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18025 7月6日 曇 良 （25福島2）第3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

45 テルミドール 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 404＋ 21：09．9 8．3�
11 ベルプラージュ 牝2黒鹿54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 436－101：10．0� 5．2�
33 キョウエイダルク 牝2鹿 54 内田 博幸田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 426－ 41：10．1� 5．1�
58 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 432－ 61：10．84 21．4�
610 ディアキンカク 牡2栗 54 戸崎 圭太ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 492＋ 41：11．22� 4．0�
57 マイネウェリナ 牝2芦 54 田辺 裕信 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 タニグチ牧場 408＋ 41：11．41� 55．4

813 クラウンシンホニー 牝2鹿 54 田中 勝春	クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 466＋ 4 〃 アタマ 21．4�
814 ハ イ ク ロ ス 牡2芦 54 西村 太一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B432－ 21：11．5クビ 96．4�
711 サビーナクレスタ 牡2鹿 54 北村 宏司 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 450 1：11．82 11．9
22 オキテスグメシ 牡2栗 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 432－ 2 〃 ハナ 167．2�
69 タシデレック 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 420－141：12．11� 404．1�
46 カンタベリーツルギ 牡2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 432＋ 21：12．31 249．9�
34 フ ク ノ ト リ 牡2黒鹿54 江田 照男小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 438＋ 21：12．51� 35．5�
712 マイネパシオーネ 牝2栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：13．13� 4．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，768，200円 複勝： 39，596，900円 枠連： 12，104，500円
馬連： 43，814，700円 馬単： 30，701，200円 ワイド： 21，852，900円
3連複： 59，701，100円 3連単： 98，310，200円 計： 324，849，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 230円 � 190円 � 160円 枠 連（1－4） 2，310円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 820円 �� 620円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 18，990円

票 数

単勝票数 計 187682 的中 � 18027（5番人気）
複勝票数 計 395969 的中 � 40444（5番人気）� 56384（4番人気）� 79171（1番人気）
枠連票数 計 121045 的中 （1－4） 3880（13番人気）
馬連票数 計 438147 的中 �� 14120（11番人気）
馬単票数 計 307012 的中 �� 4497（22番人気）
ワイド票数 計 218529 的中 �� 6294（10番人気）�� 8635（9番人気）�� 13542（4番人気）
3連複票数 計 597011 的中 ��� 18285（8番人気）
3連単票数 計 983102 的中 ��� 3821（65番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．5―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テルミドール �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．6．8 東京4着

2011．4．16生 牝2黒鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔調教再審査〕 マイネパシオーネ号は，競走中終始外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネパシオーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月6日まで平地

競走に出走できない。

18026 7月6日 曇 良 （25福島2）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

611 ボンジュールココロ 牝3鹿 54 柴田 善臣田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 456－ 41：09．0 1．9�
35 エターナルスター 牝3栗 54

52 △嶋田 純次下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 484± 01：09．63� 4．2�
612 ショウナンカリーノ 牝3鹿 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 426＋161：10．66 36．4�
714 エメラルドタワー 牝3黒鹿54 江田 照男田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか へいはた牧場 466＋ 41：10．7クビ 19．2�
48 ティリアンパープル 牝3鹿 54 戸崎 圭太飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：10．91� 15．1�
816 マイネジュリエッタ 牝3黒鹿54 松岡 正海 	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 448± 01：11．0� 4．0

11 プ ラ リ ネ 牝3鹿 54 西田雄一郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 富菜牧場 456＋ 81：11．1クビ 67．5�
510 クレルモンフェラン 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 452－ 6 〃 同着 100．6�
12 ホノオノマイ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂ターフ・スポート和田 雄二 浦河 笹地牧場 428＋ 21：11．73� 231．2�
47 コンヘラシオン 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠岡田 壮史氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：12．01� 91．0�
815 ダンスアゲン 牝3鹿 54 武士沢友治浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B462＋ 21：12．32 284．8�
36 ティンパニー 牝3栗 54 伊藤 工真難波 経雄氏 田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：12．93� 82．3�
23 アワサンシャイン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁吉田 和子氏 伊藤 圭三 新ひだか 前川 正美 426－ 61：13．75 222．8�
713 パルムドールロゼ 牝3栗 54 蛯名 正義安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 赤田牧場 424－ 4 （競走中止） 40．6�

（14頭）
24 ソ ウ キ ュ ウ 牝3鹿 54 横山 典弘荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 420－ 8 （競走除外）

59 ポ タ ラ カ 牝3黒鹿54 柴田 大知ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 小野 秀治 438＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，682，700円 複勝： 32，225，400円 枠連： 13，267，000円
馬連： 32，147，600円 馬単： 23，334，500円 ワイド： 15，354，800円
3連複： 29，615，800円 3連単： 53，729，100円 計： 218，356，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 520円 枠 連（3－6） 520円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 180円 �� 660円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 差引計 186827（返還計 24548） 的中 � 80048（1番人気）
複勝票数 差引計 322254（返還計 46764） 的中 � 121259（1番人気）� 67619（2番人気）� 8283（6番人気）
枠連票数 差引計 132670（返還計 443） 的中 （3－6） 18883（2番人気）
馬連票数 差引計 321476（返還計145368） 的中 �� 62283（2番人気）
馬単票数 差引計 233345（返還計105429） 的中 �� 26820（2番人気）
ワイド票数 差引計 153548（返還計 70688） 的中 �� 27968（1番人気）�� 5009（7番人気）�� 2126（14番人気）
3連複票数 差引計 296158（返還計287853） 的中 ��� 7908（7番人気）
3連単票数 差引計 537291（返還計518038） 的中 ��� 4485（21番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．8―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 11，10（5，16）（7，12）（1，14）－（2，8）15－（6，3） 4 11（5，10）16，14（7，12）－1－（2，8）－15－（6，3）

勝馬の
紹 介

ボンジュールココロ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．9．23 中山3着

2010．4．11生 牝3鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー 8戦1勝 賞金 10，350，000円
〔競走除外〕 ソウキュウ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

ポタラカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻
7分遅延。

〔競走中止〕 パルムドールロゼ号は，競走中に疾病〔寛骨複骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ポタラカ号は，平成25年7月7日から平成25年8月5日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調

教再審査。
〔その他〕 ダンスアゲン号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

アワサンシャイン号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティンパニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月6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 ミヤビアンジェロ号

第２回 福島競馬 第３日



18027 7月6日 曇 稍重 （25福島2）第3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）

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 カラダドリーム 牡3鹿 56 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
松田牧場 482－ 61：48．6 7．5�

11 シルバーフォンテン 牡3芦 56 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 えりも 寺井 文秀 472± 01：49．02� 11．3�
34 ゴールドボンド 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 486－ 4 〃 ハナ 5．0�
47 フレーミングトーチ 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：49．42� 25．2�
58 ラッキーチケット 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 浦河 ミルファーム 480－ 81：49．61� 5．3	
610 ワイピオバレー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464－ 61：50．34 3．1

814 ガイディングライト 牡3鹿 56 蛯名 正義 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 486－101：50．4クビ 93．6�
46 ネ ス 牝3青 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 444－101：50．93 49．8�
713 クリノローガン 牡3鹿 56 的場 勇人栗本 博晴氏 成島 英春 日高 宝寄山 忠則 442－14 〃 クビ 125．2
611 ヴァンダリア 牡3芦 56 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 矢野牧場 B530± 01：51．0クビ 190．2�
35 シアワセカナウ 牝3栗 54 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 462－ 8 〃 アタマ 139．1�
59 ジャングルハット 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 クビ 4．8�
22 エーシンヒリュー 牡3栗 56 横山 義行�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 B476＋ 41：51．42� 216．3�
815 サイドリアル 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 永田 克之 464＋ 81：51．71� 328．2�
23 コスモアーザ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 久保 昇 476 ―1：52．23 56．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，783，200円 複勝： 37，077，200円 枠連： 14，061，300円
馬連： 41，722，900円 馬単： 30，388，900円 ワイド： 22，712，700円
3連複： 58，995，000円 3連単： 100，354，700円 計： 325，095，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 320円 � 370円 � 220円 枠 連（1－7） 3，910円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 640円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 33，130円

票 数

単勝票数 計 197832 的中 � 20913（5番人気）
複勝票数 計 370772 的中 � 29879（5番人気）� 24959（6番人気）� 50389（4番人気）
枠連票数 計 140613 的中 （1－7） 2660（13番人気）
馬連票数 計 417229 的中 �� 7867（15番人気）
馬単票数 計 303889 的中 �� 3239（28番人気）
ワイド票数 計 227127 的中 �� 4220（17番人気）�� 9040（9番人気）�� 5882（13番人気）
3連複票数 計 589950 的中 ��� 7648（19番人気）
3連単票数 計1003547 的中 ��� 2236（114番人気）

ハロンタイム 6．8―11．7―12．0―13．1―13．4―13．1―13．0―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．5―30．5―43．6―57．0―1：10．1―1：23．1―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カラダドリーム �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．6．2 東京9着

2010．3．19生 牡3鹿 母 ケイアイメモリー 母母 カシワズプリンセス 8戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。

18028 7月6日 曇 良 （25福島2）第3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

44 ブレイクチャンス �6鹿 60 浜野谷憲尚齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 498－ 23：00．6 2．6�
811 オリオンザアルファ 牡6黒鹿60 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 482＋ 23：02．3大差 6．9�
55 プレミアムパス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 482＋ 23：02．4� 3．1�
11 ヨドノエース 牡4黒鹿60 草野 太郎海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 450－12 〃 ハナ 26．6�
67 � トーセンタイガー 牡5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 514－ 63：02．6� 6．2�
22 リアルクラシック �4鹿 60 上野 翔岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 446± 03：03．45 14．5	
78 リバーオリエンタル 牡4鹿 60 大江原 圭吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 436－103：03．61� 40．9

66 � プロジェクトブルー 牡6鹿 60

57 ▲山崎 亮誠 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 500－103：03．7� 18．6�
79 メジロハクリュウ 牡5鹿 60 山本 康志岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 468－ 43：06．5大差 25．9
810 マダムバタフライ 牝3鹿 56 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 464－ 23：07．56 66．4�
33 � フォレストリーダー 牡5栗 60 横山 義行小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 484－ 63：07．71� 136．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，864，000円 複勝： 24，872，600円 枠連： 10，611，500円
馬連： 30，942，700円 馬単： 24，121，100円 ワイド： 14，876，200円
3連複： 45，279，600円 3連単： 83，016，300円 計： 248，584，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 170円 � 120円 枠 連（4－8） 970円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 5，090円

票 数

単勝票数 計 148640 的中 � 45619（1番人気）
複勝票数 計 248726 的中 � 60784（2番人気）� 28244（4番人気）� 70122（1番人気）
枠連票数 計 106115 的中 （4－8） 8141（5番人気）
馬連票数 計 309427 的中 �� 22023（5番人気）
馬単票数 計 241211 的中 �� 10459（6番人気）
ワイド票数 計 148762 的中 �� 10704（4番人気）�� 21460（1番人気）�� 10441（5番人気）
3連複票数 計 452796 的中 ��� 46534（1番人気）
3連単票数 計 830163 的中 ��� 12055（7番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．8－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイクチャンス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2009．7．18 新潟3着

2007．5．13生 �6鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 障害：4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔制裁〕 マダムバタフライ号の騎手高野和馬は，1周目1号障害手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11

番）



18029 7月6日 曇 稍重 （25福島2）第3日 第5競走 ��
��1，150�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （ダート・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
1：08．5
1：08．5

良
良

23 ニシノイナズマ 牡2芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 482 ―1：10．7 5．2�
47 ミ サ イ ル 牡2栗 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 新ひだか 田中 裕之 498 ―1：11．33� 16．1�
35 � ペガサスジュニア 牡2栗 54 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida 490 ―1：11．4� 4．4�
611 アーネストミノル 牡2鹿 54 蛯名 正義吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 444 ―1：11．5	 26．2�
815 ミシェルメモリアル 牝2鹿 54

52 △嶋田 純次山内 晃氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 448 ―1：11．6	 15．0�
11 ゴーアップファイト 牡2栗 54 田辺 裕信後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 468 ―1：11．7	 51．0�
12 トゥインクリング 牡2栗 54 北村 宏司スリースターズレーシング 田村 康仁 浦河 ミルファーム 482 ―1：11．8クビ 3．4	
816 ブルーホール 牡2青鹿54 武士沢友治
Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 446 ―1：11．9� 35．0�
36 ドリームエルダー 牡2栗 54 江田 照男セゾンレースホース
 根本 康広 豊浦 飯原牧場 480 ―1：12．0� 18．4�
713 シゲルナガト 牝2鹿 54 松岡 正海森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 前田 宗将 462 ―1：12．1	 20．2
714 トミケンムートス 牡2栗 54 的場 勇人冨樫 賢二氏 水野 貴広 新冠 アサヒ牧場 420 ―1：12．73� 27．0�
24 マイネルモヒート 牡2鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 452 ―1：13．33� 9．5�
59 キングオブキック 牡2栗 54 嘉藤 貴行北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 458 ―1：13．62 142．0�
510 ボンジュールカンナ 牝2栗 54 田中 勝春田中善次郎氏 菊沢 隆徳 浦河 谷川牧場 458 ―1：13．92 27．7�
48 ウインブレット 牡2芦 54 石橋 脩
ウイン 田中 剛 新ひだか 松本牧場 482 ―1：14．0クビ 30．4�
612 ミニャルディーズ 牝2芦 54

51 ▲原田 和真菊地 剛氏 松永 康利 新ひだか へいはた牧場 430 ―1：15．59 220．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，236，600円 複勝： 30，309，100円 枠連： 16，209，100円
馬連： 44，063，900円 馬単： 27，912，000円 ワイド： 21，506，700円
3連複： 55，437，700円 3連単： 81，542，600円 計： 296，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 340円 � 170円 枠 連（2－4） 1，840円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 490円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 41，620円

票 数

単勝票数 計 192366 的中 � 29481（3番人気）
複勝票数 計 303091 的中 � 50745（3番人気）� 19013（5番人気）� 53786（2番人気）
枠連票数 計 162091 的中 （2－4） 6531（8番人気）
馬連票数 計 440639 的中 �� 7188（15番人気）
馬単票数 計 279120 的中 �� 2837（23番人気）
ワイド票数 計 215067 的中 �� 4251（11番人気）�� 11661（3番人気）�� 3668（15番人気）
3連複票数 計 554377 的中 ��� 5750（17番人気）
3連単票数 計 815426 的中 ��� 1446（106番人気）

ハロンタイム 9．7―11．1―11．8―12．3―12．7―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．8―32．6―44．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノイナズマ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．3．7生 牡2芦 母 ブロードスマイル 母母 プリスティン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18030 7月6日 曇 良 （25福島2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：45．3
1：44．1

良
良

48 ルーベンスクラフト 牝3栗 54 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 468－ 61：48．5 12．7�

36 ソムニアシチー 牝3鹿 54 江田 照男 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B426－ 41：49．03 4．9�
612 イメージガール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太飯田 政子氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 448± 01：49．21� 9．0�
47 アンスーリール 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 428＋ 41：49．41� 88．7�

510 アンサングヒーロー 牡3栗 56 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 林 孝輝 498－10 〃 クビ 41．5�
12 アイサメヤラズ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次西山 茂行氏 萱野 浩二 新冠 川上牧場 454＋ 8 〃 アタマ 27．6	
59 マイネリッカ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 430－141：49．5� 27．6

24 ダルメシアン 牡3青 56 石橋 脩本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 472＋ 2 〃 ハナ 13．0�
611 ド ヴ ェ ル グ 牡3鹿 56 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム 450－ 41：49．92� 71．5�
714 カフェシリウス 牡3鹿 56 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新冠 須崎牧場 480－ 6 〃 ハナ 6．6
11 モンプレジール 牡3鹿 56 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 454± 01：50．0クビ 5．8�
713 リネンウインド �3黒鹿56 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 438－ 61：50．42� 240．9�
815 エルインペレイター �3鹿 56 田中 勝春�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480－121：50．71� 7．5�
23 ド ミ ン ゴ 牡3鹿 56 田辺 裕信千田 幸信氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム 478－ 41：50．8� 5．1�
35 シスターエアー 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 492＋ 41：51．22� 340．9�
816 ホットショットガン 牡3鹿 56 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 490 ―1：55．5大差 196．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，139，500円 複勝： 41，710，600円 枠連： 16，460，900円
馬連： 55，314，400円 馬単： 34，533，800円 ワイド： 28，571，900円
3連複： 71，334，500円 3連単： 113，474，600円 計： 384，540，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 340円 � 210円 � 300円 枠 連（3－4） 2，400円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，770円 �� 880円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 54，810円

票 数

単勝票数 計 231395 的中 � 14411（7番人気）
複勝票数 計 417106 的中 � 30283（7番人気）� 59003（3番人気）� 35583（5番人気）
枠連票数 計 164609 的中 （3－4） 5082（15番人気）
馬連票数 計 553144 的中 �� 15339（13番人気）
馬単票数 計 345338 的中 �� 4108（31番人気）
ワイド票数 計 285719 的中 �� 6771（12番人気）�� 3885（23番人気）�� 8223（9番人気）
3連複票数 計 713345 的中 ��� 6312（30番人気）
3連単票数 計1134746 的中 ��� 1528（204番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．1―12．4―12．5―12．5―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．4―47．8―1：00．3―1：12．8―1：24．8―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ルーベンスクラフト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．8．12 新潟5着

2010．2．17生 牝3栗 母 ヒシバイタル 母母 バードキャット 8戦1勝 賞金 7，800，000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〕 ホットショットガン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月6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） 1頭 ドクタールキア号
（非抽選馬） 2頭 コスモソーク号・ヤナガセイコ号



18031 7月6日 晴 稍重 （25福島2）第3日 第7競走 ��1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

36 サクライスピラート 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 466＋ 81：08．9 4．5�
816 ストップザジョーク 牡3芦 56 田中 勝春ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 450－ 41：09．75 16．0�
714 シャツカストライン 牡3鹿 56 内田 博幸古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 504＋ 81：09．8クビ 2．3�
59 アキノアッパー 牡3栗 56 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 452－ 21：10．01� 11．4�
612 ラフアウトラウド 牝3栗 54 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 452－ 8 〃 クビ 80．4	
611 ベルウッドジンプウ 牡3栗 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 450－ 21：10．1� 33．6

713 ホワイトコーヒー 牡3芦 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 448－ 41：10．2クビ 12．2�
23 ショウワダンディ 牡3鹿 56 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング B488－ 2 〃 ハナ 8．5�
24 クイックスパイダー 牡3栗 56 蛯名 正義菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 456－ 8 〃 クビ 6．8
510 シンパサイザー 牡3芦 56 江田 照男水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 428－ 41：10．41� 105．7�
815 ノーアルコール 牝3栗 54 武士沢友治 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 様似 山口 幸雄 466 ―1：10．5クビ 81．8�
47 グランドアゲン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480＋261：11．13� 46．8�

35 ノットアットオール 牝3芦 54 上野 翔村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B458 ―1：11．52� 204．2�
12 フレンチボールド 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム 430 ―1：13．110 327．5�

11 スヴァローグ 牡3鹿 56 松岡 正海山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 藤本牧場 490－ 41：13．2� 239．5�
48 ミサノササメユキ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂竹森 幹雄氏 小野 次郎 新冠 中央牧場 448 ―1：14．05 357．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，763，800円 複勝： 40，409，200円 枠連： 19，387，200円
馬連： 53，042，500円 馬単： 35，170，000円 ワイド： 24，722，800円
3連複： 63，416，500円 3連単： 110，087，600円 計： 370，999，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 300円 � 130円 枠 連（3－8） 3，100円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 300円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 28，090円

票 数

単勝票数 計 247638 的中 � 43566（2番人気）
複勝票数 計 404092 的中 � 53910（3番人気）� 26694（7番人気）� 114398（1番人気）
枠連票数 計 193872 的中 （3－8） 4617（13番人気）
馬連票数 計 530425 的中 �� 9144（17番人気）
馬単票数 計 351700 的中 �� 3970（22番人気）
ワイド票数 計 247228 的中 �� 4106（17番人気）�� 23379（2番人気）�� 8822（7番人気）
3連複票数 計 634165 的中 ��� 15550（9番人気）
3連単票数 計1100876 的中 ��� 2893（84番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．2―12．2―12．3―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．7―43．9―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクライスピラート �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル デビュー 2013．1．6 中山5着

2010．5．13生 牡3鹿 母 サクラヴァニータ 母母 サクラヒラメキ 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔その他〕 スヴァローグ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンチボールド号・ミサノササメユキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

8月6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。
（非当選馬） 1頭 ノボサイボーグ号

18032 7月6日 曇 稍重 （25福島2）第3日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 7，200，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

45 � ラゴディラゴライ 牝3鹿 52 武士沢友治佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464－ 21：47．4 89．6�
814 ムードティアラ 牝3鹿 52 内田 博幸�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 466± 01：47．5� 3．3�
69 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 52 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 476± 01：47．92� 7．3�
46 ブルーバレット 牝3黒鹿 52

50 △嶋田 純次泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 446－101：48．43 17．8�
33 リアライズクレア 牝4栗 55 戸崎 圭太工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－ 41：49．25 3．1�
711 センティラシオン 牝5芦 55 西田雄一郎中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 486＋ 21：49．3� 146．7	
57 アンコールピース 牝4黒鹿55 柴田 善臣吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 494－121：49．4� 38．5

610 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 田中 勝春鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 B426－ 6 〃 クビ 10．4�
712 ボディーダンシング 牝3鹿 52

49 ▲長岡 禎仁吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 436－ 61：49．5� 43．4�
22 ディアアプローズ 牝5鹿 55 石橋 脩ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 466－ 61：49．81� 15．1�
813 フェアリーガーデン 牝4鹿 55 蛯名 正義田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 440－ 31：50．11� 53．1�
11 ミルキーブロード 牝4芦 55 江田 照男半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 494＋ 41：50．31	 6．1�
34 リュウツバメ 牝3鹿 52

49 ▲山崎 亮誠田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 524＋ 81：50．72� 71．5�
58 クリノチョモラーリ 牝3栗 52

49 ▲原田 和真栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 468± 01：51．33� 88．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，050，700円 複勝： 46，304，000円 枠連： 19，334，200円
馬連： 68，392，000円 馬単： 41，918，800円 ワイド： 31，236，100円
3連複： 87，250，900円 3連単： 149，499，300円 計： 468，986，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，960円 複 勝 � 1，480円 � 160円 � 230円 枠 連（4－8） 3，040円

馬 連 �� 10，880円 馬 単 �� 33，380円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 4，940円 �� 620円

3 連 複 ��� 17，690円 3 連 単 ��� 172，400円

票 数

単勝票数 計 250507 的中 � 2204（13番人気）
複勝票数 計 463040 的中 � 5767（12番人気）� 105829（2番人気）� 53293（4番人気）
枠連票数 計 193342 的中 （4－8） 4695（9番人気）
馬連票数 計 683920 的中 �� 4641（31番人気）
馬単票数 計 419188 的中 �� 927（82番人気）
ワイド票数 計 312361 的中 �� 2650（29番人気）�� 1490（44番人気）�� 13507（5番人気）
3連複票数 計 872509 的中 ��� 3641（53番人気）
3連単票数 計1494993 的中 ��� 640（440番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―42．9―55．8―1：08．5―1：21．3―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラゴディラゴライ �
�
父 Pure Prize �

�
母父 Yankee Victor （1戦0勝 賞金 0円）

2010．4．30生 牝3鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 5戦1勝 賞金 7，200，000円
地方デビュー 2012．7．4 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



18033 7月6日 曇 良 （25福島2）第3日 第9競走 ��
��1，200�

こおりやま

郡 山 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

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
1：07．0
1：06．5

良
良

36 マイネサヴァラン 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 470＋161：08．9 3．9�

12 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 452＋ 41：09．0� 3．1�
59 パシオンルージュ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 484＋ 2 〃 クビ 14．9�
23 マウントビスティー 牡4栗 57 蛯名 正義備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 464－ 21：09．21 6．0�
611 バーニングハート 牝3鹿 52 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 434＋ 61：09．41	 21．3�
815 ミラクルピッチ 牝4黒鹿55 田中 勝春松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 452± 0 〃 クビ 15．1	
714 ケイツーノース 牝6栗 55 柴田 善臣楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 508＋ 41：09．6� 17．9

510 アスキットキング 牡3鹿 54 的場 勇人中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 420－10 〃 アタマ 183．0�
35 
 アストライオス 牡4栗 57 伊藤 工真�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 442＋ 21：09．7� 163．2
47 � リリコレッジェーロ 牡3栗 54 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake

Iida DVM 512－ 2 〃 ハナ 18．1�
24 リアリティー 牝3鹿 52 戸崎 圭太小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 458＋ 41：09．8	 29．4�
713� タツフラッシュ 牡5鹿 57 江田 照男�大西牧場 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 480－ 2 〃 ハナ 33．3�
48 
 ラプターフィリー 牝4栗 55 武士沢友治佐藤 恭永氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 484－181：10．01	 86．1�
816 ヴァレンティーネ 牝3鹿 52 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 448＋ 21：10．31� 8．5�
612
 ベネチアブルー 牝5黒鹿55 嶋田 純次 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 454± 01：10．83 471．6�
11 キングアドバンス 牡3鹿 54 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500－ 61：11．97 63．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，875，700円 複勝： 50，333，900円 枠連： 25，127，700円
馬連： 92，638，300円 馬単： 52，200，400円 ワイド： 37，385，500円
3連複： 110，761，600円 3連単： 194，543，600円 計： 593，866，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 150円 � 290円 枠 連（1－3） 710円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 340円 �� 740円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 308757 的中 � 62551（2番人気）
複勝票数 計 503339 的中 � 91839（2番人気）� 101915（1番人気）� 35127（5番人気）
枠連票数 計 251277 的中 （1－3） 26431（1番人気）
馬連票数 計 926383 的中 �� 98042（1番人気）
馬単票数 計 522004 的中 �� 23736（2番人気）
ワイド票数 計 373855 的中 �� 29944（1番人気）�� 11970（6番人気）�� 10220（7番人気）
3連複票数 計1107616 的中 ��� 29631（3番人気）
3連単票数 計1945436 的中 ��� 13035（11番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（6，9）（3，11）（5，15，16）2，10，8（7，14）13，4－12＝1 4 ・（6，9）（3，11）15（2，5）（10，16）（7，8，14）13，4－12＝1

勝馬の
紹 介

マイネサヴァラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．8．14 新潟4着

2009．3．30生 牝4青鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 13戦3勝 賞金 30，739，000円
〔発走状況〕 キングアドバンス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 リリコレッジェーロ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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 アズマスターフィー号・グレイングロース号

18034 7月6日 晴 良 （25福島2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ し ま

松 島 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

810 ダイワズーム 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466＋ 82：02．3 4．5�
11 ブリッジクライム 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 アタマ 2．4�
77 プ レ イ 牡5青鹿57 柴田 大知岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516＋ 62：02．4� 8．6�
66 リルバイリル 	5鹿 57 戸崎 圭太小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 478－ 22：02．5クビ 9．4�
89 トーセンマルス 牡5鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 ハナ 12．3�
44 チェリーメドゥーサ 牝4青鹿55 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 448－ 42：02．92
 4．4	
33 � トーセンインディ 牝5芦 55 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 22：03．21� 92．7

55 スーパーオービット 牡7鹿 57 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 456－ 42：03．41
 62．2�
78 ゴーゴーヒュウガ 牡5鹿 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 460± 0 〃 ハナ 230．2
22 ラ シ ー マ 牡3鹿 54 石橋 脩桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 494＋ 62：03．61
 16．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，294，600円 複勝： 53，960，800円 枠連： 20，306，000円
馬連： 93，600，300円 馬単： 60，910，600円 ワイド： 33，926，700円
3連複： 102，132，900円 3連単： 238，990，000円 計： 641，121，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 130円 � 210円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 260円 �� 650円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 10，060円

票 数

単勝票数 計 372946 的中 � 65835（3番人気）
複勝票数 計 539608 的中 � 84039（3番人気）� 145674（1番人気）� 54580（5番人気）
枠連票数 計 203060 的中 （1－8） 38686（1番人気）
馬連票数 計 936003 的中 �� 119151（2番人気）
馬単票数 計 609106 的中 �� 28840（4番人気）
ワイド票数 計 339267 的中 �� 38056（2番人気）�� 11825（12番人気）�� 15949（6番人気）
3連複票数 計1021329 的中 ��� 39216（7番人気）
3連単票数 計2389900 的中 ��� 17541（28番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．4―13．0―13．3―12．5―11．8―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．2―50．2―1：03．5―1：16．0―1：27．8―1：39．4―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5
1
3
7，2，10（3，4）8（5，6）（1，9）
7（2，10）4（3，8，1）6，5，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワズーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2011．10．8 東京4着

2009．2．8生 牝4栗 母 フォルナリーナ 母母 プレイヤーホイール 18戦4勝 賞金 61，537，000円



18035 7月6日 晴 良 （25福島2）第3日 第11競走 ��
��1，800�

あま がわ

天の川ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．7．7以降25．6．30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

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

815� メイショウサミット 牡7鹿 54 大庭 和弥松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 538± 01：46．8 41．5�
47 パワースポット 牝5鹿 53 石橋 脩�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 466± 01：47．22� 11．5�
12 ル ナ 牡4芦 57．5 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 470－ 2 〃 クビ 2．5�
59 トーセンベニザクラ 牝4黒鹿55．5 田中 勝春島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム 440－ 61：47．3クビ 10．9�
11 コスモソーンパーク 牡5青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 4 〃 クビ 21．9	
23 テーオーケンジャ 牡6栗 54 的場 勇人小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 502－ 81：47．51 29．6

24 フラアンジェリコ 牡5栗 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502－101：47．6	 15．3�
36 キッズニゴウハン 牡5栗 54 戸崎 圭太瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：47．92 7．1�
612 エクセリオン 牡6芦 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：48．0� 199．1
611 マーブルデイビー 牡7栗 52 平野 優下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 494± 0 〃 クビ 19．1�
713 エスカナール 牝5黒鹿53 蛯名 正義下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 492＋ 81：48．1クビ 16．5�
48 ニシノジャブラニ 牡5鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 482－10 〃 クビ 36．8�
714 ピュアブリーゼ 牝5栗 55 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 466＋ 41：48．2クビ 6．6�
35 オメガブレイン 牡5鹿 54 内田 博幸原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 19．9�
816 マッキーバッハ 牡8鹿 54 西田雄一郎薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 480＋ 21：48．52 144．0�
510 ポールアックス �7鹿 54 嶋田 純次山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512＋ 41：48．82 93．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，968，900円 複勝： 111，551，100円 枠連： 70，512，800円
馬連： 273，258，900円 馬単： 147，615，700円 ワイド： 99，041，800円
3連複： 370，484，500円 3連単： 650，090，500円 計： 1，793，524，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 820円 � 380円 � 150円 枠 連（4－8） 10，790円

馬 連 �� 22，190円 馬 単 �� 49，750円

ワ イ ド �� 6，620円 �� 1，890円 �� 950円

3 連 複 ��� 24，750円 3 連 単 ��� 227，600円

票 数

単勝票数 計 709689 的中 � 13488（13番人気）
複勝票数 計1115511 的中 � 27303（13番人気）� 67873（7番人気）� 277554（1番人気）
枠連票数 計 705128 的中 （4－8） 4823（30番人気）
馬連票数 計2732589 的中 �� 9092（72番人気）
馬単票数 計1476157 的中 �� 2190（139番人気）
ワイド票数 計 990418 的中 �� 3565（74番人気）�� 12839（23番人気）�� 26764（8番人気）
3連複票数 計3704845 的中 ��� 11051（100番人気）
3連単票数 計6500905 的中 ��� 2108（802番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．6―47．7―59．7―1：11．5―1：23．2―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�メイショウサミット �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Dixieland Band

2006．2．9生 牡7鹿 母 マ ル ビ ウ ム 母母 Marillette 37戦3勝 賞金 68，642，000円
初出走 JRA

※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 シェーンヴァルト号・ハッピーパレード号・ブルースターキング号・ロードエアフォース号

18036 7月6日 晴 稍重 （25福島2）第3日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 プロモントーリオ 牡3鹿 54 内田 博幸水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 496± 01：46．5 7．8�
815 アルマベルヴァ 牡3鹿 54 石橋 脩コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 486－101：47．03 89．2�
46 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 464－ 21：47．63� 42．5�
34 オリオンザスター 牡3栗 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 506＋ 41：47．7クビ 2．1�
22 リーサムポイント 牡5栗 57 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 478＋101：47．8� 42．4�
611� コスモゴールデン 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 512－ 91：48．12 27．7	
610 ラブミーニキータ 牝5芦 55 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 534＋ 4 〃 ハナ 9．1

713� トーセンビジュー �4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 田端牧場 440－ 41：48．41	 42．2�
35 ルミナススカイ 牡4黒鹿57 蛯名 正義小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム 472－ 41：48．5クビ 5．5
11 トキノワイルド 牡4鹿 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 476± 01：49．45 48．8�
59 ショウナンアポロン 牡3鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 484－ 6 〃 アタマ 8．2�
58 � ネオザタイタン 牡5芦 57 西村 太一小林 仁幸氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B544＋ 41：49．5� 215．6�
712� ミツアキジュニアー �5栗 57 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 新冠 浜口牧場 B468－ 3 〃 ハナ 93．8�
47 � ア ウ ル ム �4栗 57 田中 勝春小河 一�氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 512＋ 41：49．6� 14．2�
814� ジ プ タ 牡4黒鹿57 西田雄一郎清家 聖仁氏 高柳 瑞樹 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 21：49．81� 354．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，719，300円 複勝： 67，904，600円 枠連： 35，319，700円
馬連： 119，325，300円 馬単： 83，242，100円 ワイド： 55，570，700円
3連複： 157，790，400円 3連単： 354，220，400円 計： 924，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 2，000円 � 810円 枠 連（2－8） 14，780円

馬 連 �� 32，680円 馬 単 �� 57，530円

ワ イ ド �� 8，410円 �� 3，220円 �� 17，850円

3 連 複 ��� 311，370円 3 連 単 ��� 1，528，750円

票 数

単勝票数 計 507193 的中 � 51763（3番人気）
複勝票数 計 679046 的中 � 78057（3番人気）� 7934（12番人気）� 20804（8番人気）
枠連票数 計 353197 的中 （2－8） 1764（28番人気）
馬連票数 計1193253 的中 �� 2695（55番人気）
馬単票数 計 832421 的中 �� 1068（94番人気）
ワイド票数 計 555707 的中 �� 1621（57番人気）�� 4299（32番人気）�� 760（75番人気）
3連複票数 計1577904 的中 ��� 374（265番人気）
3連単票数 計3542204 的中 ��� 171（1296番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．2―43．1―56．5―1：08．6―1：20．9―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
1，7，15（5，13）9，8，11，4，14，10－12，2，3－6・（7，3）（1，15，11）－（5，9，13）－（4，12）（8，2）（10，14）－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロモントーリオ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．7 東京2着

2010．4．26生 牡3鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 6戦2勝 賞金 16，100，000円
〔制裁〕 ルミナススカイ号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※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 マイネルガネーシャ号
（非抽選馬） 2頭 ヒシパンサー号・ロードエストレーラ号



（25福島2）第3日 7月6日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

178，260，000円
2，080，000円
8，700，000円
1，450，000円
15，690，000円
60，868，000円
5，028，200円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
354，147，200円
576，255，400円
272，701，900円
948，263，500円
592，049，100円
406，758，800円
1，212，200，500円
2，227，858，900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 6，590，235，300円

総入場人員 9，010名 （有料入場人員 6，719名）
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