
１６０８５ ７月１１日 曇 稍重 （２２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

２４ タンジブルアセット 牡３鹿 ５６
５５ ☆丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４６０－ ２１：０９．１ ２．４�

３５ カゼノマイヒメ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 日高 佐々木 直孝 ４２４＋１０１：０９．５２� ４．５�
７１４ ウォーターサウンド 牡３栗 ５６ 田中 勝春山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ４１：０９．６クビ ３０．６�
４８ ムラマサヒメ 牝３鹿 ５４ 田中 博康新井 孝治氏 高木 登 浦河 岡本 昌市 ４３０＋ ６１：０９．９１� ７０．４�
５１０ カツヨプリンセス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４４０＋ ２１：１０．０� ７．５�
３６ レオカミカゼ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４７６ ―１：１０．４２� １７．７�
４７ キングボーイ 牡３青鹿５６ 村田 一誠小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 三枝牧場 ４５８＋ ６１：１０．５� ６２．０�
２３ フレンドミリオン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二横尾 晴人氏 菊川 正達 青森 野々宮牧場 ４８０＋ ２１：１０．６クビ ９．５	
５９ リサージェンス 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ １６４．３

６１２ スマイルバラッド 牡３栗 ５６ 吉田 豊��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ８１：１０．７クビ １０．７�
８１６ ヒシカツジェシー 牡３栗 ５６ 池崎 祐介阿部 雅英氏 小笠 倫弘 新ひだか グランド牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ９７．９
１１ ケイアイドリーム 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 松田 三千雄 B４３０＋ ２ 〃 ハナ ９．９�
６１１ ニコニコトート 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥苅部康太郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 原口牧場 ４２４－ ８１：１０．８クビ ２２３．８�
１２ セイウンウェリナ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 丸村村下
ファーム ４６０＋ ２１：１１．６５ １４４．９�

７１３ ギャンビット 牡３栗 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム ５１６＋ ４１：１２．５５ ３０．９�
８１５ アッパレキリシマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 ４８２ ―１：１５．５大差 ２５３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０１１，２００円 複勝： ２７，７７９，１００円 枠連： １５，３８８，２００円

普通馬連： ５４，１２４，１００円 馬単： ３８，９８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５９０，０００円

３連複： ７３，７６６，０００円 ３連単： １１４，０７９，１００円 計： ３６１，７２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ６３０円 枠 連（２－３） ４１０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，４５０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ４，８６０円 ３ 連 単 ��� １７，２９０円

票 数

単勝票数 計 １６０１１２ 的中 � ５３３８６（１番人気）
複勝票数 計 ２７７７９１ 的中 � ８８３０４（１番人気）� ５０９０５（２番人気）� ６７７２（９番人気）
枠連票数 計 １５３８８２ 的中 （２－３） ２７８５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４１２４１ 的中 �� ７２７０４（１番人気）
馬単票数 計 ３８９８６４ 的中 �� ３３３６７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５９００ 的中 �� ２４９５６（１番人気）�� ３３１７（１９番人気）�� ２９１３（２０番人気）
３連複票数 計 ７３７６６０ 的中 ��� １１２０５（１５番人気）
３連単票数 計１１４０７９１ 的中 ��� ４８７１（４２番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．９―１１．３―１２．２―１２．２―１３．０

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．４―３１．７―４３．９―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンジブルアセット �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００９．８．１５ 新潟１４着

２００７．２．２７生 牡３鹿 母 ノースミッチー 母母 ノースエンゼル １１戦１勝 賞金 １４，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッパレキリシマ号は，平成２２年８月１１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 ウメニウグイス号・ナムラトリトン号



１６０８６ ７月１１日 曇 良 （２２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

５１０ パワーショウ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６６＋ ４１：１０．５ ３．７�

７１３ コスモピアチューレ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ５．７�
３６ ワンダフルサルート 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４７２ ― 〃 ハナ １８．５�
６１１ ニシノドバルダーン 牡３鹿 ５６ 酒井 学西山 茂行氏 池添 兼雄 むかわ 西山牧場 ４７４＋ ８ 〃 ハナ ８．２�
６１２ コスモマザーボード 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 森 牧場 ４２０＋ ２１：１０．６クビ ４４．４�
８１６ ガリンペイロ 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 新冠 競優牧場 ４６８－ ４１：１０．９２ ９．９	
１１ サラノガンプ 牝３芦 ５４ 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４７０± ０１：１１．０� １８．３

４７ エスティックセンス 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 B４６０－１４ 〃 アタマ ２３．０�
８１５ サクラメテオ 牡３栗 ５６ 江田 照男�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B４９８＋ ８１：１１．１� ７８．２�
２３ トーンチャイム 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �社台レースホース奥平 雅士 安平 追分ファーム ４８０－１２１：１１．２� ９８．６
５９ コアレスグルーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義小林 昌志氏 田中 清隆 平取 コアレススタッド ４５２－ ２１：１１．３� １４．１�
２４ タケノチャンス 牝３栗 ５４ 千葉 直人�槇本牧場 佐藤 全弘 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３２ ―１：１１．５１� １７２．８�
３５ 	 アポロジャスミン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Angelo Ferro

& Victor Flores ４２０＋ ２１：１１．８２ ３．６�
１２ ウインリザルト 牡３鹿 ５６

５５ ☆丸山 元気�ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４６２＋ ６１：１２．０１ ４５．８�
４８ ラヴアンジェリーク 牝３青 ５４ 岩部 純二大迫久美子氏 萱野 浩二 新冠 村上 欽哉 ４５４＋１０１：１２．２１ ３７８．２�
７１４ キタノサイレンス 
３鹿 ５６ 中舘 英二�木村牧場 高橋 裕 新ひだか 矢野牧場 ４３４－１６１：１３．３７ ５５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４９０，７００円 複勝： ２２，７３０，６００円 枠連： １４，７８７，０００円

普通馬連： ５０，３８７，４００円 馬単： ３３，９５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９５３，４００円

３連複： ６４，１２７，３００円 ３連単： ９３，６７３，８００円 計： ３１２，１０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � ４８０円 枠 連（５－７） １，１９０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� １，２６０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ９，５１０円 ３ 連 単 ��� ４０，３１０円

票 数

単勝票数 計 １４４９０７ 的中 � ３１０５８（２番人気）
複勝票数 計 ２２７３０６ 的中 � ４５９８１（２番人気）� ２３５１９（３番人気）� １００９９（８番人気）
枠連票数 計 １４７８７０ 的中 （５－７） ９２０５（６番人気）
普通馬連票数 計 ５０３８７４ 的中 �� ２６２４７（３番人気）
馬単票数 計 ３３９５９５ 的中 �� ８８１５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９５３４ 的中 �� ７６４４（４番人気）�� ３４６４（１５番人気）�� ２１７５（２２番人気）
３連複票数 計 ６４１２７３ 的中 ��� ４９８１（３４番人気）
３連単票数 計 ９３６７３８ 的中 ��� １７１５（１１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．２―１１．９―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．４―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワーショウ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００９．１１．２９ 東京９着

２００７．３．５生 牡３鹿 母 スリルパッション 母母 サ リ ー ベ ル ７戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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） １頭 リッシンブラボー号
（非抽選馬） ２頭 オウカランマン号・テイエムタイフーン号



１６０８７ ７月１１日 曇 稍重 （２２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）

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

７１３ ジンデンバルト 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４７６－ ４１：４６．８ １２．０�

３５ レ ッ プ ウ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ５４．５�
５８ レチタティーヴォ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 日高 横井 哲 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １２．１�
４６ レッドプラネット 牝３青鹿５４ 蛯名 正義�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４５８－１０１：４７．０１� ６．８�
４７ バトルアステア 牡３黒鹿５６ 松岡 正海宮川 秋信氏 野中 賢二 浦河 有限会社

吉田ファーム ５２６＋ ２１：４７．１� ２．０�
６１１ キャリーザデイ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：４７．５２� ４．０	
６１０ レッドアクセル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 日高 シンボリ牧場 ４８８－ ６１：４７．７１ １０．３

７１２ シベリアンファクト 牡３栗 ５６ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４９６－ ４１：４８．０１� ３７．４�
２３ ク レ イ モ ア 牡３栗 ５６ 村田 一誠�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ５６２± ０１：４８．３２ ４２．１�
２２ クレバーシチー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 富川田中牧場 B５０２＋ ４１：４８．４� ９８．５
１１ ユウターラッキー 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４８８＋ ８１：４８．７２ １１２．６�
３４ トーセンマイスター �３青 ５６

５５ ☆松山 弘平島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４２－ ２１：４９．２３ ２０４．９�

８１４ ディアシルフ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�樽さゆり氏 土田 稔 日高 佐々木 直孝 ４８２＋ ８１：４９．４１� ６５７．８�
５９ トレノジャイアント 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５０８－ ４１：４９．５� ２５３．０�
８１５ バトルパスカル 牡３青鹿５６ 的場 勇人宮川 秋信氏 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４８４－ ４１：５１．９大差 ５２３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，４４９，７００円 複勝： ３２，７７３，５００円 枠連： １７，７５４，１００円

普通馬連： ５２，８６４，９００円 馬単： ４０，８３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０３７，４００円

３連複： ６５，９３１，７００円 ３連単： １１５，０９６，８００円 計： ３６６，７４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３４０円 � １，０７０円 � ３００円 枠 連（３－７） ９，０５０円

普通馬連 �� １８，８４０円 馬 単 �� ３５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８７０円 �� １，０４０円 �� ３，９５０円

３ 連 複 ��� ３４，０８０円 ３ 連 単 ��� １９０，４６０円

票 数

単勝票数 計 １９４４９７ 的中 � １２８２６（５番人気）
複勝票数 計 ３２７７３５ 的中 � ２７２１４（５番人気）� ７０６３（８番人気）� ３１０６６（４番人気）
枠連票数 計 １７７５４１ 的中 （３－７） １４４８（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５２８６４９ 的中 �� ２０７１（３４番人気）
馬単票数 計 ４０８３７８ 的中 �� ８６１（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０３７４ 的中 �� １３７８（２９番人気）�� ５４５８（１３番人気）�� １３４９（３２番人気）
３連複票数 計 ６５９３１７ 的中 ��� １４２８（７２番人気）
３連単票数 計１１５０９６８ 的中 ��� ４４６（３７３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．６―４２．３―５５．１―１：０７．６―１：２０．３―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジンデンバルト �
�
父 グリーンアプローズ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００９．１２．６ 中山７着

２００７．４．２７生 牡３鹿 母 シンプルイズベスト 母母 エバーグレイス ７戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
〔発走状況〕 レップウ号は，枠入り不良。

レッドアクセル号は，枠入りの際他の馬に蹴られたため馬体検査。発走時刻５分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルパスカル号は，平成２２年８月１１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 メジロキャメロン号



１６０８８ ７月１１日 曇 良 （２２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

３３ マイネルカーロ 牡６鹿 ６０ 草野 太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ５００－ ２３：０２．１ ３．７�

３４ ピサノシンボル 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０－ ４３：０２．５２� ８．３�
８１３ アイズオブゾロ �４黒鹿６０ 穂苅 寿彦 �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 ４６４± ０３：０２．６� ３．２�
８１４ クリーバレン 牡４鹿 ６０ 柴田 大知吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５４６＋１０３：０２．９２ ４２．３�
４６ シルクパナシア 牡５鹿 ６０ 山本 康志有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４７２＋ ２３：０３．０クビ １７．７�
５８ ドレックセル 牡７鹿 ６０ 大庭 和弥�森島商事 牧 光二 門別 有限会社

飯田牧場 ５４４－ ２ 〃 クビ ９．８	
４５ クイックステップ 牡５鹿 ６０ 金子 光希岡田 弘夫氏 田中 清隆 門別 松平牧場 ４７８＋ ２３：０４．１７ ３７．３

６１０ ボ ー マ ン ド 牡７鹿 ６０ 平沢 健治大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４６８± ０３：０４．８４ １８．１�
６９ アコガレノダンス 牝４鹿 ５８ 柴田 未崎�グランド牧場 小林 常泰 静内 グランド牧場 ４３０－ ２３：０５．０１� １４１．８�
７１１ ナスノマツカゼ 牡５栗 ６０ 高野 和馬須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４５４－ ６３：０５．７４ ４４．２�
２２ � テイエムサプライズ 牡６栗 ６０ 浜野谷憲尚竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４８６＋ ６３：０６．１２� ５．１�
５７ ワンモアスエルテ 牡６鹿 ６０ 石神 深一下河邉行信氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 ５２０＋２６３：０６．８４ ２１．４�
１１ � キ フ ジ ン 牝５芦 ５８ 蓑島 靖典田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 坂部牧場 ４８２＋１４３：０７．７５ １４７．６�
７１２ リーサムカイト 牡３鹿 ５８

５６ ▲大江原 圭平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４６４－ ４３：０９．８大差 １０６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４４３，１００円 複勝： １７，５３７，０００円 枠連： １６，３０７，７００円

普通馬連： ３８，５５６，７００円 馬単： ３０，１５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７５１，４００円

３連複： ５４，２６５，４００円 ３連単： ８６，６９７，８００円 計： ２６９，７１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １２０円 枠 連（３－３） １，６５０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ２２０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ６，８７０円

票 数

単勝票数 計 １１４４３１ 的中 � ２４９７７（２番人気）
複勝票数 計 １７５３７０ 的中 � ４０２５７（２番人気）� １５２９８（４番人気）� ４８８６８（１番人気）
枠連票数 計 １６３０７７ 的中 （３－３） ７３２１（７番人気）
普通馬連票数 計 ３８５５６７ 的中 �� １９４４７（５番人気）
馬単票数 計 ３０１５８３ 的中 �� １０１５６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７５１４ 的中 �� ６０６０（６番人気）�� １９５９３（１番人気）�� ８３８４（４番人気）
３連複票数 計 ５４２６５４ 的中 ��� ３２７９８（２番人気）
３連単票数 計 ８６６９７８ 的中 ��� ９３２２（１３番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５２．１－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルカーロ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００６．６．１８ 京都２着

２００４．３．３１生 牡６鹿 母 ビンゴハナコ 母母 ビンゴストーク 障害：４戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔騎手変更〕 ボーマンド号の騎手江田勇亮は，負傷のため平沢健治に変更。
※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 シルクプラチナム号



１６０８９ ７月１１日 曇 良 （２２福島２）第８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
１：４６．６

良

良

５７ ヴ ェ イ ロ ン 牡２栗 ５４ 吉田 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６ ―１：５２．５ ３．７�

６１０ エーシンイグアス 牡２鹿 ５４ 田中 勝春�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ５０４ ―１：５２．７１� ３．７�
２２ コスモパシフィズム 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 出口牧場 ４４２ ―１：５２．８� ４．２�
４５ マイネルシュベルト 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人 �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 ４６０ ―１：５２．９� １６．０�
３４ ビービーアックス 牡２鹿 ５４ 田中 博康�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４４４ ― 〃 ハナ １８．６�
６９ コスモソユーズ 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新ひだか マークリ牧場 ４５４ ―１：５３．１１� １１２．１	
８１４ コスモブルーローズ 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４２６ ―１：５３．３１� ５８．８

７１２ ヒ タ タ レ 牡２鹿 ５４ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム ５１８ ―１：５３．４� １０．３�
８１３ エドノリージェント 牡２鹿 ５４ 北村 宏司遠藤 喜松氏 牧 光二 日高 エンドレス

ファーム ４７８ ―１：５４．０３� １００．６�
１１ ウメジマオー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二村田 滋氏 石栗 龍彦 新ひだか 山際セントラルスタッド ４６６ ― 〃 ハナ １２６．６
５８ ハーリーレース 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義岩崎 銀一氏 谷原 義明 浦河 大柳ファーム ４６８ ―１：５４．１� ９．１�
３３ プレシャスマリン 牝２栗 ５４

５３ ☆丸山 元気西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４５２ ―１：５４．５２� ５９．４�
４６ コパノハリケーン 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４９８ ―１：５５．２４ ２５．２�
７１１ ビームライン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４７０ ―１：５５．４１� １８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６３９，６００円 複勝： ２０，０８６，０００円 枠連： １４，６１２，５００円

普通馬連： ４８，８２８，５００円 馬単： ３３，９５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９１０，０００円

３連複： ５６，２５０，４００円 ３連単： ８７，４６８，８００円 計： ２９２，７５５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（５－６） ６３０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ３６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ５，３４０円

票 数

単勝票数 計 １５６３９６ 的中 � ３３７６１（２番人気）
複勝票数 計 ２００８６０ 的中 � ３３０６７（３番人気）� ４２３９７（１番人気）� ３８０９２（２番人気）
枠連票数 計 １４６１２５ 的中 （５－６） １７２１２（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８８２８５ 的中 �� ３８１７３（３番人気）
馬単票数 計 ３３９５９５ 的中 �� １５１４５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９１００ 的中 �� １０３５４（３番人気）�� １０８７３（２番人気）�� １３００４（１番人気）
３連複票数 計 ５６２５０４ 的中 ��� ３７０１５（１番人気）
３連単票数 計 ８７４６８８ 的中 ��� １２１０７（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．４―１３．９―１３．２―１２．７―１２．２―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．５―５０．４―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．５―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．２
１
３

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

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

ヴ ェ イ ロ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．２０生 牡２栗 母 ヘヴンリーロマンス 母母 ファーストアクト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



１６０９０ ７月１１日 曇 良 （２２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

４８ ラバンガルド 牡３栗 ５６ 吉田 豊岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 B４７４＋ ６２：０３．４ ３．６�

１２ ネオサクセス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４７２＋ ６２：０３．６１� ３．９�
６１２ ドリームゴスペル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５１８－１４ 〃 クビ １１．２�
３５ マイネルダウザー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５０４＋ ４２：０３．７� ９．９�
４７ シルクダイドウ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義有限会社シルク谷原 義明 新ひだか 見上牧場 ４３２＋ ２ 〃 クビ ８．７�
１１ マ ー ニ ー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ３８０＋ ２２：０３．９１� ６．７	
５１０ ウインアクレイム 牡３鹿 ５６ 酒井 学前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B５１６－１０ 〃 クビ ３６．６

６１１ シャインドリーム 牝３芦 ５４

５３ ☆丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４１８ ―２：０４．０� １０．４�
８１６ ブリリアントレッド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 ５３０± ０２：０４．１クビ ６０．８�
８１５ ダイワシュガー 牝３黒鹿５４ 的場 勇人大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４２２＋ ６２：０４．２� ２１７．１
３６ タスクミストレス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ２２：０４．３� ４０．３�
２４ ルージュビクトリー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一林 義彦氏 嶋田 功 日高 戸川牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ９４．７�
７１４ コンシエンス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７６± ０２：０４．４クビ ３４．８�
２３ ノアパートナー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠佐山 公男氏 中川 公成 新ひだか 飛野牧場 ４６４－ ２２：０４．５� ２１．１�
５９ テンエイレジェンド 牡３栗 ５６ 西田雄一郎熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９６＋１２２：０６．１１０ ９３．１�
７１３ トーアプリマドンナ 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 ４１８－ ２２：０６．２� ２３９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７２１，０００円 複勝： ２８，８５７，９００円 枠連： ２２，２９９，０００円

普通馬連： ５７，４３８，７００円 馬単： ３９，１７９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６５９，１００円

３連複： ７１，２９２，４００円 ３連単： １０９，５５６，５００円 計： ３６６，００４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ３１０円 枠 連（１－４） ３２０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ８３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 ��� １２，８００円

票 数

単勝票数 計 １６７２１０ 的中 � ３７２９６（１番人気）
複勝票数 計 ２８８５７９ 的中 � ６６７４２（１番人気）� ５１０００（２番人気）� １８５８７（７番人気）
枠連票数 計 ２２２９９０ 的中 （１－４） ５１７７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７４３８７ 的中 �� ５５４５６（１番人気）
馬単票数 計 ３９１７９５ 的中 �� １８７５７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６５９１ 的中 �� １８８６７（１番人気）�� ５７７５（７番人気）�� ５４７３（９番人気）
３連複票数 計 ７１２９２４ 的中 ��� １７２６８（５番人気）
３連単票数 計１０９５５６５ 的中 ��� ６３２１（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２３．９―３６．２―４８．９―１：０２．７―１：１５．５―１：２７．７―１：４０．０―１：５１．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ラバンガルド �
�
父 エイシンプレストン �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２００９．８．２３ 新潟１３着

２００７．４．２生 牡３栗 母 ディコーラム 母母 ドレツシング ６戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔発走状況〕 テンエイレジェンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シャインドリーム号の騎手丸山元気は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
※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 エムオークラウン号・シンボリボルドー号・ニュートリノ号・ノーブルエース号



１６０９１ ７月１１日 曇 稍重 （２２福島２）第８日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

８１４� ギンザクイーンビー 牝４栗 ５５ 蛯名 正義有馬 博文氏 小島 太 早来 ノーザンファーム B４５０－ ６１：４５．８ ２．５�

７１２ ダンサーズブロンド 牝４栗 ５５ 内田 博幸 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９８－ ６１：４６．４３� ９．８�
５９ エレガントマナー 牝４鹿 ５５ 中舘 英二吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 クビ １１．０�
４７ クレバークリス 牝４芦 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ５０８＋２８１：４６．６１ ２５．５�
３５ シャインエフォート 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８２＋１０１：４６．８１� ４．５�
２２ カシマパフューム 牝４栗 ５５ 武士沢友治松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４０８－ ４１：４７．０１� １２２．４	
２３ マチカネナツノジン 牝４鹿 ５５ 村田 一誠吉田 千津氏 奥平 雅士 日高 待兼牧場 ４６６－ ６１：４７．１� ４０．１

５８ カントリードーター 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４７６± ０１：４７．２クビ ２２５．９�
４６ マチカネユウビ 牝３栗 ５２ 吉田 豊吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４１４－ ２１：４７．６２� ３６．２
６１０ ダイワフェズブルー 牝３鹿 ５２ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４８８＋１２１：４７．７クビ ２０．３�
７１３� アッシュアッパー 牝６芦 ５５ 的場 勇人�ターフ・スポート牧 光二 浦河 成隆牧場 ４５４＋ ６１：４７．９１� ８１．８�
１１ � ヨシエンデュランス 牝７黒鹿５５ 江田 照男田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４７６－ ４１：４８．２２ ２５７．４�
８１５� カインドオブブルー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８４± ０ 〃 クビ １８９．５�
３４ ハッピーライフ 牝３栗 ５２ 石神 深一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３６－ ４１：４９．０５ ３．９�
６１１� ランテイジョ 牝４栗 ５５

５２ ▲平野 優内藤 好江氏 岩戸 孝樹 宮城 高友産業 ４３８＋１２１：５２．７大差 ３４８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，２０６，４００円 複勝： ２９，４６５，６００円 枠連： １９，４９８，５００円

普通馬連： ６２，４４３，５００円 馬単： ４４，７９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２３８，５００円

３連複： ７６，０６９，２００円 ３連単： １３０，１８９，８００円 計： ４０２，９１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（７－８） ８８０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ３６０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� ８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １９２０６４ 的中 � ６２７７５（１番人気）
複勝票数 計 ２９４６５６ 的中 � ９０８４５（１番人気）� ２２６２１（５番人気）� ３５４１４（４番人気）
枠連票数 計 １９４９８５ 的中 （７－８） １６３９４（２番人気）
普通馬連票数 計 ６２４４３５ 的中 �� ４４１２５（４番人気）
馬単票数 計 ４４７９９８ 的中 �� ２０６４１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２３８５ 的中 �� １１１３５（５番人気）�� １５９８０（３番人気）�� ４８８８（１１番人気）
３連複票数 計 ７６０６９２ 的中 ��� ２３４４３（６番人気）
３連単票数 計１３０１８９８ 的中 ��� １１２３９（１８番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．０―１２．３―１３．２―１３．０―１２．９―１２．８―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２８．７―４１．０―５４．２―１：０７．２―１：２０．１―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．６
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ギンザクイーンビー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス

２００６．２．１０生 牝４栗 母 アーネストデザイア 母母 リストレーション ８戦１勝 賞金 １４，９００，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランテイジョ号は，平成２２年８月１１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 ゴールドモール号・ベネディーレ号



１６０９２ ７月１１日 曇 良 （２２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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

７１４ メジロマリアン 牝４芦 ５５ 蛯名 正義�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８４－ ２１：４８．５ ６．０�

３６ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５２ 内田 博幸�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４６８－ ８ 〃 クビ ３．８�
５９ レイクメリット 牝４鹿 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：４８．６� ３．３�
６１１� シシャモフレンド 牝５鹿 ５５ 田中 博康阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８６－ ４１：４８．７� ４０．９�
７１３ エ ア ワ ル ツ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：４８．８� １４．１�
３５ クインリーグレイス 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６１：４９．０１� ８０．８	
４８ チェンジオブシーン 牝３青 ５２ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ２ 〃 クビ １１１．２

５１０ ピースオブラック 牝４鹿 ５５ 丸山 元気�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４９０＋ ４１：４９．１クビ １７．６�
４７ トーセンフリージア 牝３鹿 ５２ 吉田 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８０－ ８１：４９．２� ２０．５
２４ ジョウノガーベラ 牝６栗 ５５ 江田 照男小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４８６＋ ６１：４９．３� １１．０�
６１２ ケープタウンシチー 牝５青 ５５ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４７０± ０１：４９．４� ９．５�
１１ ヤマニンアロンディ 牝８栗 ５５ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７４＋ ２ 〃 クビ ８０．２�
８１６ ク ヴ ァ ル ダ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ４１：４９．５� ２５．９�
１２ � マヤノプディーナ 牝５栗 ５５ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 門別 天羽牧場 ４６８＋１６１：４９．７１ ２６０．４�
２３ メジロムーア 牝３鹿 ５２ 松岡 正海�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４７４＋ ４１：５０．５５ ２１．６�
８１５ クニサキレモネード 牝４鹿 ５５ 武士沢友治國島 周夫氏 中島 敏文 むかわ 清野 薫 ４４６＋１４１：５０．６� ２５１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１４２，６００円 複勝： ４１，８７２，４００円 枠連： ２６，６３７，６００円

普通馬連： ９９，３１１，４００円 馬単： ６１，４２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３３４，７００円

３連複： １０７，８１２，１００円 ３連単： １８９，４６５，９００円 計： ５８３，００１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（３－７） ９７０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ５００円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� １２，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２５１４２６ 的中 � ３３２８０（３番人気）
複勝票数 計 ４１８７２４ 的中 � ４４６３７（４番人気）� ７００７２（２番人気）� ９５７７６（１番人気）
枠連票数 計 ２６６３７６ 的中 （３－７） ２０３５９（４番人気）
普通馬連票数 計 ９９３１１４ 的中 �� ５００７３（４番人気）
馬単票数 計 ６１４２４９ 的中 �� １４５７３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３３４７ 的中 �� １２７３０（５番人気）�� １５１０２（３番人気）�� ２９１９１（１番人気）
３連複票数 計１０７８１２１ 的中 ��� ４８７２３（１番人気）
３連単票数 計１８９４６５９ 的中 ��� １１６０９（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．１―４９．０―１：０１．３―１：１３．０―１：２４．６―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メジロマリアン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００８．８．２３ 札幌２着

２００６．２．２６生 牝４芦 母 メジロサンドラ 母母 カ ン パ ナ １４戦３勝 賞金 ３６，６５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アテナブルー号・シュンドルゴナ号・プティプランセス号・プラチナループ号・メイショウボナール号・

メンブランツァ号



１６０９３ ７月１１日 曇 稍重 （２２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，２１．７．１１以降２２．７．４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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１２� アムールマルルー 牡４鹿 ５７ 田面木博公山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Sean Mul-
ryan B５１２－ ２１：４５．５ ５．７�

３４ フェイマステイル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：４５．８２ ６．７�
７１３ リバティーフロー 牡４栗 ５７ 松岡 正海臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：４６．０１� ９．７�
５９ ヤマニンバッスル 牡４鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ５００＋ ２ 〃 クビ ３．７�
６１０ アルダントヌイ 牝５栗 ５１ 吉田 隼人 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４４８－ ８１：４６．１� ３５．１�
８１５� エーシンブイムード 牝５青鹿５３ 柴田 善臣�栄進堂 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４５６＋ ２１：４６．２� １３．９	
３５ リアルヴィクトリー 牡５鹿 ５４ 田中 勝春杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ４０．０

４６ ウインマグナム 牡５栗 ５７ 蛯名 正義�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ １１．０�
４７ � ホットマニューバー 	６栗 ５３ 田辺 裕信吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Lamantia, Blackburn
& Needham/Betz
Thoroughbreds

４７４＋ ４１：４６．３� ８８．４�
１１ マリアージュ 牝５栗 ５３ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４４＋ ４１：４６．４クビ １６．４
８１４ フレンチドール 牝４栗 ５２ 中舘 英二草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４４６＋ ２１：４６．５
 ５．８�
６１１� ベ ロ ー チ ェ 牡７鹿 ５３ 宮崎 北斗モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４５６－ ４１：４６．６� ７０．９�
２２ � ヒロノキョウシュウ 牡５鹿 ５３ 小林 淳一八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４８４－ ２１：４６．８１� ５９．９�
５８ メイショウコレット 牝６栗 ５１ 武士沢友治松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５２－ ２１：４６．９クビ ５１．８�
２３ シ ー マ ー ク 牡３栗 ５２ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２４＋ ６１：４８．４９ １９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，５６２，９００円 複勝： ５２，１０６，８００円 枠連： ３０，３４４，８００円

普通馬連： １２９，９０８，２００円 馬単： ７１，３３１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８９７，５００円

３連複： １４４，５９２，０００円 ３連単： ２５７，４０９，５００円 計： ７５４，１５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ２４０円 � ２８０円 枠 連（３－７） １，１８０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ８７０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ５，２１０円 ３ 連 単 ��� ２７，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２９５６２９ 的中 � ４１０７３（２番人気）
複勝票数 計 ５２１０６８ 的中 � ６８０３０（３番人気）� ６０００１（４番人気）� ４６５７１（５番人気）
枠連票数 計 ３０３４４８ 的中 （３－７） １９０２４（５番人気）
普通馬連票数 計１２９９０８２ 的中 �� ４８３２５（７番人気）
馬単票数 計 ７１３３１３ 的中 �� １３５６１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８９７５ 的中 �� １２８８３（５番人気）�� １１１１６（９番人気）�� ８０９１（１２番人気）
３連複票数 計１４４５９２０ 的中 ��� ２０４８４（１３番人気）
３連単票数 計２５７４０９５ 的中 ��� ６９１８（６６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．６―３０．５―４３．４―５６．３―１：０８．７―１：２０．８―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．８
１
３
６（１４，１５）（１，１０，１２）４（１１，１３）（７，８）２（５，９）３・（６，１４）（１５，１２）（１，１０，４，１３）－（７，１１，８）－２（３，９）５

２
４

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

勝馬の
紹 介

�アムールマルルー �
�
父 Montjeu �

�
母父 Arazi デビュー ２００８．９．２１ 札幌３着

２００６．４．２８生 牡４鹿 母 Elbaaha 母母 Gesedeh １４戦４勝 賞金 ５２，５１９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アグネスラナップ号・プレンティスピード号・ベルモントヤマユリ号
（非抽選馬） ５頭 セクシーザムライ号・ドリームリバイバル号・ヒシウィンザー号・ペガサスヒルズ号・リバイバルシチー号



１６０９４ ７月１１日 曇 良 （２２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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５６ ドリームフォワード 牡３栗 ５４ 内田 博幸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 ４３２－ ２１：０９．４ ４．４�

８１２ ランブルジャンヌ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ４８２－１２ 〃 クビ ５７．６�
４５ エーシンリジル 牝３鹿 ５２ 伊藤 工真�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５２＋ ２１：０９．６１ １０．９�
６８ カホマックス 牝３鹿 ５２ 松岡 正海星野 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 ４６８± ０ 〃 クビ ５．５�
８１３ スガノメダリスト 牡４栗 ５７ 村田 一誠菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７８± ０１：０９．７� ４．３�
４４ � コンプリートラン 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４４６－ ６ 〃 ハナ １５．７	
７１１ オメガユリシス 牡４鹿 ５７ 北村 宏司原 	子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４５８－１４ 〃 ハナ ２２．１

７１０ バロンダンス 牡５栗 ５７ 田中 博康市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４２０± ０ 〃 ハナ ７．５�
５７ サンゴシック 牡４栗 ５７ 松山 弘平幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ７．３�
３３ レイクエルフ 牡５黒鹿５７ 丸山 元気岡田 弘夫氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４０－ ２１：１０．０１� ６９．８
６９ リネンパズル 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４５６＋ ４１：１０．４２
 ２３．６�
２２ レッドリップス 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４７０＋ ８１：１２．０１０ １５．４�
１１ ブルーカーディナル 牡６青鹿５７ 江田 照男 �ブルーマネジメント佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ５１４＋ ４１：１２．３２ ９０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，６４３，９００円 複勝： ４３，５７３，９００円 枠連： ３１，３４０，２００円

普通馬連： １４２，５１６，３００円 馬単： ７７，０７２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，３１４，８００円

３連複： １４５，２８５，５００円 ３連単： ２８１，３１２，５００円 計： ７８７，０５９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � １，３９０円 � ３６０円 枠 連（５－８） ５５０円

普通馬連 �� １４，１２０円 馬 単 �� ２２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３９０円 �� ８９０円 �� ５，１００円

３ 連 複 ��� ３４，４００円 ３ 連 単 ��� ２２２，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２７６４３９ 的中 � ４９６９８（２番人気）
複勝票数 計 ４３５７３９ 的中 � ７４６５６（２番人気）� ６６４７（１１番人気）� ３０９０８（６番人気）
枠連票数 計 ３１３４０２ 的中 （５－８） ４２３３２（１番人気）
普通馬連票数 計１４２５１６３ 的中 �� ７４５２（４３番人気）
馬単票数 計 ７７０７２４ 的中 �� ２５７４（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８３１４８ 的中 �� ２１０３（４４番人気）�� １１１０２（１１番人気）�� １８０２（４９番人気）
３連複票数 計１４５２８５５ 的中 ��� ３１１７（１０５番人気）
３連単票数 計２８１３１２５ 的中 ��� ９３３（６１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．８―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．２―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．０
３ ・（９，１０）（２，５，１２）（６，１３）（１，３，８）７（１１，４） ４ ・（９，１０）（２，１２）５（６，１３）３（１，７，８，４）１１

勝馬の
紹 介

ドリームフォワード �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００９．７．１２ 福島４着

２００７．５．２４生 牡３栗 母 トライトップゴール 母母 ラドンナリリー １０戦３勝 賞金 ３８，６５８，０００円
〔制裁〕 エーシンリジ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３０，０００円。（９番・３番への

進路影響）
〔その他〕 ブルーカーディナル号は，競走中に疾病〔鼻出血（４回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルーカーディナル号は，平成２２年１０月１１日まで出走できない。



１６０９５ ７月１１日 曇 良 （２２福島２）第８日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４６回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，２１．７．１１以降２２．７．４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 ８，７５０，０００
８，７５０，０００

円
円 ４，３００，０００円

付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ４４，０００
４４，０００

円
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

４８ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５２ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６０± ０２：００．４ １９．８�

４７ アルコセニョーラ 牝６黒鹿５４ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２４－ ８ 〃 クビ ９．４�
５９ サンライズベガ 牡６鹿 ５５ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５００－ ４２：００．５� ６．３�
５１０ バトルバニヤン 牡６栗 ５７ 中舘 英二津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ４ 〃 同着 ６．５�
６１２ トウショウシロッコ 牡７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 ４７２－ ８ 〃 クビ ８．１�
６１１ イケドラゴン 牡５栗 ５２ 丸山 元気池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３２＋ ６２：００．６クビ ８．３�
８１６ キョウエイストーム 牡５芦 ５４ 田中 博康田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３６＋ ４２：００．８１� ３２．１	
８１５ マイネルグラシュー 牡６鹿 ５３ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 
桁牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ １１１．０�
３６ ホッコーパドゥシャ 牡８黒鹿５７ 江田 照男矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４７８＋ ２２：００．９クビ １１．８�
７１４ ゼンノグッドウッド 牡７鹿 ５４ 松山 弘平大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５００－ ２ 〃 クビ ５４．９
７１３ サニーサンデー 牡４栗 ５４ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８２－ ６２：０１．１１� ６．６�
２４ ブレーヴハート 牡８黒鹿５３ 田中 勝春吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２４＋ ８２：０１．３１� １３．８�
２３ ダイワジャンヌ 牝５黒鹿５２ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４４２－ ４ 〃 アタマ １０．３�
１１ エリモハリアー �１０鹿 ５７ 酒井 学山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５４－ ８２：０１．７２� １０３．１�
３５ ニルヴァーナ 牡７鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４９４± ０２：０１．８� １５．８�
１２ 	 フサイチアウステル 牡８鹿 ５５ 村田 一誠岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Edward P.

Evans ４８８－ ４２：０２．０１� ８５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０５，３１５，８００円 複勝： １４６，７４８，５００円 枠連： １６４，５６１，０００円

普通馬連： ７２５，５２３，６００円 馬単： ３５２，３２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７２，０２５，１００円

３連複： ９３４，４９０，２００円 ３連単： １，７２３，４６９，６００円 計： ４，３２４，４６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ３７０円 � ２３０円 �
�

１７０円
１８０円 枠 連（４－４） １１，４４０円

普通馬連 �� １１，４４０円 馬 単 �� ２３，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 ��

��
１，４００円
１，３２０円

��
��

７１０円
８４０円

３ 連 複 ���
���

１２，６００円
１４，１８０円 ３ 連 単 ���

���
９１，３００円
９９，４８０円

票 数

単勝票数 計１０５３１５８ 的中 � ４２００６（１１番人気）
複勝票数 計１４６７４８５ 的中 �

�
６３４２８
１７９７８２

（１１番人気）
（２番人気）

� １１８４４０（５番人気）� ２０７８３５（１番人気）

枠連票数 計１６４５６１０ 的中 （４－４） １０６２１（２８番人気）
普通馬連票数 計７２５５２３６ 的中 �� ４６８２９（４９番人気）
馬単票数 計３５２３２７５ 的中 �� １１２９０（１０３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７２０２５１ 的中 ��

��
１３８５４
３７６２６

（４９番人気）
（１０番人気）

��
��

１７９４９
３１１３１

（４１番人気）
（１５番人気）

�� １９０４４（４０番人気）

３連複票数 計９３４４９０２ 的中 ��� ２７３９１（１１１番人気） ��� ２４３１０（１２７番人気）
３連単票数 計１７２３４６９６ 的中 ��� ６９６６（７４２番人気） ��� ６３９３（７８４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．１―１２．２―１２．８―１２．０―１１．７―１１．８―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．９―３６．０―４８．２―１：０１．０―１：１３．０―１：２４．７―１：３６．５―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド モ ナ ラ ズ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ナリタハヤブサ デビュー ２００７．１０．２１ 京都２着

２００５．１．９生 牡５栗 母 アンプルカット 母母 ギヤラントミシー ２７戦６勝 賞金 １１３，９１８，０００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 キャプテンベガ号
（非抽選馬） １頭 チェレブリタ号



１６０９６ ７月１１日 曇 良 （２２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

８１５ イ チ ブ ン 牡３青鹿５４ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４８６± ０２：０１．２ ５．１�

２４ ナイスオペラ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４９０－１０２：０１．４１� ９．５�
８１６ マイネルグート 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ４ 〃 アタマ ９．０�
３６ シャイニータイガー 牡４黒鹿５７ 江田 照男小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４４２＋ ６ 〃 クビ ３．０�
６１２ ハイタッチクイーン 牝３栗 ５２

５１ ☆丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４３２＋ ２２：０１．６１� １６．５�
１２ アースマリン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ４３．０�
６１１ アルファメガハート 牝５鹿 ５５ 中舘 英二�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５４－ ６２：０１．８１� ６５．１	
５９ ラッキーダイス 牝３栗 ５２ 北村 宏司吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４０－ ６２：０１．９クビ ２１．３

７１４ マイネルビジュー 牡６栗 ５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４８６＋ ６２：０２．０� ５．７�

７１３ ダイワモースト 牡４黒鹿 ５７
５５ △伊藤 工真大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４８４＋ ６２：０２．１� ４５．２�

２３ ドナフュージョン 牝５黒鹿５５ 村田 一誠山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４５４－ ２２：０２．２クビ １８．５
１１ � アドベンティスト 牡５芦 ５７ 伊藤 直人 �サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４２：０２．４１� ２９．１�
５１０ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５２ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ ２４．４�
４７ ユーピロンユー 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４４２－ ６２：０２．６１� ４５．７�
４８ � リリーザサン 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優栗嶋 豊明氏 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ４９０－ ８２：０２．９２ ９２．５�
３５ マイネルブリアー 牡６黒鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 田端牧場 ５０６＋ ２２：０３．６４ ９７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，６２３，１００円 複勝： ５６，８７１，０００円 枠連： ４５，５８２，６００円

普通馬連： １５３，０８４，９００円 馬単： ８８，７３０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，４９５，３００円

３連複： １８３，７７２，５００円 ３連単： ３４８，７６３，５００円 計： ９６４，９２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � ３１０円 � ２８０円 枠 連（２－８） １，１９０円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ４，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ８１０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ７，９７０円 ３ 連 単 ��� ３４，６３０円

票 数

単勝票数 計 ３７６２３１ 的中 � ５８３６３（２番人気）
複勝票数 計 ５６８７１０ 的中 � ８６０２１（２番人気）� ４４５２２（５番人気）� ５１６０５（４番人気）
枠連票数 計 ４５５８２６ 的中 （２－８） ２８４５４（５番人気）
普通馬連票数 計１５３０８４９ 的中 �� ４５２７２（８番人気）
馬単票数 計 ８８７３００ 的中 �� １４７０９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０４９５３ 的中 �� １４２２８（８番人気）�� １５７９５（６番人気）�� ７４１３（１８番人気）
３連複票数 計１８３７７２５ 的中 ��� １７０２９（２２番人気）
３連単票数 計３４８７６３５ 的中 ��� ７４３４（８１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．４―１１．９―１２．９―１２．８―１２．６―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３４．９―４６．８―５９．７―１：１２．５―１：２５．１―１：３７．１―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

イ チ ブ ン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Shirley Heights デビュー ２００９．１０．２４ 東京２着

２００７．３．１１生 牡３青鹿 母 チッキーズディスコ 母母 African Dance ６戦２勝 賞金 １６，２００，０００円



（２２福島２）第８日 ７月１１日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
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

２５２，６７０，０００円
１，２８０，０００円
１３，７２０，０００円
２，４６１，０００円
２５，２００，０００円
１４６，０００円
１４６，０００円

６３，９５６，０００円
５，６７８，８００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
３３８，２５０，０００円
５２０，４０２，３００円
４１９，１１３，２００円
１，６１４，９８８，２００円
９１２，７６６，９００円
４６５，２０７，２００円
１，９７７，６５４，７００円
３，５３７，１８３，６００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，７８５，５６６，１００円

総入場人員 １７，１３５名 （有料入場人員 １４，５７６名）



平成２２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

１，６１９，６８０，０００円
３１，５２０，０００円
１１４，８７０，０００円
１３，７２２，０００円
１５５，５７０，０００円
２９１，０００円
２９１，０００円

４９１，７８４，５００円
４０，４０７，４００円
１３，９４９，１００円

勝馬投票券売得金
２，２８４，２５９，６００円
３，６３４，０５８，７００円
２，４６３，９０９，９００円
９，２７８，４８０，３００円
５，７６８，１３６，８００円
２，８７７，４０８，０００円
１０，９１９，８７７，５００円
２０，０１１，１７１，５００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 ５７，２３７，３０２，３００円

総入場延人員 １００，３８４名 （有料入場延人員 ６８，４４７名）




