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１７０８５ ７月８日 曇 重 （２４福島２）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０８．６
１：０７．８

良

良

７１４ アイサレジョウズ 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ３９２－ ２１：１１．３ ５．６�

６１２ ラ ノ ラ ラ ク 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 ４５８＋ ２１：１１．７２� １３．５�
１１ アンスーリール 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４２４± ０１：１２．０１� １０．３�
７１３ クラウンプルートゥ 牡２黒鹿５４ 鈴来 直人矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４４２－ ２１：１２．１� ７２．２�
１２ スパイクラベンダー 牝２鹿 ５４ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４１４＋１０１：１２．２� １２８．１�
５１０ エ チ ュ ー ド 牝２青鹿５４ 武士沢友治星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４２２＋ ２ 〃 アタマ ７．１	
３６ フリティラリア 牝２芦 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８－ ６ 〃 クビ １．７

４７ ゴッドガーデン 牝２栗 ５４ 西田雄一郎柴原 榮氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４２０± ０１：１２．４１� １１４．６�
４８ メ ボ ン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲原田 和真柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 小田 誠一 ４２６＋ ８１：１２．５� ５４．５�
８１６ ワンダフルジュエル 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ６４．６
２４ ダイメイバンダム 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信宮本 孝一氏 石栗 龍彦 青森 長谷地 義正 ４３２－ ６ 〃 アタマ ７６．３�
２３ マ ド ニ ー ナ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３９０＋１４１：１２．６クビ ３３．１�
５９ キャロルツリー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊魚住 啓市氏 田島 俊明 新冠 高橋 忍 ４３６－１０１：１２．８１� １２９．２�
６１１ カシノハッピー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 ４４２－ ４１：１２．９� ３１９．８�
３５ コスモバレンタイン 牝２芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 中村農場 ３８８－ ４１：１３．１１� ３３．５�
８１５ ミラクルチャンス 牝２栗 ５４ 太宰 啓介井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４９０＋ ４１：１４．６９ １４５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７６０，０００円 複勝： ３７，９９０，６００円 枠連： １４，２１３，３００円

馬連： ４６，２０２，３００円 馬単： ３７，４５５，４００円 ワイド： ２１，８４２，９００円

３連複： ６６，６５１，４００円 ３連単： １１４，７０４，９００円 計： ３５８，８２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２２０円 � ３８０円 � ３４０円 枠 連（６－７） １，９９０円

馬 連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ５，１５０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� １，０００円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ７，９７０円 ３ 連 単 ��� ３７，８５０円

票 数

単勝票数 計 １９７６００ 的中 � ２７８５７（２番人気）
複勝票数 計 ３７９９０６ 的中 � ５１３５２（２番人気）� ２４６８３（５番人気）� ２８６８４（４番人気）
枠連票数 計 １４２１３３ 的中 （６－７） ５２７６（８番人気）
馬連票数 計 ４６２０２３ 的中 �� １３４２７（８番人気）
馬単票数 計 ３７４５５４ 的中 �� ５３６８（１４番人気）
ワイド票数 計 ２１８４２９ 的中 �� ５５９８（９番人気）�� ５４３０（１０番人気）�� ３０４２（１７番人気）
３連複票数 計 ６６６５１４ 的中 ��� ６１７８（２４番人気）
３連単票数 計１１４７０４９ 的中 ��� ２２３７（１０９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．３―１２．２―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．３―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３７．０
３ ・（８，９，１２）（１０，１３，１４）１６（６，１，２）（３，７）（５，４）－１５－１１ ４ ・（８，９，１２）（１０，１３，１４）（６，１，２，１６）（３，５，７）４－１１，１５

勝馬の
紹 介

アイサレジョウズ �
�
父 Refuse To Bend �

�
母父 Kris デビュー ２０１２．６．９ 東京４着

２０１０．２．３生 牝２鹿 母 ロ シ ャ ー ニ 母母 Maratona ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔その他〕 ミラクルチャンス号は，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。

１７０８６ ７月８日 曇 不良 （２４福島２）第８日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

５９ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４７４－ ６１：４７．１ ５．７�

７１３ ドナメジャー 牝３栗 ５４ 浜中 俊山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７２－ ８１：４７．５２� １２．３�
４６ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４２８－ ６１：４７．７１� ３３．１�
２３ ツクバクイーン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３６± ０１：４７．９１� ４．２�
８１４ ウエスタンロッサ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４８２± ０１：４８．０� ４１．７�
２２ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 横山 典弘武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５４＋ ２１：４８．３２ ４２．３�
１１ カハラビスティー 牝３黒鹿５４ 内田 博幸備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４９０＋ ２１：４８．４クビ ２．４	
６１１ スリーオーシャン 牝３芦 ５４ 吉田 豊永井商事
 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４１０－ ２ 〃 クビ ９９．７�
７１２ ヴェラカスターニャ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ４１：４８．５クビ １６．３�
３４ サウンズファン 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４６６＋１４１：４８．７１� ９６．５
５８ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋ ８１：４８．９１� ３４．１�
４７ エスキナンサス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４１：４９．０� ７．４�
６１０ ピュアサクセス 牝３青鹿５４ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４５８＋ ８１：５０．７大差 ４４５．８�
３５ ルーマードダイヤ 牝３鹿 ５４ 江田 照男日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６４＋ ８１：５０．９� １３６．３�
８１５ テイエムグランツ 牝３青 ５４ 田中 博康竹園 正繼氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０２＋１６１：５１．２２ ４０２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，７２２，０００円 複勝： ３７，６１１，１００円 枠連： １５，６９８，２００円

馬連： ５３，４８６，２００円 馬単： ３７，９６４，７００円 ワイド： ２４，２５８，５００円

３連複： ７２，７５４，５００円 ３連単： １２１，４４０，６００円 計： ３８４，９３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２１０円 � ３７０円 � ６８０円 枠 連（５－７） １，２１０円

馬 連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，２８０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� １，９３０円 �� ３，８５０円

３ 連 複 ��� ２１，０７０円 ３ 連 単 ��� ８８，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２１７２２０ 的中 � ３０４７２（３番人気）
複勝票数 計 ３７６１１１ 的中 � ５７６２６（３番人気）� ２５５６９（５番人気）� １２６０３（８番人気）
枠連票数 計 １５６９８２ 的中 （５－７） ９６４２（６番人気）
馬連票数 計 ５３４８６２ 的中 �� １２３２５（１０番人気）
馬単票数 計 ３７９６４７ 的中 �� ５３０７（１６番人気）
ワイド票数 計 ２４２５８５ 的中 �� ５８９８（１１番人気）�� ３０８３（２４番人気）�� １５１３（３５番人気）
３連複票数 計 ７２７５４５ 的中 ��� ２５４９（６３番人気）
３連単票数 計１２１４４０６ 的中 ��� １０１３（２６６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．１―４３．２―５６．５―１：０９．３―１：２１．９―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ェ ン ナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．６．１９ 中山１０着

２００９．２．１９生 牝３黒鹿 母 アウトゥリーチェ 母母 アーティストターフ ７戦１勝 賞金 ８，４００，０００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 ガラシア号
（非抽選馬） １頭 オーバーターゲット号

第２回 福島競馬 第８日



１７０８７ ７月８日 曇 重 （２４福島２）第８日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６１２ コスモユッカ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４６６± ０２：０４．６ ２．７�

８１５ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B４５８＋１０ 〃 クビ ５．４�
１１ トレーロマタドール �３栗 ５６ 武士沢友治 �サンデーレーシング 大和田 成 浦河 鎌田 正嗣 ５１０＋ ６２：０４．９２ ８９．８�
４７ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４４＋ ２２：０５．０クビ ７．３�
７１４ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９４＋ ２２：０５．２１� １５．２�
５９ ダイワプライム 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５０４－ ２２：０５．３� ４．３�
８１６� コスモヒール 牡３芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豪 Makybe Rac-
ing & Breeding ４９６＋ ６ 〃 ハナ １８．６	

５１０ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５６ 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７０＋ ２２：０５．４� ６９．３

１２ スケルツァンド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 和子氏 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８± ０２：０５．７２ １２．９�
４８ ブリガンディン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム B５１８± ０ 〃 アタマ ５２．９�
２３ カフェディーン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４８４ ―２：０５．８� ４８．８
３６ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２－ ２２：０５．９� ４１．７�
３５ サイトカイン 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６４＋ ２２：０６．２２ ４５３．４�
６１１ フェザーフォンテン 牡３青鹿５６ 大庭 和弥吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４４４＋ ２２：０６．３� ４４．７�
２４ カワキタテンザン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣川島 吉男氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 ４８８＋１６２：０６．５１	 ３４０．０�
７１３ コスモフルハート 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 浦河 山下 恭茂 B４９２＋ ２２：０７．１３� ４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５７２，６００円 複勝： ４１，５５３，５００円 枠連： １７，７０２，９００円

馬連： ５８，７６７，３００円 馬単： ３７，３０１，４００円 ワイド： ２６，７８４，２００円

３連複： ７７，５８５，５００円 ３連単： １１５，０５３，７００円 計： ３９６，３２１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １，３２０円 枠 連（６－８） ４９０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ３，７９０円 �� ５，０００円

３ 連 複 ��� １９，５６０円 ３ 連 単 ��� ６１，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２１５７２６ 的中 � ６３１５５（１番人気）
複勝票数 計 ４１５５３５ 的中 � １１６４３８（１番人気）� ６２１４９（３番人気）� ５１４１（１４番人気）
枠連票数 計 １７７０２９ 的中 （６－８） ２７００３（１番人気）
馬連票数 計 ５８７６７３ 的中 �� ６４６９３（２番人気）
馬単票数 計 ３７３０１４ 的中 �� ２１９５２（１番人気）
ワイド票数 計 ２６７８４２ 的中 �� ２５３５６（１番人気）�� １５９０（４３番人気）�� １１９９（５１番人気）
３連複票数 計 ７７５８５５ 的中 ��� ２９２８（５８番人気）
３連単票数 計１１５０５３７ 的中 ��� １３９１（１８９番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．６―１３．０―１３．２―１２．７―１２．４―１２．３―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．８―３７．４―５０．４―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．７―１：４１．０―１：５２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
３
４（１，８）２，１２（１３，１５）（５，１０，１６）（７，１１，９）６，３，１４
８－（４，２，１２）１（７，１３，１５）（５，１０，１６）（１１，９）（１４，３，６）

２
４

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

勝馬の
紹 介

コスモユッカ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１１．７．９ 函館２着

２００９．４．１２生 牡３鹿 母 モエレフレッシュ 母母 エルフィッシュ ９戦１勝 賞金 １５，０５０，０００円

１７０８８ ７月８日 曇 不良 （２４福島２）第８日 第４競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

６１２ ドリームジェダイ 牡３栗 ５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 阿部 新生 新ひだか 片岡 博 ４７０－ ８１：０９．０ ２０．１�

１１ ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�湘南 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 ４７８－ ６１：０９．２１� ２．４�
８１６ オーブライツ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４７４＋ ４１：０９．３� １４．１�
１２ ホ ク レ ア 牡３栗 ５６ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４５４－ ２１：０９．６２ ５．１�
８１５ キャニオンキラー 牡３芦 ５６ 内田 博幸�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ４．２�
５１０ フクノサンデー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４６２－ ２１：０９．７クビ ２７．１	
２３ アイディンブルー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知米井 勝氏 蛯名 利弘 新ひだか 三木田 尚大 ５０８＋１４１：１０．１２� ８６．３

４８ フレアブロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社
大原ファーム ４５２－ ２１：１０．２クビ ３９９．３�

５９ ドラゴンネスト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊窪田 康志氏 高柳 瑞樹 様似 �村 伸一 ４５４＋ ４１：１０．３� ３９．６�
４７ ダイワブルーム 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 的場 均 新ひだか 千代田牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ １６１．４
２４ エーブバットマン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 浦河 大道牧場 ４７６＋ ６１：１０．５１� ３０５．３�
３５ デ ー ヴ ィ ー 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 B４２８＋ ６１：１０．６� ２７１．２�
６１１ メイショウウルフィ 牡３芦 ５６ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 様似 ホウセイ牧場 ４５０＋ ８１：１０．８１� １２８．１�
７１３ ドリームオーシャン 牡３芦 ５６ 田辺 裕信セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 武田 修一 ５１８＋ ２１：１０．９� ５．５�
７１４ ユ ア ム ー ブ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 出羽牧場 ４５２＋１６１：１１．８５ ４８９．４�
３６ アンソニーバローズ 牡３青鹿５６ 石橋 脩猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 前田 宗将 B５２２＋ ８１：１２．５４ ２６６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８５２，３００円 複勝： ３５，１７６，６００円 枠連： １８，５９５，９００円

馬連： ５１，１０８，３００円 馬単： ３９，７８６，３００円 ワイド： ２３，６４９，５００円

３連複： ６８，４５４，０００円 ３連単： １２７，１６０，０００円 計： ３８６，７８２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０１０円 複 勝 � ４９０円 � １３０円 � ４３０円 枠 連（１－６） １，５３０円

馬 連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ６，７５０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ２，９１０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ９，０３０円 ３ 連 単 ��� ７４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２２８５２３ 的中 � ８９９４（６番人気）
複勝票数 計 ３５１７６６ 的中 � １３８４６（７番人気）� １１２１９５（１番人気）� １６２２２（６番人気）
枠連票数 計 １８５９５９ 的中 （１－６） ８９７９（６番人気）
馬連票数 計 ５１１０８３ 的中 �� １８５１３（８番人気）
馬単票数 計 ３９７８６３ 的中 �� ４３５１（２１番人気）
ワイド票数 計 ２３６４９５ 的中 �� ６７９４（９番人気）�� １９１１（２７番人気）�� ７７２３（８番人気）
３連複票数 計 ６８４５４０ 的中 ��� ５５９９（３０番人気）
３連単票数 計１２７１６００ 的中 ��� １２６１（１９４番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．７―１１．１―１１．８―１２．８―１３．１

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．２―３１．３―４３．１―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームジェダイ �
�
父 サムライハート �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１１．７．１６ 新潟３着

２００９．３．１６生 牡３栗 母 ジュリエトウショウ 母母 Tis Juliet ２戦１勝 賞金 ６，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コマノガレオス号
（非抽選馬） ４頭 シゲルポンカン号・シルクフュージョン号・ストリームライン号・バコパ号



１７０８９ ７月８日 曇 重 （２４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３０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

１：４８．５
１：４６．６

良

良

６１１ タイセイポラリス 牡２栗 ５４ 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８２ ―１：５４．１ ３．７�

３５ ロードクレセント 牡２芦 ５４ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム ４８２ ― 〃 クビ ３．９�
７１２ ナンヨーノキョー 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 ４４０ ―１：５４．４２ ５２．３�
２３ ベルウッドジンプウ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 ４４８ ―１：５４．５クビ ８３．７�
６１０ マイネルイルミナル 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 ４４６ ―１：５４．６� ６．２�
４６ ポ ッ ド レ イ 牝２青鹿５４ 武士沢友治小川眞査雄氏 小桧山 悟 新ひだか 坂本 春雄 ４１４ ― 〃 ハナ ２４．１�
２２ コスモピースフル 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム ４４６ ―１：５４．７� ７．０

５８ ミッキールドラ 牡２栗 ５４ 松岡 正海野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 ４７０ ―１：５５．０２ ３４．８�
８１５ サムソンズプライド 牡２鹿 ５４ 横山 典弘有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４４８ ― 〃 クビ ６．６�
１１ トーセンヤマト 牡２栗 ５４ 田中 博康島川 哉氏 中川 公成 新ひだか 土田農場 ５００ ―１：５５．４２� ３８．２�
８１４ ゴールドピューマ 牡２栗 ５４ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７８ ―１：５５．６１� ２２．７�
５９ ザショットアロー 牡２鹿 ５４ 田中 勝春	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 ４８６ ―１：５５．９１� ２１．２�
４７ ナスシュウホウ 牡２鹿 ５４ 江田 照男小山田 満氏 高木 登 千歳 社台ファーム ４９６ ― 〃 クビ ５８．２�
３４ ナスケンプレアデス 牝２黒鹿５４ 内田 博幸那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５８ ―１：５６．０� ７１．９�
７１３ シェランコントレ 牡２栗 ５４ 中舘 英二大塚亮一� 田村 康仁 浦河 バンブー牧場 ４４０ ― 〃 クビ ５０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，７８１，３００円 複勝： ３４，３７２，１００円 枠連： １９，３９９，６００円

馬連： ５７，１４６，６００円 馬単： ３８，６７７，５００円 ワイド： ２４，１９８，１００円

３連複： ７３，１５６，７００円 ３連単： １０７，８５６，２００円 計： ３７７，５８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １，１４０円 枠 連（３－６） ５１０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２，９１０円 �� ３，６３０円

３ 連 複 ��� １３，８９０円 ３ 連 単 ��� ４８，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７８１３ 的中 � ４９７６０（１番人気）
複勝票数 計 ３４３７２１ 的中 � ７３６７５（１番人気）� ６２６８３（２番人気）� ５２２８（１４番人気）
枠連票数 計 １９３９９６ 的中 （３－６） ２８４１５（１番人気）
馬連票数 計 ５７１４６６ 的中 �� ５８１８６（１番人気）
馬単票数 計 ３８６７７５ 的中 �� １９５４５（１番人気）
ワイド票数 計 ２４１９８１ 的中 �� ２０３５２（１番人気）�� １８９４（３５番人気）�� １５１３（４５番人気）
３連複票数 計 ７３１５６７ 的中 ��� ３８８８（４６番人気）
３連単票数 計１０７８５６２ 的中 ��� １６５２（１３１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．０―１３．６―１３．２―１２．６―１２．６―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．７―５１．３―１：０４．５―１：１７．１―１：２９．７―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

タイセイポラリス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Gone West 初出走

２０１０．４．２１生 牡２栗 母 ウエストバイノースウエスト 母母 Star in the North １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１７０９０ ７月８日 曇 重 （２４福島２）第８日 第６競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１２ ビッグリバティ 牡３青鹿５６ 松岡 正海�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 ４８６＋ ２１：４６．７ １２．１�

８１４ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B４８４－ ２１：４６．９１ １１．４�

３５ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４２０＋ ４１：４７．５３� ２２．２�
４７ ベルガリオン 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 平取 追分ファーム ４７６－ ２１：４７．８１� ７．３�
２２ コスモマイギフト 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８６＋ ８１：４８．０１� ４．０�
４６ キ ン ラ ン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：４８．２１ ５．５	
３４ ラムシーダー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 ４７０－ ７１：４８．３� ７９．６

５９ ダイワパーチェス 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ５００－ ６１：４８．８３ ７０．６�
１１ スカイウエイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩玉井 宏和氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４ 〃 ハナ ２．９�
５８ ストロングシャリオ 	３栗 ５６ 田中 勝春村木 篤氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４７４± ０１：４９．３３ ４０．８
６１０
 ミスリンディ 牝３栗 ５４ 浜中 俊荒井 壽明氏 本間 忍 米 Hidekazu

Date ４９２＋ ２１：４９．７２� ２７．９�
６１１ ホッコーリョウマ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一矢部 幸一氏 松永 康利 日高 川端 正博 B５３０＋１６１：４９．８� ２８８．９�
２３ トーアハナノマイ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人高山ランド� 松山 将樹 新冠 武田牧場 ４２０± ０１：４９．９� ６８．０�
７１３ バンカーバスター 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８４＋ ７１：５０．０� ８３．６�
８１５ チ ョ ウ ウ ン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 恵比寿牧場 B４９２± ０１：５１．２７ １９７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，６７６，７００円 複勝： ４１，１３３，１００円 枠連： ２１，５４１，６００円

馬連： ６２，８５２，４００円 馬単： ３９，９５４，３００円 ワイド： ２６，５０２，０００円

３連複： ８１，０２７，５００円 ３連単： １２８，３７２，９００円 計： ４２５，０６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３８０円 � ３５０円 � ３９０円 枠 連（７－８） ２，７１０円

馬 連 �� ４，５８０円 馬 単 �� ８，８４０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� ２，７７０円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ２６，５３０円 ３ 連 単 ��� １１６，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２３６７６７ 的中 � １５５１８（６番人気）
複勝票数 計 ４１１３３１ 的中 � ２８８７５（６番人気）� ３１８２６（５番人気）� ２７５４３（７番人気）
枠連票数 計 ２１５４１６ 的中 （７－８） ５８６８（１１番人気）
馬連票数 計 ６２８５２４ 的中 �� １０１４６（１７番人気）
馬単票数 計 ３９９５４３ 的中 �� ３３３９（３６番人気）
ワイド票数 計 ２６５０２０ 的中 �� ４８５１（１７番人気）�� ２３３６（２８番人気）�� ２４７４（２４番人気）
３連複票数 計 ８１０２７５ 的中 ��� ２２５４（６６番人気）
３連単票数 計１２８３７２９ 的中 ��� ８１０（３０６番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．１―１２．０―１３．１―１３．２―１２．１―１２．５―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．３―３０．３―４３．４―５６．６―１：０８．７―１：２１．２―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３８．０
１
３

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

２
４

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

ビッグリバティ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１２．４．２９ 福島６着

２００９．３．３０生 牡３青鹿 母 ブリリアントライフ 母母 シマノビューティー ３戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ビッグリバティ号の騎手柴田善臣は，第５競走での負傷のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 スターマックス号・ユキノベアハート号・ヨシールストーム号・リブストロング号
（非抽選馬） １頭 ターフアクトレス号



１７０９１ ７月８日 晴 稍重 （２４福島２）第８日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１５ バトルキトリ 牝３栗 ５４ 中舘 英二宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４４６－ ２１：１０．０ １３．２�

１１ カディーシャ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 ４２６＋１４１：１０．１� １１．３�

１２ インスペード 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ２１：１０．４１� １６．６�
３５ フリーダムシチー 牡３栗 ５６ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 ４３０± ０１：１０．６１� ７．１�
３６ ダイワベスパー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３４＋１２ 〃 クビ ５．２�
４８ エステージャ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２２＋ ２１：１０．８１� ４．２�
７１３ ラブファクト 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西浦 和男氏 清水 英克 浦河 帰山 清貴 ４３６＋ ８１：１０．９クビ １８５．８	
７１４ タニオブフジ 牝３青鹿５４ 武士沢友治谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ ４０．６

８１６ アストライオス 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ ３．２�
６１２ ユウミプリンセス 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行相原 宏�氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４３６＋ ２１：１１．０� ２８．４
４７ イナズマソリオ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム ４６２－ ８１：１１．９５ ８１．３�
２４ ローレルゼスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠 �ローレルレーシング 杉浦 宏昭 日高 白井牧場 ４２８ ―１：１２．１１� ３５９．７�
５１０ ア マ ラ ン ト 牝３青 ５４

５１ ▲西村 太一畑佐 博氏 坂本 勝美 新冠 細川農場 B４７４＋１８１：１２．４２ １０５．６�
２３ ハッピーショット 牝３鹿 ５４ 松岡 正海馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４５６＋ ２１：１２．６１� ４２．１�
５９ アウトバーン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠広尾レース� 藤沢 和雄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５０ ―１：１６．３大差 ３３．６�
６１１ ルールホームラン 牝３鹿 ５４ 柴田 大知池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか 斉藤スタッド ４５０ ―１：１７．３６ １８３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０１１，７００円 複勝： ４０，７１１，９００円 枠連： ２３，１９１，２００円

馬連： ６６，８９２，８００円 馬単： ４２，７７８，８００円 ワイド： ２７，７１８，６００円

３連複： ８３，２４８，０００円 ３連単： １３３，０４７，４００円 計： ４４２，６００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３６０円 � ３５０円 � ５４０円 枠 連（１－８） ７６０円

馬 連 �� ５，２５０円 馬 単 �� １０，７４０円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ２，５４０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ２５，１７０円 ３ 連 単 ��� １４３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２５０１１７ 的中 � １５００５（６番人気）
複勝票数 計 ４０７１１９ 的中 � ３０７６３（６番人気）� ３１６３６（５番人気）� １８７９６（７番人気）
枠連票数 計 ２３１９１２ 的中 （１－８） ２２５３１（４番人気）
馬連票数 計 ６６８９２８ 的中 �� ９４１９（２０番人気）
馬単票数 計 ４２７７８８ 的中 �� ２９４０（４３番人気）
ワイド票数 計 ２７７１８６ 的中 �� ３６１９（２３番人気）�� ２６７１（３０番人気）�� ３９６８（２１番人気）
３連複票数 計 ８３２４８０ 的中 ��� ２４４１（７９番人気）
３連単票数 計１３３０４７４ 的中 ��� ６８６（４２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．９―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．７―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルキトリ �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー ２０１１．８．２１ 札幌１０着

２００９．５．２８生 牝３栗 母 ドラマチックロマン 母母 ナイトスペル ９戦１勝 賞金 ７，６１０，０００円
〔発走状況〕 ルールホームラン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ルールホームラン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アウトバーン号・ルールホームラン号は，平成２４年８月８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。
（非抽選馬） ３頭 コスモペルフェット号・サファイアヒロイン号・ボストンストロング号

１７０９２ ７月８日 晴 稍重 （２４福島２）第８日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

１１ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４８８－ ８１：４９．１ ３．７�

４７ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４６－ ２１：４９．２� ６．７�
４６ マイネルナタリス 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４６８－ ２１：４９．３� ２０．９�
２３ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７４－ ２１：４９．５１� １０．９�
８１５ ドラゴンライズ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋１０１：４９．６� ２１．４�
３５ サウンドバラッド �５鹿 ５７ 浜中 俊増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２－１２１：４９．８１� ７．８�
５９ ローズノーブル 牝３青 ５２ 北村 宏司 	キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ３９８± ０ 〃 クビ ３．７

６１１ マイティージュニア 牡４黒鹿５７ 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９６－ ２１：４９．９クビ ２５．１�
２２ ダイワソウル 牡５青鹿５７ 石橋 脩大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８０－ ２１：５０．１１� ９７．９�
７１２ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５４ 武士沢友治冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４８４＋ ４１：５０．３１� ２１．２
７１３ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行	ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６６－ ２１：５０．９３� １５０．５�
８１４ ル ナ 牡３芦 ５４ 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４５６－ ４ 〃 ハナ ７．４�
５８ エムオーハンズ 牝５栗 ５５ 江田 照男大浅 貢氏 黒岩 陽一 むかわ 貞広 賢治 ４９０＋２４１：５１．０� １２２．２�
６１０� コパノワーニング 牡３芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ５５４＋ ８１：５１．１クビ ２８３．２�
３４ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５２

４９ ▲原田 和真	ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４５４－ ２１：５１．５２� １６３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，９２２，４００円 複勝： ５２，１１７，７００円 枠連： ２２，３９６，０００円

馬連： ８３，０７０，３００円 馬単： ５０，７７７，０００円 ワイド： ３５，０７８，４００円

３連複： １０５，１３５，３００円 ３連単： １６８，４５０，０００円 計： ５４５，９４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ４００円 枠 連（１－４） ８５０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，３８０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ６，１４０円 ３ 連 単 ��� ２２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２８９２２４ 的中 � ６２２８０（１番人気）
複勝票数 計 ５２１１７７ 的中 � ９６１５８（１番人気）� ８０３５０（３番人気）� ２７２９１（７番人気）
枠連票数 計 ２２３９６０ 的中 （１－４） １９６０９（１番人気）
馬連票数 計 ８３０７０３ 的中 �� ４８９０１（２番人気）
馬単票数 計 ５０７７７０ 的中 �� １６３１１（３番人気）
ワイド票数 計 ３５０７８４ 的中 �� １８５２７（３番人気）�� ６０３２（１８番人気）�� ６３９３（１６番人気）
３連複票数 計１０５１３５３ 的中 ��� １２６３８（１９番人気）
３連単票数 計１６８４５００ 的中 ��� ５４７４（５５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１２．５―１２．５―１１．９―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．６―４７．１―５９．６―１：１１．５―１：２３．９―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マルターズグロウヴ �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．９．４ 新潟１０着

２００８．４．２５生 牡４黒鹿 母 ウディバードソング 母母 All for Erika １６戦２勝 賞金 ２２，０６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



１７０９３ ７月８日 晴 稍重 （２４福島２）第８日 第９競走 ��２，０００�
お り ひ め

織 姫 賞
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

７１４ ブリッジクライム 牝３鹿 ５２ 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４６－ ２２：０１．９ ３．４�

１２ � トーセンインディ 牝４芦 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４０＋ ４２：０２．１１� １８．２�

２４ マイネジャンヌ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋１０２：０２．６３ ２．５�

７１３ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ７．９�

６１２ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 西田雄一郎吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２２：０２．７クビ ７．１�
２３ ヒシマーベラス 牝３青 ５２ 田中 勝春阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４５８－ ６２：０２．８� ５３．８	
３６ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５０＋１６２：０２．９� １４．９

１１ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５０± ０２：０３．１１� ３５．４�
３５ � シルヴァースプーン 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４６４－１６２：０３．４２ ２５．６�
４７ ダッシュアキチャン 牝７黒鹿５５ 柴田 大知遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５２± ０２：０３．６� ８９．２
６１１ キョウエイマイン 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１２－ ４２：０４．０２� １９．２�
８１６ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５２ 太宰 啓介岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３６± ０ 〃 クビ １９１．８�
５１０� ヌ チ バ ナ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二吉田 正志氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム ４６４＋ ４２：０４．３２ １６５．６�
４８ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５２ 江田 照男西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４２６－ ２ 〃 ハナ １２２．７�
５９ センティラシオン 牝４芦 ５５ 西村 太一中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B４９４＋１８２：０４．７２� ２０９．１�
８１５ ハッピーライフ 牝５栗 ５５ 田中 博康江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３８± ０２：０６．０８ ２１４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８４９，８００円 複勝： ５１，４２１，５００円 枠連： ３２，９９４，８００円

馬連： １０９，５８３，５００円 馬単： ６６，４３０，６００円 ワイド： ３９，７７７，３００円

３連複： １２７，６６２，８００円 ３連単： ２４１，６６７，４００円 計： ７０２，３８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ３３０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，４７０円

馬 連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ２１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １２，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３２８４９８ 的中 � ７７３５６（２番人気）
複勝票数 計 ５１４２１５ 的中 � １０５６５２（２番人気）� ２７９８１（６番人気）� １３４５５１（１番人気）
枠連票数 計 ３２９９４８ 的中 （１－７） １６６６２（８番人気）
馬連票数 計１０９５８３５ 的中 �� ３２５３３（１０番人気）
馬単票数 計 ６６４３０６ 的中 �� １２０３２（１４番人気）
ワイド票数 計 ３９７７７３ 的中 �� １０７１９（９番人気）�� ６０３４４（１番人気）�� １２９７５（７番人気）
３連複票数 計１２７６６２８ 的中 ��� ５５１７０（３番人気）
３連単票数 計２４１６６７４ 的中 ��� １４１０３（３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．８―１２．２―１２．５―１２．６―１２．５―１２．５―１２．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．１―５９．６―１：１２．２―１：２４．７―１：３７．２―１：４９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリッジクライム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１２．１．５ 中山１着

２００９．３．６生 牝３鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante ７戦２勝 賞金 ２１，４３４，０００円
〔騎手変更〕 キョウエイマイン号の騎手柴田善臣は，第５競走での負傷のため蛯名正義に変更。
※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 ブーケドロゼブルー号

１７０９４ ７月８日 晴 重 （２４福島２）第８日 第１０競走 ��
��１，７００�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走１５時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．７．９以降２４．７．１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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

３５ � イ ジ ゲ ン 牡３芦 ５４ 内田 博幸林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia
Pavlish ４８４＋ ６１：４４．９ ２．０�

４６ キングブレイク 牡３栗 ５４ 浜中 俊金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ５０６＋ ４１：４５．０� ３．２�
７１３ ヒラボクマジック 牡４黒鹿５７．５ 横山 典弘�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ６．１�
６１１� セニョリータ 牝４鹿 ５３ 中舘 英二水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４５０± ０１：４５．４２� ２３．４�
６１０ メイショウラグーナ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０± ０１：４５．６１	 １６．２�
４７ ウネントリッヒ 牝５栗 ５２ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５８－ ４１：４５．８１	 ９８．１	
８１４ ニシノオウガイ 牡４黒鹿５５ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８６＋ ２１：４５．９
 ３６．０

１１ ラヴィアンクレール 牡４黒鹿５８ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：４６．０クビ ２１．９�
８１５ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５２ 田中 勝春永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４６８± ０１：４６．２１	 ５０．７
５８ コスモイーチタイム 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ ５６．４�
５９ ラフアウェイ 牝４青 ５２ 岩田 康誠�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５６０＋ ６ 〃 ハナ ３９．７�
３４ ダノンプリマドンナ 牝５黒鹿５２ 北村 宏司�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４７４＋１０１：４６．３� １４７．６�
２２ ウォーターサムデイ 牡６鹿 ５４ 太宰 啓介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７６＋ ６１：４６．４クビ １０３．３�
２３ レッドプラネット 牝５青鹿５２ 田中 博康�コオロ 木村 哲也 日高 庄野牧場 ４９２＋ ４１：４６．７１
 ２５４．３�
７１２� メイクアダッシュ 牡８鹿 ５２ 西田雄一郎�谷岡牧場 高柳 瑞樹 静内 谷岡牧場 ４６２－ ８１：４７．４４ ３９１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４７，７８３，７００円 複勝： ７３，０３９，８００円 枠連： ３６，５９１，２００円

馬連： １５５，２０２，０００円 馬単： ９８，７９８，１００円 ワイド： ５４，９０４，４００円

３連複： １９５，６０５，２００円 ３連単： ３９８，６８１，１００円 計： １，０６０，６０５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（３－４） ３００円

馬 連 �� ３００円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２４０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� １，６００円

票 数

単勝票数 計 ４７７８３７ 的中 � １９２４２１（１番人気）
複勝票数 計 ７３０３９８ 的中 � ２４６４４８（１番人気）� １５１３３０（２番人気）� １１４０５９（３番人気）
枠連票数 計 ３６５９１２ 的中 （３－４） ９０８５３（１番人気）
馬連票数 計１５５２０２０ 的中 �� ３９３５１７（１番人気）
馬単票数 計 ９８７９８１ 的中 �� １４１８０１（１番人気）
ワイド票数 計 ５４９０４４ 的中 �� １０８８３１（１番人気）�� ５１８５１（２番人気）�� ３９３１８（３番人気）
３連複票数 計１９５６０５２ 的中 ��� ２８２９４３（１番人気）
３連単票数 計３９８６８１１ 的中 ��� １８４１５８（１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．５―１２．６―１２．４―１２．０―１２．０―１２．３―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．８―４３．４―５５．８―１：０７．８―１：１９．８―１：３２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．１
１
３

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

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

�イ ジ ゲ ン �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１２．１．５ 中山３着

２００９．４．２８生 牡３芦 母 Cosmic Wish 母母 Cosmic Fire ５戦３勝 賞金 ３０，５６４，０００円
〔騎手変更〕 ニシノオウガイ号の騎手柴田善臣は，第５競走での負傷のため吉田豊に変更。
※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。
（非当選馬） １頭 サンマルボス号
（非抽選馬） ５頭 テイエムデジタル号・ハリウッドスター号・マジックモーメント号・メジロオマリー号・ヨクバリ号

２レース目



１７０９５ ７月８日 晴 稍重 （２４福島２）第８日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４８回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，２３．７．９以降２４．７．１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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３６ アスカクリチャン 牡５鹿 ５５ 内田 博幸上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４８８± ０２：０１．１ ５４．４�

３５ トーセンラー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３６－ ２ 〃 ハナ ４．３�
４７ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５５ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１０± ０２：０１．２� １７．５�
８１６ ケイアイドウソジン 牡６鹿 ５６ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９８－ ４ 〃 ハナ ４１．２�
６１１ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５３ 田中 勝春西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ １７．０�
１２ トップカミング �６黒鹿５４ 武士沢友治	コオロ 木村 哲也 浦河 木戸口牧場 ４４４－ ８２：０１．４１ ３２．１

１１ ゲシュタルト 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５１６－１４２：０１．５� ７．９�
６１２ エクスペディション 牡５栗 ５５ 浜中 俊 	社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０２：０１．８１� ５．９�
２３ ダイワファルコン 牡５鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５０４－ ４ 〃 ハナ ６．６
２４ イケドラゴン 牡７栗 ５１ 柴田 大知池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２２－ ４ 〃 クビ ６２．１�
４８ アニメイトバイオ 牝５栗 ５４ 江田 照男バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ８２：０２．０１ ２６．３�
５１０	 タッチミーノット 牡６黒鹿５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６ 〃 ハナ ４．５�
８１５ トップゾーン 牡６鹿 ５５ 吉田 豊	コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６８－ ２２：０２．２１ ２７．８�
５９ シ ン ゲ ン 牡９黒鹿５７．５ 田辺 裕信吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２－ ２２：０２．４１� ２３．６�
７１４	 スマートステージ �７鹿 ５５ 中舘 英二大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４８６± ０２：０２．６１
 ３５．９�
７１３ サンライズベガ 牡８鹿 ５６ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０４＋１０２：０２．９２ １００．４�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １５３，８５８，３００円 複勝： ２３１，３４６，５００円 枠連： １５２，７４３，１００円 馬連： ７１２，６５０，２００円 馬単： ３５６，１１４，３００円

ワイド： ２２９，８７５，６００円 ３連複： １，０３４，９０７，８００円 ３連単： １，８１３，９３２，７００円 ５重勝： １，０４６，９６４，６００円 計： ５，７３２，３９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，４４０円 複 勝 � ９７０円 � ２００円 � ６１０円 枠 連（３－３） １３，２２０円

馬 連 �� １６，４５０円 馬 単 �� ３９，２７０円

ワ イ ド �� ３，５２０円 �� １０，１１０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ６７，１８０円 ３ 連 単 ��� ５９１，０３０円

５ 重 勝
対象競走：中京１０R／福島１０R／函館１１R／中京１１R／福島１１R

キャリーオーバー なし����� １１０，３７９，９９０円

票 数

単勝票数 計１５３８５８３ 的中 � ２２３２６（１４番人気）
複勝票数 計２３１３４６５ 的中 � ５３０９３（１３番人気）� ３９４３４３（２番人気）� ８９３９０（８番人気）
枠連票数 計１５２７４３１ 的中 （３－３） ８５３３（３４番人気）
馬連票数 計７１２６５０２ 的中 �� ３１９７８（５３番人気）
馬単票数 計３５６１１４３ 的中 �� ６６９４（１１９番人気）
ワイド票数 計２２９８７５６ 的中 �� １６０７６（４５番人気）�� ５５１２（９２番人気）�� ２９１９２（１９番人気）
３連複票数 計１０３４９０７８ 的中 ��� １１３６９（２０１番人気）
３連単票数 計１８１３９３２７ 的中 ��� ２２６５（１３８９番人気）
５重勝票数 計１０４６９６４６ 的中 ����� ７

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３５．５―４７．８―１：００．３―１：１２．７―１：２４．５―１：３６．５―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アスカクリチャン �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ダイナレター デビュー ２００９．９．６ 小倉３着

２００７．４．１１生 牡５鹿 母 ローレルワルツ 母母 スワンスキー ２５戦６勝 賞金 １２８，７２４，０００円
〔騎手変更〕 ケイアイドウソジン号の騎手柴田善臣は，第５競走での負傷のため石橋脩に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 セタガヤフラッグ号

１７０９６ ７月８日 晴 稍重 （２４福島２）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�

お ぜ

尾 瀬 特 別
発走１６時２０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１０ カイシュウコロンボ 牡４青鹿５７ 岩田 康誠飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４９４＋ ２１：０９．９ ５．３�

７７ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５７ 内田 博幸里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５４－ ８ 〃 クビ ５．２�
８９ ラフレーズカフェ 牝３青鹿５２ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：１０．２１� ２．８�
３３ ドリームフォワード 牡５栗 ５７ 横山 典弘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 ４５６＋１４１：１０．３� ８．９�
４４ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０２－ ６１：１０．４� １９．６�
２２ ストロングロビン 牡６鹿 ５７ 北村 宏司村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８０－１４ 〃 ハナ ６６．０�
６６ トーセンムンク 牝３鹿 ５２ 嶋田 純次島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５４＋ ８１：１０．５� ８．４

５５ ライステラス 牝４芦 ５５ 浜中 俊 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６６－ ２ 〃 クビ １５．１�
１１ 	 アポロノカンザシ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B４４０＋ ６１：１０．９２� ７．０
７８ プリティスター 牝５栗 ５５ 江田 照男横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４５６－ ６１：１１．３２� ９２．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ７１，８３３，２００円 複勝： ９３，９８０，６００円 枠連： ３７，６０９，７００円

馬連： １５７，３４４，２００円 馬単： ９９，１６２，４００円 ワイド： ５９，５６１，６００円

３連複： １７８，７３１，１００円 ３連単： ４３８，０３０，５００円 計： １，１３６，２５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（７－８） ３８０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３２０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，４２０円

票 数

単勝票数 計 ７１８３３２ 的中 � １０７９８０（３番人気）
複勝票数 計 ９３９８０６ 的中 � １３５６４４（３番人気）� １６９２７７（２番人気）� ２０３３６６（１番人気）
枠連票数 計 ３７６０９７ 的中 （７－８） ７４７５５（１番人気）
馬連票数 計１５７３４４２ 的中 �� ９１６４３（５番人気）
馬単票数 計 ９９１６２４ 的中 �� ２８２９１（８番人気）
ワイド票数 計 ５９５６１６ 的中 �� ３５６９４（３番人気）�� ４７０９２（２番人気）�� ５６１９９（１番人気）
３連複票数 計１７８７３１１ 的中 ��� １１７２６７（１番人気）
３連単票数 計４３８０３０５ 的中 ��� ３８４３３（１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．８―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．５―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイシュウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．９．４ 札幌１着

２００８．４．２３生 牡４青鹿 母 マヤノイシス 母母 スペースジエツト １６戦４勝 賞金 ６１，１９２，０００円

５レース目



（２４福島２）第８日 ７月８日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２８，０９０，０００円
９，１２０，０００円
２，２６０，０００円
２０，５３０，０００円
６２，６４３，５００円
４，９７８，０００円
１，７３７，６００円

勝馬投票券売得金
４９２，６２４，０００円
７７０，４５５，０００円
４１２，６７７，５００円
１，６１４，３０６，１００円
９４５，２００，８００円
５９４，１５１，１００円
２，１６４，９１９，８００円
３，９０８，３９７，４００円
１，０４６，９６４，６００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
５ 重 勝
計 １１，９４９，６９６，３００円

総入場人員 １６，８２５名 （有料入場人員 １３，９６１名）



平成２４年度 第２回福島競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３９５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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，５２８，６００，０００円
６，２４０，０００円
６２，８３０，０００円
１２，８９０，０００円
１３５，７４０，０００円
４６９，９６８，０００円
４０，０６５，６００円
１３，３９２，０００円

勝馬投票券売得金
２，８９９，１１８，６００円
４，７８８，９８６，３００円
２，３０７，１２６，９００円
８，８３０，４７７，９００円
５，５２２，１９５，９００円
３，３５５，９２９，４００円
１１，１４５，１０４，５００円
２０，９１０，６５４，５００円
２，９６９，９４２，７００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
５ 重 勝
計 ６２，７２９，５３６，７００円

総入場延人員 ９１，９６１名 （有料入場延人員 ７５，１３６名）


