米 Adena

Springs ５１８ ―１：１２．４６ ３７．８�
３５ キングオブハート 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗斎木 隆男氏 清水 英克 新ひだか 三宅牧場 ５００ ―１：１３．７８ ３５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７３４，３００円 複勝： ２４，２３０，７００円 枠連： １７，５８３，７００円

普通馬連： ５２，８５０，４００円 馬単： ３６，６７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６４５，９００円

３連複： ６３，１４０，８００円 ３連単： ９９，７６０，０００円 計： ３２９，６１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２３０円 � ４７０円 � ５１０円 枠 連（３－８） １，１７０円

普通馬連 �� ４，３４０円 馬 単 �� ７，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� １，７８０円 �� ２，９２０円

３ 連 複 ��� ２２，１５０円 ３ 連 単 ��� ８５，３２０円

票 数

単勝票数 計 １６７３４３ 的中 � １９６６７（３番人気）
複勝票数 計 ２４２３０７ 的中 � ３２３７３（２番人気）� １２５７０（６番人気）� １１６０６（７番人気）
枠連票数 計 １７５８３７ 的中 （３－８） １１０９９（６番人気）
普通馬連票数 計 ５２８５０４ 的中 �� ８９９７（１５番人気）
馬単票数 計 ３６６７４１ 的中 �� ３６９３（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６４５９ 的中 �� ３３３１（１８番人気）�� ２５８２（２１番人気）�� １５５０（３０番人気）
３連複票数 計 ６３１４０８ 的中 ��� ２１０４（６４番人気）
３連単票数 計 ９９７６００ 的中 ��� ８６３（２４５番人気）

ハロンタイム ９．６―１０．８―１１．１―１２．１―１２．６―１２．９

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．４―３１．５―４３．６―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テルザトゥルース �
�
父 Yes It’s True �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１０．１７ 東京８着

２００７．４．１９生 牡３栗 母 ストーミンウイニー 母母 Winning Colors ８戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングオブハート号は，平成２２年８月４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） ２頭 キングボーイ号・リサージェンス号
（非抽選馬） １頭 ウメニウグイス号
※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。



１６０６５ ７月４日 曇 稍重 （２２福島２）第６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

６１１ フロールジェナ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４０８ ―１：１１．４ ５．９�

３５ メイショウエデン 牝２鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４０６ ―１：１１．６１� １５．３�
（メイショウラブフォ）

５１０ ダイキチチョウナン 牡２鹿 ５４ 戸崎 圭太西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４８２ ― 〃 アタマ ８．７�
（大井）

５９ セ イ バ リ ー 牝２栗 ５４ 田中 博康�ミルファーム 田島 俊明 浦河 大道牧場 ４２８ ―１：１１．８１� ６５．１�
１２ コスモラングデン 牝２芦 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 ４７８ ―１：１１．９クビ ２１．２�
４８ ビリーヴマイン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４１４ ―１：１２．０� ３．７�
４７ ゲンパチマイラヴ 牝２栗 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７６ ―１：１２．１� ９．６	
８１６ マイネルスフィア 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム ４３２ ―１：１２．２クビ ５．６�
６１２ コスモビートイット 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 インターナショ

ナル牧場 ４６８ ―１：１２．３� ３７．７�
７１３ ティアップゼウス 牡２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４４４ ― 〃 アタマ ３７．８
８１５ メイビーサムタイム 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４４４ ―１：１２．４クビ ２９．８�
２３ モ リ ト ラ ヴ 牡２黒鹿５４ 中舘 英二石橋 忠之氏 水野 貴広 新冠 小松 隆弘 ４６２ ―１：１３．３５ ２０．２�
３６ エーシンジュニア 牡２栗 ５４ 吉田 豊
栄進堂 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５２ ― 〃 アタマ ７．９�
１１ ダイメイパックマン 牡２鹿 ５４ 江田 照男宮本 孝一氏 中野 栄治 新冠 北星村田牧場 ４５２ ―１：１３．５１� ４４．６�
７１４ センターローレル 牝２鹿 ５４ 幸 英明中島 稔氏 境 征勝 浦河 南部 功 ４１６ ―１：１３．６� １４３．１�
２４ ロ ベ ッ ジ 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 平取 赤石牧場 ４００ ―１：１６．１大差 １９９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４４６，３００円 複勝： ２２，５２６，９００円 枠連： １８，８３０，６００円

普通馬連： ５２，０８２，６００円 馬単： ３２，８３１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６３７，３００円

３連複： ６０，８６２，２００円 ３連単： ９２，５４９，４００円 計： ３１２，７６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２３０円 � ４７０円 � ２９０円 枠 連（３－６） １，５１０円

普通馬連 �� ５，２８０円 馬 単 �� ９，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� １，０００円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� １５，０６０円 ３ 連 単 ��� ９３，３１０円

票 数

単勝票数 計 １５４４６３ 的中 � ２０８９６（３番人気）
複勝票数 計 ２２５２６９ 的中 � ２９９０９（３番人気）� １１１５２（７番人気）� ２１０５０（５番人気）
枠連票数 計 １８８３０６ 的中 （３－６） ９２４３（６番人気）
普通馬連票数 計 ５２０８２６ 的中 �� ７２８３（２２番人気）
馬単票数 計 ３２８３１４ 的中 �� ２６２５（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６３７３ 的中 �� ２２４１（２２番人気）�� ４４７９（９番人気）�� ２１３７（２５番人気）
３連複票数 計 ６０８６２２ 的中 ��� ２９８４（５１番人気）
３連単票数 計 ９２５４９４ 的中 ��� ７３２（２９１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．６―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．０―３５．６―４７．６―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロールジェナ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラローレル 初出走

２００８．３．２６生 牝２鹿 母 アドマイヤセレッソ 母母 スターアドマイヤ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロベッジ号は，平成２２年８月４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） ２頭 クラウンフィデリオ号・ラバンビーナ号
※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。



１６０６６ ７月４日 曇 稍重 （２２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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２４ キャプテンハッチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９０± ０２：０１．６ ７．５�

７１３ テープカット 牡３鹿 ５６ 田中 勝春橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか タイヘイ牧場 B４２８－ ６ 〃 クビ ３０．８�
８１６ ヒラボクベア 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋１０２：０１．７� ２４．０�
３６ ニューコネクション 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 ４８２－ ２２：０２．１２� ６．４�
５９ ロードターゲット 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 須崎牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ４．９�

（大井）

２３ サベラージュ 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４４８－ ２２：０２．３� １４．１	
４８ スリーピークス 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４５０－ ２ 〃 クビ １９．７

１２ ドリームプロメテル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 大狩部牧場 ５２６－ ２２：０２．６１� ４．１�
３５ カトルズフライト 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 大北牧場 ４７２－ ４２：０２．７クビ ２３．０�
６１１ カツヨスペシャル 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行丹羽 茂文氏 高橋 義博 浦河 谷口牧場 ４３４－ ２２：０３．４４ ７３．４
６１２ キスショット 牝３栗 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ８２：０３．６１� ４２．４�
１１ ダイワシールド 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４６８－ ４２：０３．８１� ８４．２�
４７ ピサノドラクロワ 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 市川 義美氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ８２：０３．９� ４．８�
（豪）

８１５ ヴォロンテール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５４－ ２２：０４．４３ １２９．１�
７１４ メテオールシャワー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 B５３６－ ２２：０５．２５ １３２．２�
５１０ トップウイナー 牡３鹿 ５６ 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４４６＋ ６２：０５．３クビ １８４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０９６，４００円 複勝： ２８，９４７，４００円 枠連： １５，０８８，９００円

普通馬連： ５９，７０９，４００円 馬単： ３６，０９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４６９，９００円

３連複： ６８，０９６，５００円 ３連単： １０４，２８１，４００円 計： ３４８，７８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２５０円 � １，３００円 � ６９０円 枠 連（２－７） ６，７００円

普通馬連 �� １６，９３０円 馬 単 �� ２７，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２７０円 �� ２，９２０円 �� ７，８７０円

３ 連 複 ��� １０６，９３０円 ３ 連 単 ��� ５９６，５９０円

票 数

単勝票数 計 １６０９６４ 的中 � １７０５５（５番人気）
複勝票数 計 ２８９４７４ 的中 � ３６５０４（５番人気）� ５１６２（１１番人気）� １０３８４（８番人気）
枠連票数 計 １５０８８９ 的中 （２－７） １６６４（２６番人気）
普通馬連票数 計 ５９７０９４ 的中 �� ２６０３（４２番人気）
馬単票数 計 ３６０９４６ 的中 �� ９８０（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４６９９ 的中 �� １１８１（４０番人気）�� １７４３（３２番人気）�� ６３５（５８番人気）
３連複票数 計 ６８０９６５ 的中 ��� ４７０（１９５番人気）
３連単票数 計１０４２８１４ 的中 ��� １２９（１０８２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１１．５―１２．６―１２．８―１２．３―１２．２―１２．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．７―３５．２―４７．８―１：００．６―１：１２．９―１：２５．１―１：３７．１―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

キャプテンハッチ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．１１．１４ 東京８着

２００７．３．１５生 牡３鹿 母 タガノキャンディ 母母 キャンディウーマン ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔騎手変更〕 メテオールシャワー号の騎手藤岡康太は，第３回阪神競馬第５日での負傷のため国分恭介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルダウザー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１６０６７ ７月４日 晴 重 （２２福島２）第６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
１：４１．７

良

不良

８１５ カンマビード 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム ４７４＋ ４１：４７．５ ７．４�

２３ ロトシリウス 牡３黒鹿５６ 幸 英明國武 佳博氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４５８＋ ６１：４７．６� ２３．５�
３４ エ ド ヒ ガ ン 牡３芦 ５６ 吉田 豊吉田 和子氏 清水 英克 日高 横井 哲 ４８２＋ ４１：４８．０２� ２．５�
６１１ ブライトベイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義染谷 幸雄氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド ４７２± ０１：４８．１クビ １１．８�
７１２� チャーミングキラー 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太臼田 浩義氏 小笠 倫弘 米 Hiroyoshi

Usuda ４５８－ ２１：４９．０５ ２９．３�
（大井）

４７ トウカイアローネ 	３青鹿５６ 岩部 純二内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４８８＋ ２１：４９．５３ １１３．９�
１１ � ティアランドール 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �グリーンファーム 柴崎 勇 米 Peter J.

Pasteris ４６０± ０１：４９．６クビ １４０．３	
５８ トウショウカナル 牡３栗 ５６ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４３４－１８１：４９．９２ ９２．３

４６ メイショウフント 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ２１：５０．１１ １８６．１�
７１３ ハイスピードバトル 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン ５０４＋ ４ 〃 クビ ５０．７�
５９ ゴールインマーク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８８－ ４１：５０．３１� ２．８�
８１４ ノルカソルカ 牡３鹿 ５６ 小林 久晃松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 大塚牧場 ４８２± ０１：５１．１５ ２５０．３�
６１０ ウインジョーカー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�ウイン 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 ４３６＋ ８１：５１．５２� １２７．２�
３５ ブラックサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康日東牧場 大竹 正博 浦河 日東牧場 ５４０＋ ６１：５２．３５ ２６．１�
２２ ケージーマサムネ 牡３栗 ５６ 松岡 正海川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ５２４－１０１：５２．５１� １１．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，８６３，３００円 複勝： ２７，５７３，２００円 枠連： １９，３０５，６００円

普通馬連： ６３，６５６，３００円 馬単： ４７，４９５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１７６，２００円

３連複： ７３，０７２，８００円 ３連単： １３６，８４０，３００円 計： ４０８，９８３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２２０円 � ４３０円 � １３０円 枠 連（２－８） ２，５３０円

普通馬連 �� ９，４００円 馬 単 �� １９，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５８０円 �� ４１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ７，１８０円 ３ 連 単 ��� ７７，６９０円

票 数

単勝票数 計 １８８６３３ 的中 � ２０２３４（３番人気）
複勝票数 計 ２７５７３２ 的中 � ２９７７７（３番人気）� １１５１１（７番人気）� ８６６２５（１番人気）
枠連票数 計 １９３０５６ 的中 （２－８） ５６５０（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６３６５６３ 的中 �� ４９９８（２１番人気）
馬単票数 計 ４７４９５３ 的中 �� １８２９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１７６２ 的中 �� １９６８（２６番人気）�� １４６９８（３番人気）�� ５１７０（１１番人気）
３連複票数 計 ７３０７２８ 的中 ��� ７５２０（１９番人気）
３連単票数 計１３６８４０３ 的中 ��� １３００（１９５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．７―３０．９―４４．０―５７．２―１：０９．９―１：２２．１―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カンマビード �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ステートリードン デビュー ２０１０．２．２１ 東京１０着

２００７．２．２１生 牝３栗 母 シルクサファイア 母母 ア グ サ ン ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００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） １頭 マキシムトパーズ号
（非抽選馬） ３頭 アポロプレシャス号・カシマパステル号・コウガ号
※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。



１６０６８ ７月４日 晴 稍重 （２２福島２）第６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）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５１０ オメガブルーライン 牝３芦 ５２ 松岡 正海原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４１：０８．２ ４．６�

７１４ ダブルフレーバー 牝４栗 ５５ 吉田 豊 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４８２＋１８１：０８．６２� ２０．６�
５９ バクシンカーリー 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ２．５�
２４ メイクユーハッピー 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４９４＋１０１：０８．７� １７．７�
６１１ ヤマニンファンシー 牝５鹿 ５５ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６０＋ ２１：０９．１２� ４１．０�
６１２ サマーコード 牝３鹿 ５２ 中谷 雄太石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４１８－ ２１：０９．２� ９２．４	
３６ マンダリンレイ 牝３鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４２０－ ６ 〃 ハナ ７１．８

８１５ マドモアゼルノン 牝３黒鹿５２ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４３８＋ ４１：０９．６２� ３０９．１�
３５ プレミアムカラー 牝３栗 ５２

５０ △伊藤 工真飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４５０± ０１：０９．７� ２２．５�
４７ � レジェトウショウ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗トウショウ産業 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８＋ ９１：０９．８クビ １９８．８�
８１６ サンマルプリンセス 牝３鹿 ５２ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ ３２．７�
７１３ セレブビスティー 牝３鹿 ５２ 戸崎 圭太備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 土居 忠吉 ４２８± ０１：０９．９クビ １３．８�

（大井）

１１ � オサナゴコロノキミ 牝５芦 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４５２± ０１：１０．４３ １３２．３�
１２ � アメージングソール 牝３鹿 ５２

４９ ▲菅原 隆一 �スカイツリーレーシング 保田 一隆 新冠 アサヒ牧場 ４４６－１２１：１０．５� ２４４．７�
２３ オ ク ル ス 牝３鹿 ５２ 中舘 英二山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５２－ ６１：１０．６� ３．２�
４８ � ネヴァセイネヴァー 牝３鹿 ５２ 田中 博康中島 稔氏 境 征勝 新冠 川上牧場 ４１０－ １１：１１．９８ １４１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８２３，９００円 複勝： ３１，５１４，３００円 枠連： ２６，９６２，４００円

普通馬連： ８３，４５５，２００円 馬単： ５５，２９１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５５３，９００円

３連複： ９５，６９５，６００円 ３連単： １７２，０９６，２００円 計： ５１６，３９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � ４４０円 � １３０円 枠 連（５－７） ６７０円

普通馬連 �� ３，８７０円 馬 単 �� ６，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ２９０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，９７０円 ３ 連 単 ��� ２３，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２２８２３９ 的中 � ３９９３４（３番人気）
複勝票数 計 ３１５１４３ 的中 � ５４６３１（３番人気）� １２５９６（７番人気）� ８４７５１（１番人気）
枠連票数 計 ２６９６２４ 的中 （５－７） ２９７７３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８３４５５２ 的中 �� １５９２３（１４番人気）
馬単票数 計 ５５２９１５ 的中 �� ６１００（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５５３９ 的中 �� ６４２１（１３番人気）�� ２８１５８（２番人気）�� ７７０６（７番人気）
３連複票数 計 ９５６９５６ 的中 ��� ２３７８６（７番人気）
３連単票数 計１７２０９６２ 的中 ��� ５４４６（６０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．１―１０．６―１１．７―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．９―３２．５―４４．２―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガブルーライン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１８ 新潟４着

２００７．２．９生 牝３芦 母 レ イ ラ イ ン 母母 エ ル レ イ ナ ７戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔騎手変更〕 サマーコード号の騎手藤岡康太は，第３回阪神競馬第５日での負傷のため中谷雄太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネヴァセイネヴァー号は，平成２２年８月４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 ドリームピーチ号
※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。



１６０６９ ７月４日 曇 稍重 （２２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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６６ ヤマニンエルブ 牡３栗 ５４ 蛯名 正義土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４５８± ０２：０２．０ ５．８�

７９ トーセンオーパス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２ 〃 アタマ ２．６�
４４ � タ ツ ク ー ル 牡５栗 ５７ 内田 博幸鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４８６＋ ４２：０２．１� ３．９�
２２ キンセイポラリス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９６－ ４２：０２．５２	 ５．９�
５５ クリノメダリスト 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２８＋ ６２：０２．８１� １４．５�
８１１�
 シベリアンアロー 牡４栗 ５７ 伊藤 工真藤田 在子氏 矢野 英一 米 G. Watts

Humphrey, Jr. ４５２－ ４ 〃 クビ ３７．４�
６７ 
 チーフヴァージニア 牝５黒鹿５５ 千葉 直人篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４４４± ０２：０３．０１� ２６０．２	
７８ ジェイケイラン 牝４黒鹿５５ 江田 照男小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８８＋ ６２：０３．２１� ２２．７

８１０ トウショウパンサー 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥トウショウ産業� 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 ４３０＋ ６２：０３．４１ １１．７�
１１ ガリレオシチー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１０＋ ８２：０３．６１	 ４９．１
３３ エミネムシチー 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５０＋ ２２：０５．３大差 ６４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，９５５，６００円 複勝： ３１，８８２，２００円 枠連： １８，９０１，５００円

普通馬連： ８８，１９７，１００円 馬単： ５９，８５６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６２６，３００円

３連複： ９４，１５２，６００円 ３連単： ２０８，０４２，７００円 計： ５５１，６１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（６－７） ６９０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２４９５５６ 的中 � ３４０６０（３番人気）
複勝票数 計 ３１８８２２ 的中 � ４５６３５（３番人気）� ８１２２１（１番人気）� ６９２６８（２番人気）
枠連票数 計 １８９０１５ 的中 （６－７） ２０２７５（３番人気）
普通馬連票数 計 ８８１９７１ 的中 �� ８３１０８（２番人気）
馬単票数 計 ５９８５６５ 的中 �� ２４０４３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６２６３ 的中 �� ２０８７９（２番人気）�� １５６９１（４番人気）�� ３３９０５（１番人気）
３連複票数 計 ９４１５２６ 的中 ��� ７６０８９（２番人気）
３連単票数 計２０８０４２７ 的中 ��� ２６７２１（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．４―１：０１．５―１：１４．５―１：２７．０―１：３８．９―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０
１
３
６－１０，２－９－（１，１１）（３，４）（７，５）８
６（１０，２）（９，１１，５）３（８，１，４）７

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンエルブ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１１．２８ 京都１０着

２００７．３．４生 牡３栗 母 ヤマニンソリテール 母母 マ ダ ニ ナ ８戦２勝 賞金 １８，３１５，０００円
※出走取消馬 コンボイ号（疾病〔感冒〕のため）



１６０７０ ７月４日 曇 重 （２２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 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
１：４１．７

良

不良

２２ ジョウノボヘミアン 牡４鹿 ５７ 吉田 豊小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 ５１０＋１２１：４４．３ ４．７�

５９ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５４ 内田 博幸齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８１：４４．７２� ５．１�
１１ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 中舘 英二馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６２＋ ４ 〃 クビ １２．５�
８１５ アンヴェイル 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８± ０１：４４．８クビ １１．４�
７１２� アストレーション 牡４栗 ５７ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４８８－ ４１：４５．１２ ４．９�
６１１ コスモイフリート 牡３栗 ５４ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５００＋ ２ 〃 クビ ５１．９	

（大井）

２３ � ゴールデンルーヴェ 牡５栗 ５７ C．ウィリアムズ 広尾レース� 森 秀行 米 Barnett
Enterprises ４９６＋ ６１：４５．８４ ７．３


（豪）

４７ メイショウツチヤマ 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７８＋ ２ 〃 同着 ７．３�
７１３� エ イ ワ ナ ギ 牡７鹿 ５７ 津村 明秀永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２８－ ２１：４６．２２� １１７．７�
８１４ ヨ ク バ リ 牡５鹿 ５７ 国分 恭介小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７０＋ ２１：４６．３クビ ３０．７
４６ マイネランデブー 牝５栗 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ３１：４６．７２� ３０８．１�
３４ マルタカラッキー 牡５黒鹿５７ 幸 英明�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４８２＋ ６１：４６．８	 ３９．７�
５８ タガノタイムピース 牡５鹿 ５７ 畑端 省吾八木 良司氏 吉田 直弘 小清水 千島北斗牧場 ５０４＋ ２１：４８．０７ １０．２�
６１０ ローンジャスティス 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：４８．２１ ７９．６�
３５ 
 ツルマイクィーン 牝９栗 ５５ 南田 雅昭平岩 健一氏 河野 通文 三石 平岩牧場 B４６０－ ２１：４８．７３ ３５６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，６２４，０００円 複勝： ５３，０５９，６００円 枠連： ３２，７２３，１００円

普通馬連： １４４，６５６，２００円 馬単： ７９，２００，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，６１９，３００円

３連複： １５６，９６７，１００円 ３連単： ２８９，６９７，０００円 計： ８２７，５４７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ３００円 枠 連（２－５） ６３０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ９６０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� ２６，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３１６２４０ 的中 � ５４１００（１番人気）
複勝票数 計 ５３０５９６ 的中 � ７８３０７（２番人気）� ７７３３７（３番人気）� ４０３２６（６番人気）
枠連票数 計 ３２７２３１ 的中 （２－５） ３８６１７（１番人気）
普通馬連票数 計１４４６５６２ 的中 �� ７１４７０（３番人気）
馬単票数 計 ７９２００７ 的中 �� １９０２２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９６１９３ 的中 �� １５９６０（３番人気）�� １００７５（１２番人気）�� ８９０１（１４番人気）
３連複票数 計１５６９６７１ 的中 ��� ２３２８２（１２番人気）
３連単票数 計２８９６９７０ 的中 ��� ８１８８（７３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．０―４１．０―５３．５―１：０５．６―１：１８．５―１：３１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ジョウノボヘミアン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．２１ 東京１着

２００６．５．１４生 牡４鹿 母 ク リ ヴ ィ ア 母母 シーズグレイス ６戦４勝 賞金 ４４，７０５，０００円
〔発走状況〕 タガノタイムピース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 セクシーザムライ号・リバイバルシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１６０７１ ７月４日 曇 良 （２２福島２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第５９回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳，２１．７．４以降２２．６．２７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 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００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

７１４ アロマカフェ 牡３黒鹿５５ 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４５６± ０１：４７．３ ７．３�

４８ クォークスター 牡３栗 ５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ ６．１�
（豪）

８１５ レ ト 牡３鹿 ５５ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ４３６－ ６１：４７．４� １７．２�

６１２ ナイスミーチュー 牡３鹿 ５３ 松岡 正海�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：４７．５クビ １７．４�
５９ トゥザグローリー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ ２．６�
７１３� リリエンタール 牡３鹿 ５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４２８＋ ４１：４７．９２� １２．１	
８１６ シャイニンアーサー 牡３黒鹿５３ 田中 勝春市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４８０＋ ４ 〃 クビ ２２．０

２４ ガ ル ボ 牡３青 ５７ 吉田 豊石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４５４± ０１：４８．０クビ ３４．６�
６１１ アースガルド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ２１．０�
５１０ セ イ リ オ ス 牡３鹿 ５３ 津村 明秀 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：４８．１� ３６．０
３６ コスモヘレノス 牡３鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム B４９８－ ８１：４８．２� ４２．０�
１２ レッドスパークル 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４７６＋ ２ 〃 ハナ １８．９�
１１ ドリームカトラス 牡３鹿 ５３ 国分 恭介セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ４１：４８．３� １５．０�
２３ ジャングルハヤテ 牡３黒鹿５２ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４６６± ０１：４８．４� ２８．９�
３５ フローライゼ 牡３栗 ５４ 伊藤 工真飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８４± ０１：４８．８２� １０４．１�
４７ モ ズ 牡３青 ５４ 中舘 英二�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B４６４－ ８１：５０．０７ ２５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３４，４３３，２００円 複勝： １８０，７００，４００円 枠連： １７０，４７５，０００円

普通馬連： ７４２，７５０，６００円 馬単： ３８２，６０７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９５，３４８，９００円

３連複： ９４１，４０９，３００円 ３連単： １，７４９，１２４，６００円 計： ４，４９６，８４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � ４２０円 枠 連（４－７） １，０００円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １，５６０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ９，５１０円 ３ 連 単 ��� ４７，０００円

票 数

単勝票数 計１３４４３３２ 的中 � １４５４６１（３番人気）
複勝票数 計１８０７００４ 的中 � １９８２１５（３番人気）� ２５６２７８（２番人気）� ９８０１９（５番人気）
枠連票数 計１７０４７５０ 的中 （４－７） １２６８０３（３番人気）
普通馬連票数 計７４２７５０６ 的中 �� ３００７７５（４番人気）
馬単票数 計３８２６０７４ 的中 �� ７５４６７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９５３４８９ 的中 �� ６０５７８（４番人気）�� ３０４９２（１４番人気）�� ２９９８７（１５番人気）
３連複票数 計９４１４０９３ 的中 ��� ７３１３１（２０番人気）
３連単票数 計１７４９１２４６ 的中 ��� ２７４６７（１０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３５．５―４８．１―１：００．４―１：１１．９―１：２３．５―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

アロマカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ハートレイク デビュー ２００９．１２．２０ 中山３着

２００７．３．９生 牡３黒鹿 母 カリーノカフェ 母母 ジ ャ カ ー ド ８戦３勝 賞金 ６７，５２５，０００円
〔騎手変更〕 レッドスパークル号の騎手藤岡康太は，第３回阪神競馬第５日での負傷のため後藤浩輝に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オリエンタルジェイ号・ニーマルオトメ号
（非抽選馬） １頭 ファーストグロース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１６０７２ ７月４日 曇 良 （２２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

６１１ オモイデサクラ 牝３黒鹿５２ 後藤 浩輝井口 莞爾氏 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４６６＋ ６１：０９．０ ３．０�

８１５ シャフツレディ 牝５鹿 ５５
５３ △伊藤 工真�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ １０．５�

７１３ ゴールドジャパン 牝３鹿 ５２ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４６０＋ ２１：０９．２１� ７．１�
５９ フィールザファン 牝３黒鹿５２ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４４０＋ ４１：０９．４１� ８．６�
５１０� フラッシュバット 牝５栗 ５５ 西田雄一郎桜井 欣吾氏 本間 忍 門別 浦新 徳司 ４７４－ ２１：０９．６１� ８１．７�
８１６� ヴ ォ ー グ �４芦 ５７ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 市川フアーム B４７０＋ ４１：０９．８１ ４５．７�
６１２ ランドスパウト 牝３青 ５２ 田中 博康吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ ５１．２	
７１４ ロックザネーション 牡３黒鹿５４ 北村 宏司田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４８０＋ ２１：０９．９� １２７．４

３５ � コーヒーゼリー 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人小野 博郷氏 坂本 勝美 三石 稲葉牧場 ４４２± ０１：１０．２１	 ５４．５�
４７ � メルシーマック 牡６芦 ５７ 宮崎 北斗永井 康郎氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ １０４．７�
４８ � シチリアーナ 牝５黒鹿５５ 幸 英明岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６０± ０ 〃 ハナ ９３．７
２４ ジョーレオーネ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二上田けい子氏 清水 美波 新冠 平山牧場 B４７４＋ ４１：１０．４１ ２４．２�
１１ カシノヘラクレス 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４８０－ ２１：１０．５� ８４．０�
２３ ビバサムシング 牝３黒鹿５２ 戸崎 圭太�高瀬牧場 小林 常泰 新冠 須崎牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ ７．８�

（大井）

１２ ヤマニンオクタゴン 牡４鹿 ５７ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ６１：１０．８１	 ３．５�
３６ � マンガンオトメ 牝４黒鹿５５ 柄崎 将寿安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４２２＋ ４１：１１．６５ ２９２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，５０２，０００円 複勝： ４９，７６７，４００円 枠連： ３６，９４４，２００円

普通馬連： １４３，３６２，６００円 馬単： ９２，９３１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，３１９，７００円

３連複： １７７，３９３，５００円 ３連単： ３６７，１３８，４００円 計： ９５１，３５９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � ２７０円 枠 連（６－８） １，３６０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ５２０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ２０，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３９５０２０ 的中 � １０４３５７（１番人気）
複勝票数 計 ４９７６７４ 的中 � １０６８２２（２番人気）� ４１４０２（６番人気）� ４３５３８（５番人気）
枠連票数 計 ３６９４４２ 的中 （６－８） ２００８６（８番人気）
普通馬連票数 計１４３３６２６ 的中 �� ６４９４８（８番人気）
馬単票数 計 ９２９３１５ 的中 �� ２４７４７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４３１９７ 的中 �� １９２５２（６番人気）�� ２１９９７（４番人気）�� ８６１９（１４番人気）
３連複票数 計１７７３９３５ 的中 ��� ３３２２４（１３番人気）
３連単票数 計３６７１３８４ 的中 ��� １３２６３（６０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．８―１１．６―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．６―４５．２―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オモイデサクラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．１ 新潟１２着

２００７．３．２７生 牝３黒鹿 母 トニーズメモリイ 母母 ピーチブルーム １０戦２勝 賞金 １６，２５０，０００円
〔発走状況〕 コーヒーゼリー号は，枠入り不良。

コーヒーゼリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ロイヤルロード号
（非抽選馬） ９頭 サントアスコット号・タナカラボタモチ号・ディパーチャーズ号・ドゥービリーヴイン号・ドンスピリタス号・

ファーストメジャー号・マスターチアフル号・ミオリチャン号・ユウキサンオーラ号
※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。



（２２福島２）第６日 ７月４日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２２１，６１０，０００円
２，５５０，０００円
２２，４００，０００円
１，８４０，０００円
２２，０８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，８８０，０００円
４，９２６，０００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
３６５，１２３，４００円
５２４，１５７，５００円
４０１，００１，５００円
１，５８２，６７１，５００円
９３３，３６７，７００円
４６８，９０９，６００円
１，９２４，１２４，３００円
３，５２０，９４１，８００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 ９，７２０，２９７，３００円

総入場人員 １７，８６０名 （有料入場人員 ）




