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18013 6月30日 曇 稍重 （25福島2）第2日 第1競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走10時10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

24 ブライティアミル 牝3栗 54 横山 典弘小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 456－ 81：10．3 11．9�
36 イーグルカッター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 466－ 8 〃 クビ 1．7�
59 レッドキュラス 牝3鹿 54 松岡 正海手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 444－ 61：10．51 17．2�
510 マキャヴェッリ 牡3栗 56 大野 拓弥伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 448－ 6 〃 ハナ 8．7�
12 ジョアキーノ 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 464＋ 41：10．6� 12．8�
11 ヤマニンモントル 牡3黒鹿56 田中 勝春土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 462－ 21：10．92 83．0�
816 キョウエイラーケン 牡3鹿 56 的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 様似 スイートフアーム 488－ 61：11．0クビ 163．2	
35 グロスヴァーグ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 442－101：11．1� 46．9

48 キョウエイナイト �3栗 56 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 浦河トラストスリーファーム 450－ 41：11．2クビ 9．6�
815 チェリーシェル 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440－ 81：11．41� 14．3
23 ル ザ ン ク 牝3黒鹿54 田辺 裕信村島 昭男氏 松山 将樹 日高 広富牧場 434－ 41：11．5� 54．1�
612 シャトルアゲン 牝3栗 54 柴田 大知浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 恵比寿牧場 426 ―1：12．03 324．3�
611 ゼニガタセージ �3栗 56 西田雄一郎松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 飯岡牧場 416 ―1：12．1クビ 296．6�
47 ハッピーハレルヤ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋12 〃 クビ 248．3�
713 プレシャスクラウン 牝3青鹿54 江田 照男�日進牧場 矢野 照正 浦河 赤田牧場 452－ 41：12．31� 173．6�
714 グットオーメン 牡3鹿 56 内田 博幸井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 504 ―1：12．61� 14．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，782，900円 複勝： 45，490，200円 枠連： 13，140，400円
馬連： 48，253，600円 馬単： 40，512，700円 ワイド： 25，512，400円
3連複： 69，224，200円 3連単： 124，426，400円 計： 390，342，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 260円 � 110円 � 290円 枠 連（2－3） 660円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，680円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 23，660円

票 数

単勝票数 計 237829 的中 � 15777（4番人気）
複勝票数 計 454902 的中 � 29879（4番人気）� 203769（1番人気）� 26375（5番人気）
枠連票数 計 131404 的中 （2－3） 14729（3番人気）
馬連票数 計 482536 的中 �� 41662（3番人気）
馬単票数 計 405127 的中 �� 11287（10番人気）
ワイド票数 計 255124 的中 �� 17368（3番人気）�� 3421（21番人気）�� 11705（7番人気）
3連複票数 計 692242 的中 ��� 15813（13番人気）
3連単票数 計1244264 的中 ��� 3882（74番人気）

ハロンタイム 9．6―11．1―11．4―12．5―12．8―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．7―32．1―44．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．2
3 ・（4，15）（5，8，9）2，10，6，16－（12，14）1，13，3，7－11 4 ・（4，15）（5，8，9）2（10，6）－（12，16）1－3，14－（7，13）－11

勝馬の
紹 介

ブライティアミル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2012．12．23 中山3着

2010．3．20生 牝3栗 母 ブライティアカーム 母母 スタイリッシュラン 6戦1勝 賞金 7，700，000円

18014 6月30日 曇 良 （25福島2）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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

510 ステキトワイライト 牝3鹿 54 蛯名 正義小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 444＋ 21：10．3 16．1�
24 ロマネクイーン 牝3鹿 54 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 442－10 〃 アタマ 19．8�
12 セイウンアカネイロ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 岡田牧場 422－ 2 〃 アタマ 35．8�
23 テヅルモヅル 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次石瀬 浩三氏 田島 俊明 様似 清水スタッド 460＋ 61：10．4� 42．9�
36 ウチケンジェーニオ 牡3栗 56 戸崎 圭太内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 444＋ 21：10．5クビ 32．9�
611 ル タ ド ー ル 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 474＋ 4 〃 アタマ 3．8	
714 ルミノハレブタイ 牝3栗 54 大野 拓弥尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 444＋101：10．71� 101．6

815 ショウナンマリッジ 牝3鹿 54 柴田 大知国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 中原牧場 428＋ 6 〃 ハナ 343．1�
35 トウカイアムール 牝3鹿 54 和田 竜二内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 456± 0 〃 アタマ 28．7�
816 シェアードワールド 牡3黒鹿56 内田 博幸 サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B438＋ 21：10．8� 1．6�
48 ヒロスマイル 牝3鹿 54 伊藤 工真富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 442＋ 61：10．9� 195．0�
59 エイコオムーン 牝3鹿 54 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 410－ 2 〃 クビ 18．5�
47 ヤマサダイス 牡3栗 56 石橋 脩佐藤 雄司氏 大和田 成 新ひだか 山際牧場 464－ 81：11．0� 57．4�
612 アムールバニヤン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B424± 01：11．1� 104．8�
11 ブーケトウショウ 牝3鹿 54 江田 照男トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490－101：11．31� 47．3�
713 フィリグリー 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 414＋141：11．51� 154．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，251，900円 複勝： 40，772，000円 枠連： 15，959，100円
馬連： 48，929，100円 馬単： 42，097，600円 ワイド： 26，875，100円
3連複： 68，680，600円 3連単： 127，419，700円 計： 396，985，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 520円 � 570円 � 1，020円 枠 連（2－5） 3，480円

馬 連 �� 11，330円 馬 単 �� 22，240円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 4，610円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 50，290円 3 連 単 ��� 382，260円

票 数

単勝票数 計 262519 的中 � 12855（3番人気）
複勝票数 計 407720 的中 � 21580（4番人気）� 19227（5番人気）� 10082（8番人気）
枠連票数 計 159591 的中 （2－5） 3390（12番人気）
馬連票数 計 489291 的中 �� 3189（27番人気）
馬単票数 計 420976 的中 �� 1397（51番人気）
ワイド票数 計 268751 的中 �� 3334（22番人気）�� 1425（36番人気）�� 1425（36番人気）
3連複票数 計 686806 的中 ��� 1008（115番人気）
3連単票数 計1274197 的中 ��� 246（678番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．7―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．2―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステキトワイライト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．8．12 新潟15着

2010．3．29生 牝3鹿 母 ステキプレゼント 母母 アララットサン 3戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンバグース号
（非抽選馬） 2頭 ダンスアゲン号・プラリネ号

第２回 福島競馬 第２日



18015 6月30日 曇 稍重 （25福島2）第2日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時10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

713 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 54 戸崎 圭太�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B436＋ 61：49．1 5．9�
814 ダームブランシュ 牝3芦 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 428＋ 61：49．42 158．2�
611 スワンソング 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 41：49．5� 4．3�
11 ダブルアクセル 牝3鹿 54 二本柳 壮�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 458－ 21：49．6� 9．2�
23 サイモンパルフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸澤田 昭紀氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：50．02� 14．0�
610 エンドレスラヴ 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 480＋ 81：50．1� 69．3	
22 セイウンミーナ 牝3黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 476± 0 〃 ハナ 314．7

46 ウインコサージュ 牝3芦 54 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 474＋ 6 〃 ハナ 14．8�
59 アポロレジーナ 牝3鹿 54 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 478－ 41：50．2� 2．2
712 トーアコロチャン 牝3栗 54 西田雄一郎高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 454－ 81：50．73 37．9�
35 キャッチザウェイ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム 510－ 41：51．12� 221．8�
815 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 柴田 善臣池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 468± 0 〃 ハナ 13．3�
34 ロ ザ ー ナ 牝3鹿 54 田辺 裕信大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 白井牧場 400－101：52．27 87．5�
58 ダンシングルージュ 牝3鹿 54 西村 太一山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 494 ―1：52．41� 376．3�
47 グラストンベリー 牝3芦 54

51 ▲長岡 禎仁日下部勝德氏 栗田 徹 新ひだか 森 俊雄 B418－121：52．5クビ 246．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，159，800円 複勝： 42，039，600円 枠連： 13，476，200円
馬連： 52，228，000円 馬単： 38，253，300円 ワイド： 28，334，000円
3連複： 71，488，600円 3連単： 128，418，400円 計： 399，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 1，980円 � 170円 枠 連（7－8） 2，410円

馬 連 �� 29，160円 馬 単 �� 39，770円

ワ イ ド �� 6，340円 �� 420円 �� 5，530円

3 連 複 ��� 33，440円 3 連 単 ��� 252，730円

票 数

単勝票数 計 251598 的中 � 34028（3番人気）
複勝票数 計 420396 的中 � 60070（3番人気）� 3951（11番人気）� 80154（2番人気）
枠連票数 計 134762 的中 （7－8） 4135（10番人気）
馬連票数 計 522280 的中 �� 1322（39番人気）
馬単票数 計 382533 的中 �� 710（69番人気）
ワイド票数 計 283340 的中 �� 1030（35番人気）�� 19031（3番人気）�� 1183（34番人気）
3連複票数 計 714886 的中 ��� 1578（67番人気）
3連単票数 計1284184 的中 ��� 375（445番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．9―13．0―13．2―12．5―13．3―13．6―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．8―42．8―56．0―1：08．5―1：21．8―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．6
1
3
1，10（11，15）9，13，12（2，7）14，5－4（3，8）－6
1（10，11）9（15，14，13）2（12，8，6）5，4（3，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ リ ミ ヤ ビ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2012．10．13 東京10着

2010．2．7生 牝3栗 母 アメリカンタイトル 母母 ストマッカー 8戦1勝 賞金 9，150，000円

18016 6月30日 曇 良 （25福島2）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム2：57．4良

33 アイアムエレガント 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 522－ 43：01．7 5．1�
55 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454－ 23：01．8� 98．4�
89 ブ リ ッ サ 牝4鹿 58 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 474－ 23：02．01� 5．6�
810 シンボリルルド �6鹿 60 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 452－ 63：03．49 6．8�
78 	 パリスブルー 牝6黒鹿 58

57 ▲山崎 亮誠 �ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 466－ 43：03．5
 47．7	
66 	 トーセンプラチナ 牡4鹿 60 小野寺祐太島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B470＋ 43：03．82 70．2�
11 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 五十嵐雄祐上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 456－ 43：03．9クビ 3．7�
77 トップカミング �7黒鹿60 大江原 圭�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 448－ 83：04．53� 3．1
22 ダイキチチョウナン 牡5鹿 60 草野 太郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 476－ 23：05．24 53．5�
44 	 ノンパッサーレ 牡5黒鹿60 横山 義行佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム 476－ 83：05．3� 13．1�
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売 得 金
単勝： 18，843，100円 複勝： 23，488，600円 枠連： 11，652，700円
馬連： 36，018，100円 馬単： 30，847，100円 ワイド： 17，178，100円
3連複： 52，374，000円 3連単： 107，000，800円 計： 297，402，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 1，670円 � 200円 枠 連（3－5） 14，390円

馬 連 �� 17，480円 馬 単 �� 30，040円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 380円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 20，760円 3 連 単 ��� 207，810円

票 数

単勝票数 計 188431 的中 � 29261（3番人気）
複勝票数 計 234886 的中 � 42204（2番人気）� 2640（10番人気）� 35182（4番人気）
枠連票数 計 116527 的中 （3－5） 598（23番人気）
馬連票数 計 360181 的中 �� 1521（32番人気）
馬単票数 計 308471 的中 �� 758（55番人気）
ワイド票数 計 171781 的中 �� 1006（35番人気）�� 12722（3番人気）�� 1123（29番人気）
3連複票数 計 523740 的中 ��� 1862（49番人気）
3連単票数 計1070008 的中 ��� 380（332番人気）
上り 1マイル 1：49．4 4F 53．9－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイアムエレガント �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー 2010．9．12 中山1着

2008．5．5生 牝5黒鹿 母 フサイチエレガンス 母母 Exclusive Bird 障害：6戦1勝 賞金 10，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔制裁〕 ジョープラチネラ号の調教師岩戸孝樹は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。



18017 6月30日 曇 良 （25福島2）第2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
1：46．0

良
良

714 パシフィックギャル 牝2芦 54 内田 博幸吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492 ―1：51．7 2．2�
24 タケルファラオ 牡2栗 54 田辺 裕信森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470 ―1：51．8� 35．8�
612 ホクラニミサ 牝2黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 426 ―1：51．9� 4．9�
11 オルカアタック 牡2栗 54

52 △嶋田 純次 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 436 ―1：52．22 204．0�
510 ア ク シ ア 牡2栗 54 江田 照男山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 472 ―1：52．3クビ 32．7�
35 カシノカーム 牡2芦 54 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 454 ―1：52．51	 107．6	
48 バルコドール 牡2鹿 54 和田 竜二桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 小林 嘉弘 444 ― 〃 クビ 48．7

12 ローゼクヴァルツ 牝2青 54 大野 拓弥保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436 ―1：52．6� 27．4�
36 ウインオリアート 牝2黒鹿54 蛯名 正義�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 428 ―1：52．7� 6．5
47 コスモカパルア 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 北田 剛 442 ―1：52．8� 58．8�
23 ランデックハーツ 牝2鹿 54 田中 勝春簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 488 ―1：52．9クビ 42．1�
611 ウォルフラム 牡2芦 54 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502 ―1：53．21� 7．3�
713 トーホウレオポルド 牡2青鹿54 横山 典弘東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 440 ―1：53．62� 24．1�
815 トーセンカーネル 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：53．81	 116．5�
59 キネオメジャー 牡2栗 54 戸崎 圭太ジャパンフードビジネス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 466 ―1：54．01� 11．6�
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816 アキノムーン 牝2黒鹿54 武士沢友治穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 420 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，394，600円 複勝： 37，105，200円 枠連： 18，318，600円
馬連： 52，042，100円 馬単： 36，125，900円 ワイド： 25，286，400円
3連複： 65，449，700円 3連単： 105，031，700円 計： 367，754，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 590円 � 170円 枠 連（2－7） 2，390円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 300円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 38，130円

票 数

単勝票数 差引計 283946（返還計 885） 的中 � 103463（1番人気）
複勝票数 差引計 371052（返還計 1669） 的中 � 94760（1番人気）� 10974（9番人気）� 63741（2番人気）
枠連票数 差引計 183186（返還計 106） 的中 （2－7） 5668（9番人気）
馬連票数 差引計 520421（返還計 4489） 的中 �� 8439（16番人気）
馬単票数 差引計 361259（返還計 3780） 的中 �� 4263（20番人気）
ワイド票数 差引計 252864（返還計 3261） 的中 �� 3707（17番人気）�� 24735（1番人気）�� 3322（21番人気）
3連複票数 差引計 654497（返還計 10519） 的中 ��� 8615（16番人気）
3連単票数 差引計1050317（返還計 13066） 的中 ��� 2033（103番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．2―13．5―13．4―12．5―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．3―50．8―1：04．2―1：16．7―1：28．6―1：40．0

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

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

勝馬の
紹 介

パシフィックギャル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Petionville 初出走

2011．4．18生 牝2芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アキノムーン号は，下見所で疾病〔疝痛〕を発症したため競走除外。
※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 ダウトレス号・マイネルメリエンダ号・ロサギガンティア号・ワールドマッチ号

18018 6月30日 曇 良 （25福島2）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：08．6
1：07．8

良
良

45 アポロスターズ 牡2黒鹿54 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 496 ―1：10．9 2．2�
33 ニシノハイツリー 牡2栗 54 和田 竜二西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 470 ― 〃 クビ 41．8�
710 マイネプレセア 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：11．11� 9．7�
68 ロマンシーズ 牡2鹿 54 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516 ―1：11．31 13．8�
813 オメガベントレー 牡2栗 54 横山 典弘原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 446 ―1：11．62 5．7�
711 イエローストーン 牡2黒鹿54 武士沢友治�Basic 田島 俊明 浦河 斉藤英牧場 458 ―1：11．7	 30．1	
56 リアルモード 牡2鹿 54 戸崎 圭太寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 448 ―1：11．91� 4．2

812 カシノワンダラー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 452 ―1：12．11� 172．0�
44 ファイナルブロー 牡2鹿 54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 438 ― 〃 クビ 30．9�
11 ミヤギユニヴァース 牝2鹿 54 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 434 ―1：12．31� 80．9
22 ハ イ ク ロ ス 牡2芦 54

52 △嶋田 純次 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 434 ―1：13．04 27．9�
69 コロナプリンセス 牝2栗 54 田中 勝春鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 438 ―1：14．9大差 16．7�
57 パワーキングマン 牡2鹿 54 大野 拓弥西村新一郎氏 武市 康男 日高 旭 牧場 440 ―1：16．510 119．9�
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売 得 金
単勝： 26，341，700円 複勝： 35，653，900円 枠連： 15，173，000円
馬連： 50，833，300円 馬単： 37，117，500円 ワイド： 23，219，400円
3連複： 62，042，600円 3連単： 110，667，900円 計： 361，049，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 740円 � 230円 枠 連（3－4） 6，900円

馬 連 �� 7，340円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 480円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 19，940円 3 連 単 ��� 101，090円

票 数

単勝票数 計 263417 的中 � 95944（1番人気）
複勝票数 計 356539 的中 � 98563（1番人気）� 8717（10番人気）� 37885（4番人気）
枠連票数 計 151730 的中 （3－4） 1625（19番人気）
馬連票数 計 508333 的中 �� 5112（24番人気）
馬単票数 計 371175 的中 �� 2812（32番人気）
ワイド票数 計 232194 的中 �� 2495（27番人気）�� 13065（4番人気）�� 1292（41番人気）
3連複票数 計 620426 的中 ��� 2297（58番人気）
3連単票数 計1106679 的中 ��� 808（279番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．6―47．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロスターズ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 War Chant 初出走

2011．3．28生 牡2黒鹿 母 ハチノヨウニサス 母母 Bridey O. 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワーキングマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 アンジェリック号（疾病〔感冒〕のため）



18019 6月30日 曇 良 （25福島2）第2日 第7競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走13時30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 スギノハルバード 牡3鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 464＋ 21：47．1 6．0�
713 ランドブリーズ 牝3鹿 54 石橋 脩西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 490－101：48．27 18．7�
11 アポロンバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 石郷岡 雅樹 502＋ 61：48．52 111．6�
59 � ドラゴンロックス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 508－ 41：48．71� 6．0�
46 ヤマトツバキ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 484－ 81：48．91� 49．7�
815 ウインフェロー 牡3鹿 56 宮崎 北斗	ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 B466± 01：49．0	 152．6

58 キネオハレー 牡3鹿 56 大野 拓弥ジャパンフードビジネス	 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B492－ 6 〃 ハナ 1．7�
35 メ ロ ー ペ 牝3黒鹿54 武士沢友治岡田 壮史氏 小野 次郎 新ひだか 岡田スタツド 478－ 61：49．1クビ 87．4�
22 � アレックスキッド 
3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

476－ 21：49．52� 112．3
611 ルルドバシリカ 牡3青鹿56 大庭 和弥日下部勝德氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 450± 01：49．6	 72．6�
47 � サトノロータス 牡3栗 56 戸崎 圭太里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida B466－ 41：50．02� 8．6�
34 ピュアラメール 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 日高 春木 昭雄 418－101：50．42� 188．7�
23 デンカノホウトウ 牡3栗 56 内田 博幸 	グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 454－ 21：51．57 21．5�
814 ベロセットレコード 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 486＋ 4 〃 ハナ 234．5�
610 イノチノカギリ 牡3鹿 56 蛯名 正義杉浦 �氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド 496 ―1：52．45 42．0�
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売 得 金
単勝： 27，285，700円 複勝： 52，714，000円 枠連： 18，399，800円
馬連： 56，182，200円 馬単： 43，436，300円 ワイド： 30，337，800円
3連複： 78，479，500円 3連単： 155，447，000円 計： 462，282，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 300円 � 610円 � 2，500円 枠 連（7－7） 3，840円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 7，850円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 7，200円 �� 12，420円

3 連 複 ��� 126，740円 3 連 単 ��� 472，100円

票 数

単勝票数 計 272857 的中 � 36372（2番人気）
複勝票数 計 527140 的中 � 54553（3番人気）� 22264（5番人気）� 4888（11番人気）
枠連票数 計 183998 的中 （7－7） 3545（12番人気）
馬連票数 計 561822 的中 �� 10618（10番人気）
馬単票数 計 434363 的中 �� 4088（22番人気）
ワイド票数 計 303378 的中 �� 5372（15番人気）�� 1024（48番人気）�� 591（61番人気）
3連複票数 計 784795 的中 ��� 457（154番人気）
3連単票数 計1554470 的中 ��� 243（628番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．0―42．6―55．7―1：08．8―1：21．5―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．3
1
3
5（7，8）12（9，15）10（4，6）－14，11，13－2，3，1
5（7，8，12）9，15（4，13）6，11，1（2，10）－14－3

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

勝馬の
紹 介

スギノハルバード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．10．21 新潟3着

2010．5．31生 牡3鹿 母 ファーストサイト 母母 スギノシャーロット 7戦1勝 賞金 8，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イノチノカギリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 コウヨウセレクト号・シャインエフェクト号・スイートマズルカ号・トキンパンチ号

18020 6月30日 曇 良 （25福島2）第2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

714� エレガンテココ 牝5青 55
53 △嶋田 純次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 436± 01：47．1 176．9�

23 トルークマクト 牡3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 434± 0 〃 クビ 4．7�
48 ユキノユウダン 牡3栗 54 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 426－ 21：47．2クビ 23．1�
47 エバーグリーン 牡5青 57 松岡 正海吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488－ 61：47．41� 13．4�
24 アンブリッジ 牡3鹿 54 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462－ 21：47．61� 5．9�
59 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 438－ 21：47．7	 130．2

12 ダイワアクシス 牡4黒鹿57 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452＋ 21：47．8� 2．9�
611 コスモトゥルーラヴ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 480－121：47．9	 8．4�
11 サトノテイオウ 牡3鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464－ 21：48．0� 7．5
510 ロベルクランツ 牡4鹿 57 大野 拓弥 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 428－ 6 〃 アタマ 99．9�
35 サクラグランレーヴ 牡3鹿 54 内田 博幸	さくらコマース久保田貴士 新ひだか 新和牧場 452－ 21：48．1	 21．0�
816 マイネルガブリエル 牡3黒鹿54 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 484＋ 41：48．2クビ 148．6�
612 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57 上野 翔加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 有限会社

ケイズ B464－ 21：48．41� 555．5�
713 イースタリーガスト 牡6黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 498－ 8 〃 クビ 114．9�
815 クールエレガンス 牡6青鹿57 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B484－ 41：48．61� 14．2�
36 ケイツークロート 牝4栗 55 宮崎 北斗楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 476＋101：49．02� 428．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，438，600円 複勝： 59，560，800円 枠連： 26，522，400円
馬連： 82，363，500円 馬単： 49，314，600円 ワイド： 36，653，700円
3連複： 103，873，900円 3連単： 173，747，900円 計： 563，475，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，690円 複 勝 � 2，020円 � 220円 � 550円 枠 連（2－7） 6，460円

馬 連 �� 38，770円 馬 単 �� 137，340円

ワ イ ド �� 8，060円 �� 22，690円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 187，890円 3 連 単 ��� 2，249，580円

票 数

単勝票数 計 314386 的中 � 1401（14番人気）
複勝票数 計 595608 的中 � 6509（10番人気）� 89300（2番人気）� 27058（8番人気）
枠連票数 計 265224 的中 （2－7） 3031（19番人気）
馬連票数 計 823635 的中 �� 1568（49番人気）
馬単票数 計 493146 的中 �� 265（134番人気）
ワイド票数 計 366537 的中 �� 1108（49番人気）�� 391（82番人気）�� 5705（23番人気）
3連複票数 計1038739 的中 ��� 408（217番人気）
3連単票数 計1737479 的中 ��� 57（1644番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．3―11．8―11．7―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．1―47．4―59．2―1：10．9―1：22．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�エレガンテココ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 サンデーサイレンス

2008．5．21生 牝5青 母 エイシンサイレンス 母母 コンキスタドアブルー 11戦1勝 賞金 9，650，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 アンブリッジ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ピロポ号



18021 6月30日 曇 良 （25福島2）第2日 第9競走 ��
��1，700�

さ ん り く

三 陸 特 別
発走14時35分 （ダート・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

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 54 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 480± 01：46．1 3．7�
815 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 57 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B462－ 61：46．2� 6．4�
58 トミケンユークアイ 牡4黒鹿57 内田 博幸冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 492－ 2 〃 ハナ 3．0�
47 オリオンザジャパン 牡3芦 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 464－141：46．3� 21．3�
814 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B494＋ 21：46．51	 23．4�
611 トウショウギフト 牡4鹿 57 岩部 純二トウショウ産業	 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 524＋ 81：46．6
 13．7

610 コパノウィリアム 牡4鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 480± 0 〃 クビ 10．4�
713 ランブリングマン 牡3鹿 54 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 526＋ 41：46．7クビ 15．8�
22 アイアムライジング 牡3黒鹿54 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 530＋ 21：47．01
 16．9
34 � サンマルヴィエント 牡5栗 57 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 464－ 41：47．42� 255．6�
23 ステージナーヴ 牡4黒鹿57 江田 照男 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 61：48．03� 136．9�
35 ジ ャ イ ア ン 牡5鹿 57 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 476－161：48．1クビ 85．3�
59 レッドブルピサ 牡4鹿 57 和田 竜二市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 530＋ 21：48．42 18．3�
46 � ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 大野 拓弥国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 510＋ 21：48．5
 45．2�
712 サンマルスピリット 牡3鹿 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 464－121：48．71� 44．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，038，600円 複勝： 68，401，500円 枠連： 31，898，400円
馬連： 113，207，500円 馬単： 63，946，000円 ワイド： 47，834，200円
3連複： 141，564，900円 3連単： 247，541，500円 計： 751，432，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（1－8） 980円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 470円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 8，120円

票 数

単勝票数 計 370386 的中 � 79001（2番人気）
複勝票数 計 684015 的中 � 129577（2番人気）� 99680（3番人気）� 143680（1番人気）
枠連票数 計 318984 的中 （1－8） 24269（4番人気）
馬連票数 計1132075 的中 �� 62741（3番人気）
馬単票数 計 639460 的中 �� 19949（4番人気）
ワイド票数 計 478342 的中 �� 23243（3番人気）�� 51084（1番人気）�� 31928（2番人気）
3連複票数 計1415649 的中 ��� 83712（1番人気）
3連単票数 計2475415 的中 ��� 22512（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．0―42．7―55．7―1：08．0―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマヌラリヒョン �
�
父 バトルライン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2012．10．13 東京2着

2010．4．14生 牡3鹿 母 オープンアップ 母母 タッチオブゴールド 8戦2勝 賞金 25，599，000円
〔制裁〕 トウショウギフト号の騎手岩部純二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） 5頭 コスモゴールデン号・サウンドストーム号・ジプタ号・ダノンレジェンド号・マイネルガネーシャ号

18022 6月30日 晴 良 （25福島2）第2日 第10競走 ��
��1，200�さくらんぼ特別

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

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

710 メイショウハガクレ 牡4鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 61：08．1 4．1�
67 ツインクルスター 牝4栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 490－ 61：08．2� 2．3�
812 ケイアイエレガント 牝4黒鹿55 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B508－101：08．73 5．7�
33 フレイムヘイロー 牡5栗 57 大庭 和弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 494－ 41：08．91	 62．8�
11 ビットスターダム 牡5芦 57 和田 竜二馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466－101：09．11
 8．8�
22 トキノゲンジ 牡5鹿 57 西田雄一郎中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 500－ 61：09．2	 27．9	
55 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 496＋ 61：09．3	 27．6

811� エ ク レ ウ ス 牡8黒鹿57 伊藤 工真栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B490－ 61：09．4	 94．8�
56 ハンターワディ 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 482± 0 〃 クビ 33．3
68 ドラゴンサクラ 牝3青鹿52 柴田 善臣大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 4 〃 ハナ 11．8�
79 バルスピュール 牝4黒鹿55 大野 拓弥ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 468－ 61：09．5	 18．7�
44 ヤサカシャイニー 牝5栗 55 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 460－ 61：09．92	 55．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，059，500円 複勝： 50，473，300円 枠連： 26，085，500円
馬連： 107，709，100円 馬単： 68，749，300円 ワイド： 39，784，300円
3連複： 133，408，000円 3連単： 276，137，500円 計： 737，406，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 220円 �� 360円 �� 340円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 350595 的中 � 67625（2番人気）
複勝票数 計 504733 的中 � 101376（2番人気）� 130718（1番人気）� 76454（3番人気）
枠連票数 計 260855 的中 （6－7） 63117（1番人気）
馬連票数 計1077091 的中 �� 172723（1番人気）
馬単票数 計 687493 的中 �� 44206（3番人気）
ワイド票数 計 397843 的中 �� 52295（1番人気）�� 25576（3番人気）�� 27670（2番人気）
3連複票数 計1334080 的中 ��� 121425（1番人気）
3連単票数 計2761375 的中 ��� 49697（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．8―11．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．7―44．8―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハガクレ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Gone West デビュー 2011．8．7 小倉2着

2009．4．13生 牡4鹿 母 アミロティン 母母 Amirati 14戦3勝 賞金 55，491，000円

２レース目



18023 6月30日 晴 良 （25福島2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第62回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，24．6．30以降25．6．23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 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

611 ケイアイチョウサン 牡3黒鹿54 横山 典弘�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 438－ 21：47．9 22．8�
24 カシノピカチュウ 牡3鹿 55 西田雄一郎柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 468＋ 2 〃 クビ 43．1�
23 アドマイヤドバイ 牡3鹿 54 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450－ 41：48．0クビ 8．2�
47 フラムドグロワール 牡3栗 56 田辺 裕信有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 アタマ 6．2�
59 シャイニープリンス 牡3青鹿56 和田 竜二小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 504± 01：48．21� 13．5�
714 ダービーフィズ 牡3栗 54 吉田 豊 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 アタマ 45．7

48 ダイワストリーム 牝3栗 51 嶋田 純次大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 470－ 2 〃 ハナ 16．0�
816 シ ン ネ ン 牡3栗 54 松岡 正海林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 466－ 6 〃 ハナ 27．3�
36 ナンシーシャイン 牝3鹿 54 大野 拓弥三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 420＋ 61：48．3クビ 42．8
815 インプロヴァイズ 牡3青 54 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 2 〃 クビ 5．0�
612 ミエノワンダー 牡3鹿 55 田中 勝春里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 41：48．4クビ 7．7�
510 ダイワブレイディ 牡3芦 53 柴田 大知大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 ハナ 42．4�
12 ブリリアントアスク 牝3鹿 50 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 432＋ 21：48．61 206．7�
35 カフェリュウジン 牡3鹿 53 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 2 〃 クビ 24．1�
713 ガイヤースヴェルト 牡3黒鹿56 内田 博幸 	サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：48．7� 3．7�
11 サンブルエミューズ 牝3栗 54 蛯名 正義 	キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 420－ 61：48．8クビ 37．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 163，177，900円 複勝： 253，170，700円 枠連： 128，932，400円 馬連： 640，520，900円 馬単： 323，827，200円
ワイド： 221，883，300円 3連複： 954，419，100円 3連単： 1，677，104，000円 5重勝： 719，768，400円 計： 5，082，803，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 620円 � 920円 � 310円 枠 連（2－6） 1，840円

馬 連 �� 40，460円 馬 単 �� 73，450円

ワ イ ド �� 9，530円 �� 2，950円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 111，170円 3 連 単 ��� 917，500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����� 1，753，100円

票 数

単勝票数 計1631779 的中 � 56526（8番人気）
複勝票数 計2531707 的中 � 104263（9番人気）� 66840（11番人気）� 240838（5番人気）
枠連票数 計1289324 的中 （2－6） 51858（10番人気）
馬連票数 計6405209 的中 �� 11686（89番人気）
馬単票数 計3238272 的中 �� 3254（161番人気）
ワイド票数 計2218833 的中 �� 5673（86番人気）�� 18673（37番人気）�� 15416（43番人気）
3連複票数 計9544191 的中 ��� 6336（286番人気）
3連単票数 計16771040 的中 ��� 1349（1804番人気）
5重勝票数 計7197684 的中 ����� 303

ハロンタイム 12．5―10．9―12．4―12．5―12．2―12．2―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．8―48．3―1：00．5―1：12．7―1：24．2―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2012．8．5 新潟7着

2010．2．11生 牡3黒鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 11戦3勝 賞金 62，945，000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 ラシーマ号
（非抽選馬） 1頭 ベルゲンクライ号

18024 6月30日 晴 良 （25福島2）第2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 7，200，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

58 レモンチャン 牝3栗 52 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 458＋ 81：09．0 18．6�
59 グ レ カ ー レ 牝3鹿 52 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 434＋ 21：09．21� 72．8�
23 アフロディシアス 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 446－ 81：09．3	 301．2�
22 モレサンドニ 牝3栗 52 内田 博幸密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 クビ 10．5�
11 
 ダークマレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 456＋ 21：09．4クビ 6．4�
815 ダイワベスパー 牝4黒鹿55 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 426－ 21：09．61� 3．6	
610 アルマディヴァン 牝3栗 52 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482－ 2 〃 アタマ 6．4

34 ハプスブルク 牡3鹿 54 横山 典弘片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 436－ 21：09．81 15．3�
35 � トルピドトウショウ 牝5鹿 55 柴田 大知トウショウ産業� 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 456－ 11：09．9� 192．3
47 ガッダムアスカ 牝4芦 55

53 △嶋田 純次神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 458＋ 61：10．0	 3．2�
713 エフティチャーミー 牝3鹿 52 吉田 豊吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 444＋ 2 〃 クビ 34．9�
611 リ シ ェ ス 牝3芦 52 戸崎 圭太原 子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 436－ 81：10．1クビ 36．4�
814 ゾ ク ゾ ク �4鹿 57 和田 竜二中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 B450－161：10．52	 45．5�
712 インザチャーチ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 賀張中川牧場 422＋101：10．82 90．3�
46 アラマサウイン 牝3黒鹿52 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484± 01：10．9� 40．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 76，404，800円 複勝： 98，255，600円 枠連： 49，752，900円
馬連： 196，410，600円 馬単： 118，610，600円 ワイド： 80，803，300円
3連複： 250，211，100円 3連単： 508，309，200円 計： 1，378，758，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 520円 � 1，280円 � 5，890円 枠 連（5－5） 15，080円

馬 連 �� 29，730円 馬 単 �� 57，750円

ワ イ ド �� 7，190円 �� 23，150円 �� 31，820円

3 連 複 ��� 518，700円 3 連 単 ��� 1，369，100円

票 数

単勝票数 計 764048 的中 � 32505（7番人気）
複勝票数 計 982556 的中 � 54059（6番人気）� 19966（12番人気）� 4107（15番人気）
枠連票数 計 497529 的中 （5－5） 2436（32番人気）
馬連票数 計1964106 的中 �� 4877（56番人気）
馬単票数 計1186106 的中 �� 1516（115番人気）
ワイド票数 計 808033 的中 �� 2781（57番人気）�� 857（91番人気）�� 623（96番人気）
3連複票数 計2502111 的中 ��� 356（373番人気）
3連単票数 計5083092 的中 ��� 274（1558番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レモンチャン �
�
父 デュランダル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー 2012．6．30 福島8着

2010．4．12生 牝3栗 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム 8戦2勝 賞金 16，450，000円
※出走取消馬 ツクバアラモード号（疾病〔鼻梁部挫創〕のため）
※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 マウントビスティー号

５レース目



（25福島2）第2日 6月30日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 174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

219，570，000円
10，120，000円
1，760，000円
19，520，000円
62，749，500円
5，278，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
519，179，100円
807，125，400円
369，311，400円
1，484，698，000円
892，838，100円
603，702，000円
2，051，216，200円
3，741，252，000円
719，768，400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 11，189，090，600円

総入場人員 17，586名 （有料入場人員 ）
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