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18013 7月6日 晴 稍重 （26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

23 サンタレジーナ 牝3栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B470－ 21：09．4 7．8�
611 ツリーチャイム 牝3鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：09．5� 22．9�
36 サウスセレクト 牡3栗 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 508－12 〃 ハナ 2．3�
24 ノスタルジック 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 B480＋ 81：09．6� 9．5�
47 スリーパイン 牝3鹿 54 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 466－ 81：09．7クビ 27．9�
35 ダイワナッティー 牝3青 54 柴田 大知大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 B488＋ 21：09．91� 2．7�
12 リトルスカッシュ 牝3鹿 54 平野 優	ターフ・スポート二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 448＋18 〃 クビ 148．3

11 リネンハピネス 牝3栗 54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 登別 ユートピア牧場 450 ―1：10．0� 114．2�
612 デザイアドライブ 牝3黒鹿54 五十嵐雄祐片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 B458± 0 〃 クビ 52．3�
714 シャイニーピューマ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 446－ 41：10．53 119．3
510 タイセイバンデット 牡3栗 56 武士沢友治田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 478－121：10．6クビ 17．3�
816 シャレードレジーナ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 416－ 21：10．7� 78．0�
713 メイショウエクサ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 赤田牧場 430－ 61：11．12� 95．5�
59 イーサンアテナ 牝3黒鹿54 江田 照男国本 勇氏 中川 公成 日高 中前牧場 B450± 01：11．2� 132．7�
815 アルファルミエール 牝3栗 54

51 ▲原田 和真�貴悦 池上 昌弘 新冠 秋田牧場 462± 01：11．73 73．7�
48 ヤワタマーチ 牡3鹿 56 小島 太一平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 486 ―1：12．87 199．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，749，000円 複勝： 34，809，700円 枠連： 16，329，500円
馬連： 48，916，100円 馬単： 33，809，000円 ワイド： 24，825，000円
3連複： 65，541，500円 3連単： 113，820，300円 計： 358，800，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 430円 � 130円 枠 連（2－6） 2，460円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 10，330円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 330円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 34，610円

票 数

単勝票数 計 207490 的中 � 21096（3番人気）
複勝票数 計 348097 的中 � 35576（3番人気）� 14627（6番人気）� 101982（2番人気）
枠連票数 計 163295 的中 （2－6） 5126（8番人気）
馬連票数 計 489161 的中 �� 6117（15番人気）
馬単票数 計 338090 的中 �� 2454（25番人気）
ワイド票数 計 248250 的中 �� 4221（12番人気）�� 21806（2番人気）�� 7528（7番人気）
3連複票数 計 655415 的中 ��� 12644（8番人気）
3連単票数 計1138203 的中 ��� 2384（85番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．1―11．9―12．7―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンタレジーナ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．11 新潟8着

2011．4．20生 牝3栗 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン 11戦1勝 賞金 13，150，000円

18014 7月6日 晴 良 （26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）

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

24 ショウナンバクフウ 牝3鹿 54 大野 拓弥国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 444＋ 41：08．9 3．4�
23 ヨザクラオシチ 牝3栗 54 田辺 裕信福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 486＋161：09．21� 5．3�
36 エ ル ゴ レ ア 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 464＋121：09．3� 2．2�
48 ヤマホトトギス 牝3鹿 54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 466＋141：09．4� 17．0�
815 テ ン テ マ リ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 426＋ 41：09．61� 46．5�
12 アートプリズム 牝3鹿 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 434－ 81：09．81� 15．6	
713 キッズアベリア 牝3鹿 54 内田 博幸瀬谷 
雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 480－ 81：10．01� 23．1�
510 クラウンマリリン 牝3栗 54 古川 吉洋�クラウン 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468＋321：10．53 141．7
11 ティエスヴァレー 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也田畑 利彦氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 422＋101：10．81� 230．1�
35 ペ パ 牝3鹿 54 的場 勇人武田 茂男氏 柄崎 孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 406 ―1：11．01� 183．9�
59 アイガウマレタヒ 牝3鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 古賀 史生 新冠 川上牧場 436 ―1：11．53 21．0�
612 ヤマニンポミエ 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 440＋ 41：11．6� 127．9�
611 スズノユーミン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真小紫惠美子氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 428－ 2 〃 クビ 242．4�
47 ディナーベル 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 406＋ 41：11．81� 175．6�
714 コトブキシュガー 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 466 ― 〃 ハナ 22．8�
816 カヴァートウショウ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 440＋121：12．33 240．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，883，200円 複勝： 27，210，300円 枠連： 14，893，300円
馬連： 47，838，400円 馬単： 31，641，900円 ワイド： 22，190，500円
3連複： 57，815，600円 3連単： 99，526，900円 計： 322，000，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（2－2） 950円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 290円 �� 200円 �� 320円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 208832 的中 � 48847（2番人気）
複勝票数 計 272103 的中 � 55444（2番人気）� 39135（3番人気）� 62134（1番人気）
枠連票数 計 148933 的中 （2－2） 12134（2番人気）
馬連票数 計 478384 的中 �� 45716（3番人気）
馬単票数 計 316419 的中 �� 17189（4番人気）
ワイド票数 計 221905 的中 �� 18701（2番人気）�� 32227（1番人気）�� 16342（3番人気）
3連複票数 計 578156 的中 ��� 66409（1番人気）
3連単票数 計 995269 的中 ��� 19239（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．8―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．8―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 ・（4，10）（3，16，13）8，11（6，12）－2，15－9（1，7）14，5 4 4，10（3，13）8（6，16）（2，11）12，15－（1，9）－（5，7）14

勝馬の
紹 介

ショウナンバクフウ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．12．15 中山2着

2011．3．27生 牝3鹿 母 ショウナンハピネス 母母 Rambling Barb 6戦1勝 賞金 8，840，000円
〔制裁〕 スズノユーミン号の騎手原田和真は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カヴァートウショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月6日まで平地競

走に出走できない。

第２回 福島競馬 第２日



18015 7月6日 晴 稍重 （26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）

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

815 フジマサクラウン 牡3鹿 56 北村 宏司藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 504＋121：46．1 6．1�
611 ガ ヤ ル ド 牡3鹿 56 内田 博幸ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 450＋101：46．2� 20．7�
59 キネオストレッタ 牡3栗 56 柴田 大知吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 456－ 61：46．3� 4．4�
22 マウントマズル 牡3鹿 56 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 480± 01：47．04 3．9�
46 コスモロザラム 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B466－171：47．1クビ 47．7�
35 リムショット 牡3栗 56 横山 典弘松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 454＋ 61：47．63 8．1	
814 ゴールデンスピード 牡3芦 56 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 三好牧場 472＋ 81：48．02� 3．7

23 ライトサーパス 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太村上 稔氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 468－ 41：48．74 48．6�
610 ファイナルカヨ 牝3栗 54 川島 信二泉 一郎氏 和田 雄二 日高 戸川牧場 448－ 41：48．8� 183．2�
712 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲石川裕紀人古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 442± 01：49．11� 149．3
11 カワキタスキップ 牡3栗 56 伊藤 工真川島 吉男氏 上原 博之 新冠 川島牧場 448＋ 41：50．48 166．4�
713 トウカイフリート 牡3鹿 56 梶 晃啓内村 正則氏 田村 康仁 浦河 松栄牧場 464＋ 41：50．5� 195．0�
58 ダークインテジャー 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 B488－ 21：50．6クビ 11．5�
34 アイティファースト 牡3鹿 56 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 B470＋121：52．19 86．3�
47 イングリデント 牡3栗 56 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 正和山本牧場 434－ 41：52．84 86．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，256，000円 複勝： 35，811，300円 枠連： 17，935，300円
馬連： 51，283，400円 馬単： 31，347，500円 ワイド： 23，306，200円
3連複： 61，334，900円 3連単： 101，452，000円 計： 346，726，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 370円 � 180円 枠 連（6－8） 2，010円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 600円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 48，580円

票 数

単勝票数 計 242560 的中 � 31480（4番人気）
複勝票数 計 358113 的中 � 47599（4番人気）� 21192（7番人気）� 58149（3番人気）
枠連票数 計 179353 的中 （6－8） 6908（8番人気）
馬連票数 計 512834 的中 �� 6987（20番人気）
馬単票数 計 313475 的中 �� 2885（34番人気）
ワイド票数 計 233062 的中 �� 3038（20番人気）�� 10443（7番人気）�� 5723（13番人気）
3連複票数 計 613349 的中 ��� 6863（25番人気）
3連単票数 計1014520 的中 ��� 1514（164番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―11．9―12．9―13．1―12．5―12．1―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．4―43．3―56．4―1：08．9―1：21．0―1：33．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フジマサクラウン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．17 東京5着

2011．3．8生 牡3鹿 母 マルカパール 母母 ディスコホール 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 リムショット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

トウカイフリート号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リムショット号は，平成26年7月7日から平成26年7月27日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイティファースト号・イングリデント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月

6日まで平地競走に出走できない。

18016 7月6日 晴 良 （26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

34 ショウナンバーズ 牡6鹿 60 横山 義行国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506± 03：01．8 3．5�
712 シンボリボルドー 牡7鹿 60 金子 光希シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 474± 03：02．12 30．4�
813 オ ベ レ ッ ク 牡4鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 470－ 63：03．05 16．9�
69 マイネルミランダス 牡3栗 58 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 462＋ 23：03．21� 12．7�
58 レッドティムール 牝5青鹿58 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524＋ 23：03．3クビ 5．2�
45 � プラチナディスク 牝9鹿 58 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 新井 弘幸 470＋ 43：04．36 164．7	
33 グラスリード �4青鹿60 石神 深一半沢
 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 424－183：04．51� 72．5�
11 � エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 452－ 6 〃 ハナ 8．5�
711 ビレッジトレンディ 牝4鹿 58

57 ▲原田 和真村山 輝雄氏 大江原 哲 新冠 川島牧場 458＋123：05．03 18．0
46 ネ フ ラ イ ト 牝4栗 58 江田 勇亮
宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 420－ 83：05．31	 36．4�
22 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 58 小野寺祐太
ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 476－123：05．72� 72．9�
57 ファイアーアゲン 牝5栗 58 鈴木 慶太浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 456－ 63：06．12� 150．0�
814� エ ク レ ウ ス 牡9黒鹿60 上野 翔栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント 488－ 23：07．9大差 2．8�
610 ナデシコホマレ 牝4栗 58 大江原 圭 �ローレルレーシング 柄崎 孝 日高 春木 昭雄 444＋183：19．5大差 91．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，748，500円 複勝： 21，262，200円 枠連： 14，140，400円
馬連： 38，847，900円 馬単： 25，567，100円 ワイド： 17，571，000円
3連複： 51，346，300円 3連単： 82，466，200円 計： 268，949，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 590円 � 320円 枠 連（3－7） 1，870円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 990円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 21，040円 3 連 単 ��� 101，500円

票 数

単勝票数 計 177485 的中 � 40094（2番人気）
複勝票数 計 212622 的中 � 40030（2番人気）� 7731（8番人気）� 16269（6番人気）
枠連票数 計 141404 的中 （3－7） 5853（8番人気）
馬連票数 計 388479 的中 �� 5565（21番人気）
馬単票数 計 255671 的中 �� 2178（34番人気）
ワイド票数 計 175710 的中 �� 2731（21番人気）�� 4704（10番人気）�� 1270（38番人気）
3連複票数 計 513463 的中 ��� 1830（66番人気）
3連単票数 計 824662 的中 ��� 589（303番人気）
上り 1マイル 1：50．6 4F 54．2－3F 40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンバーズ �
�
父 Tiger Hill �

�
母父 Acatenango デビュー 2010．6．27 福島3着

2008．3．24生 牡6鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 シンボリボルドー号の騎手金子光希は，1周目1号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：6番）



18017 7月6日 晴 良 （26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
1：48．2
1：45．9

良
良

816 フォワードカフェ 牡2黒鹿54 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 506 ―1：51．1 2．3�
59 タンタアレグリア 牡2栗 54 北村 宏司�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：51．42 4．2�
23 カ ン デ ラ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464 ―1：51．72 6．7�
24 カズノテナンゴ 牡2栗 54 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 452 ―1：51．8クビ 15．7�
612 ミ ス ラ イ ト 牝2鹿 54 江田 照男�Basic 田島 俊明 新冠 佐藤 信広 462 ―1：52．01� 86．6�
713 コ メ ー ト 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 478 ― 〃 ハナ 21．4	
36 ソヴリンマンボ 牡2青鹿54 池添 謙一平岡 茂樹氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 468 ―1：52．32 55．2

815 コスモアルドラ 牡2鹿 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 520 ―1：52．4� 15．6�
12 マイネルガーデン 牡2鹿 54 石橋 脩 �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 438 ― 〃 ハナ 40．1�
611 サトノハンナ 牝2鹿 54 川島 信二里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 424 ―1：53．14 19．2
48 タイセイアニマート 牡2黒鹿54 武士沢友治田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 462 ―1：53．31� 43．7�
11 スピリッツセカンド 牡2黒鹿54 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 508 ―1：53．51 60．4�
35 シンボリセザンヌ 牡2鹿 54 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 466 ―1：53．71� 33．3�
714 スペシャルヴォーグ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人志村 幸彦氏 大和田 成 新冠 松浦牧場 460 ― 〃 クビ 103．5�
47 ステツクテンテン 牡2栗 54 内田 博幸スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか 堀川 洋之 470 ―1：54．23 61．4�
510 スカーレットデビル 牡2鹿 54 横山 典弘片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482 ― 〃 クビ 15．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，159，600円 複勝： 31，496，800円 枠連： 18，937，500円
馬連： 51，618，300円 馬単： 30，948，500円 ワイド： 23，917，000円
3連複： 61，210，900円 3連単： 96，206，300円 計： 339，494，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 180円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 240円 �� 460円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 251596 的中 � 86395（1番人気）
複勝票数 計 314968 的中 � 80877（1番人気）� 52422（2番人気）� 37247（3番人気）
枠連票数 計 189375 的中 （5－8） 34171（1番人気）
馬連票数 計 516183 的中 �� 62733（1番人気）
馬単票数 計 309485 的中 �� 23877（1番人気）
ワイド票数 計 239170 的中 �� 28161（1番人気）�� 12549（2番人気）�� 11693（3番人気）
3連複票数 計 612109 的中 ��� 35265（1番人気）
3連単票数 計 962063 的中 ��� 17753（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．4―13．6―12．8―12．0―11．7―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．9―51．5―1：04．3―1：16．3―1：28．0―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

フォワードカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Boot 初出走

2012．3．20生 牡2黒鹿 母 ベストブート 母母 Bright Tiara 1戦1勝 賞金 7，000，000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） 8頭 ウインスペクトル号・クリノホンイツ号・コスモレプリカ号・チャーミングマオ号・ディアコンチェルト号・

ナイトフォックス号・フジサンボンド号・プラムチャン号

18018 7月6日 晴 良 （26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

815 クラウンノキミ 牡2黒鹿54 横山 典弘�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 470 ―1：10．4 5．1�
36 ツクバレガーロ 牡2栗 54 柴田 善臣細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 468 ―1：11．14 15．7�
48 ナイアガラモンロー 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 508 ―1：11．63 47．6�
714 ベ リ サ マ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗ホースアディクト伊藤 大士 新冠 平山牧場 444 ―1：11．7クビ 28．4�
59 パイナワレア 牝2栗 54 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458 ― 〃 クビ 2．6�
611 エンクエントロス 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 468 ―1：11．8クビ 10．1	
24 ガ ル ー ダ 牡2鹿 54 戸崎 圭太石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 アタマ 5．8

612 シゲルルミナリエ 牝2鹿 54 石橋 脩森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 446 ―1：11．9� 115．2�
713 エスティノーヴァ 牝2鹿 54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 418 ― 〃 クビ 38．0
510 サークルワルツ 牝2黒鹿54 大野 拓弥石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：12．0	 23．5�
47 トミケンシェルフ 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 462 ― 〃 ハナ 72．8�
23 ビバサンライズ 牝2鹿 54 西田雄一郎桐谷 茂氏 中野 栄治 新冠 高瀬牧場 438 ―1：12．1	 153．5�
35 クリスタルシップ 牡2黒鹿54 古川 吉洋小林 英一氏 石栗 龍彦 安平 吉田牧場 420 ―1：12．84 67．4�
12 メッシュヘア 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 新冠 川島牧場 454 ―1：13．22� 6．9�
11 ア サ マ 牡2黒鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462 ―1：15．7大差 135．7�
816 セラフィーナ 牝2青鹿54 田中 勝春矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 420 ―1：15．91� 47．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，160，400円 複勝： 32，589，000円 枠連： 16，100，800円
馬連： 54，328，700円 馬単： 33，057，600円 ワイド： 25，491，800円
3連複： 62，880，700円 3連単： 102，261，700円 計： 349，870，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 420円 � 1，280円 枠 連（3－8） 2，720円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 4，750円 �� 7，410円

3 連 複 ��� 64，510円 3 連 単 ��� 254，770円

票 数

単勝票数 計 231604 的中 � 35756（2番人気）
複勝票数 計 325890 的中 � 43614（4番人気）� 19997（6番人気）� 5692（11番人気）
枠連票数 計 161008 的中 （3－8） 4580（12番人気）
馬連票数 計 543287 的中 �� 11099（13番人気）
馬単票数 計 330576 的中 �� 3697（24番人気）
ワイド票数 計 254918 的中 �� 5231（12番人気）�� 1366（39番人気）�� 871（58番人気）
3連複票数 計 628807 的中 ��� 731（142番人気）
3連単票数 計1022617 的中 ��� 291（603番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．1―46．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンノキミ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

2012．2．23生 牡2黒鹿 母 テ ン ニ ョ 母母 セ イ メ イ 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。
〔制裁〕 トミケンシェルフ号の騎手木幡初也は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

ナイアガラモンロー号の騎手原田和真は，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。（被害馬：3
番）
ベリサマ号の騎手宮崎北斗は，決勝線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：10番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アサマ号・セラフィーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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） 3頭 タムザブランシュ号・ニシノラッシュ号・ワットプラケオ号



18019 7月6日 晴 良 （26福島2）第2日 第7競走 ��
��2，000�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
1：57．3
1：56．1

良
良

714 サーストンコラルド 牡3鹿 56 北村 宏司齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 454－ 62：01．7 2．3�
612 マルケットリー 牡3鹿 56 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 B470－10 〃 クビ 19．2�
611 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 42：01．8� 4．5�
47 マイネルエルピス 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 8 〃 クビ 76．4�
510 ヒ ト シ レ ズ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人桜井 忠隆氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 464＋ 42：02．01� 292．7�
36 ブラックエミオ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 468＋ 8 〃 アタマ 6．3	
23 ジェイケイカルミア 牝3鹿 54 柴田 善臣小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 420＋ 4 〃 ハナ 13．1

12 サプライズレナ 牝3鹿 54 田中 勝春平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 458＋102：02．21� 28．9�
11 プロテクション 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 22：02．3クビ 66．8�
59 ニシノカザブエ 牝3黒鹿54 江田 照男西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 406－ 22：02．4	 40．4
816 リトルトリンケット 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也窪田 康志氏 高橋 文雅 平取 中川 隆 476＋ 82：02．61 153．6�
815 キネオイーグル 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 510 ―2：02．81� 6．7�
48 キネオブレイブ 
3栗 56 西田雄一郎吉田 千津氏 松永 康利 安平 追分ファーム 442 ― 〃 ハナ 32．7�
35 スイートイレーヌ 牝3鹿 54 嶋田 純次シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 446± 02：03．22� 98．4�
24 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56 古川 吉洋松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 B484＋ 22：03．41 98．1�
713 ヒロソーラー 牡3鹿 56 武士沢友治富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B476－ 2 〃 ハナ 31．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，894，300円 複勝： 37，554，600円 枠連： 16，953，100円
馬連： 63，854，600円 馬単： 35，294，800円 ワイド： 29，165，800円
3連複： 75，437，500円 3連単： 123，317，300円 計： 405，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 420円 � 140円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 850円 �� 210円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 238943 的中 � 79688（1番人気）
複勝票数 計 375546 的中 � 94314（1番人気）� 14487（8番人気）� 76716（2番人気）
枠連票数 計 169531 的中 （6－7） 32610（1番人気）
馬連票数 計 638546 的中 �� 17368（9番人気）
馬単票数 計 352948 的中 �� 6270（15番人気）
ワイド票数 計 291658 的中 �� 7824（8番人気）�� 44260（1番人気）�� 4642（16番人気）
3連複票数 計 754375 的中 ��� 15845（8番人気）
3連単票数 計1233173 的中 ��� 4573（44番人気）

ハロンタイム 12．1―11．6―11．3―12．6―12．9―13．0―12．4―11．9―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．7―35．0―47．6―1：00．5―1：13．5―1：25．9―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーストンコラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2014．2．2 東京8着

2011．5．9生 牡3鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 4戦1勝 賞金 7，350，000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。
（非抽選馬） 3頭 スキャットソング号・マンディスキュア号・ロックゴールド号

18020 7月6日 晴 稍重 （26福島2）第2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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

610� ソーミラキュラス 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：44．3 1．9�
47 タイキグラミー 牝4鹿 55 吉田 豊�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム B466± 01：45．36 11．7�
611 リサプシュケ 牝3鹿 52 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 482＋ 2 〃 クビ 22．2�
34 ラクリモーサ 牝5青鹿55 大野 拓弥 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 444＋121：45．93� 47．7�
11 メテオレイン 牝5鹿 55 石橋 脩亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 468± 01：46．1� 38．9	
58 ブルーバレット 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 454－ 41：46．2� 3．2

59 � シェイプリー 牝5鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 488＋14 〃 ハナ 20．8�
814 アイヅラブリー 牝3鹿 52 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 446＋ 21：46．83� 44．6�
713� メイショウポピュラ 牝4栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 428＋101：47．12 85．8
46 キンショーキラ 牝5栗 55

52 ▲原田 和真礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 496＋ 21：47．2クビ 179．6�
23 � ア ナ ン タ ン 牝5栗 55

52 ▲木幡 初也川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：47．3� 283．5�
22 デイジーバローズ 牝5栗 55 江田 照男猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 486＋ 61：47．61� 87．9�
712� トーセンハナミズキ 牝4鹿 55 松岡 正海島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 452－111：47．7� 183．6�
35 フロールシータ 牝3栗 52 西田雄一郎 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 518－ 81：47．8� 100．4�
815 プレミアステイタス 牝3黒鹿 52

49 ▲石川裕紀人 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋161：48．22� 7．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，314，500円 複勝： 44，499，700円 枠連： 22，581，600円
馬連： 83，938，700円 馬単： 53，269，300円 ワイド： 37，322，600円
3連複： 97，216，900円 3連単： 185，620，800円 計： 558，764，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 210円 � 340円 枠 連（4－6） 1，080円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 460円 �� 780円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 13，430円

票 数

単勝票数 計 343145 的中 � 139693（1番人気）
複勝票数 計 444997 的中 � 135976（1番人気）� 47101（3番人気）� 23941（5番人気）
枠連票数 計 225816 的中 （4－6） 16128（5番人気）
馬連票数 計 839387 的中 �� 57853（3番人気）
馬単票数 計 532693 的中 �� 33248（3番人気）
ワイド票数 計 373226 的中 �� 22455（3番人気）�� 12198（8番人気）�� 4408（22番人気）
3連複票数 計 972169 的中 ��� 13266（14番人気）
3連単票数 計1856208 的中 ��� 10015（32番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．7―12．0―12．7―12．4―12．4―12．9―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．7―41．7―54．4―1：06．8―1：19．2―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ソーミラキュラス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ

2010．4．20生 牝4黒鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 4戦2勝 賞金 15，460，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アガサ号
（非抽選馬） 3頭 シゲルトオトウミ号・ユキノビリーブ号・ラブユー号



18021 7月6日 晴 良 （26福島2）第2日 第9競走 ��1，800�
お ぐ に ぬ ま

雄 国 沼 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

22 アートフェスタ 牡3黒鹿54 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 496＋ 21：47．0 57．3�
69 アーマークラッド 牡4栗 57 蛯名 正義吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 21：47．21� 5．1�
46 ディアデルレイ 牡3栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 アタマ 5．5�
45 オウエイバスター 牡6黒鹿57 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 460＋ 4 〃 クビ 119．0�
58 ヴァンデミエール 牝3鹿 52 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 8 〃 ハナ 62．1�
610� レインボーラヴラヴ 牝3青鹿52 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 444＋ 4 〃 ハナ 14．9	
813 シ ー ロ ア 牝3栗 52 内田 博幸 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 466－ 61：47．3クビ 6．9

814 ウェルテクス �5黒鹿57 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 476± 0 〃 クビ 14．6�
33 マンインザムーン 牡4芦 57 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B498－ 21：47．61	 2．4�
34 レッドグルック 牡3鹿 54 戸崎 圭太 東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 474－ 41：47．7クビ 7．9�
11 セカイノカナ 牝4芦 55 松岡 正海泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 440＋ 21：48．02 159．6�
711 テイエムブシドー �4鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 454＋161：48．63
 135．0�
57 エアギベオン �6青鹿57 伊藤 工真 ラッキーフィールド伊藤 正徳 安平 追分ファーム 462－121：49．02
 126．9�
712 ネオザイオン 牡6鹿 57 柴田 大知小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 458－ 21：55．3大差 154．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，544，400円 複勝： 52，945，100円 枠連： 25，133，600円
馬連： 102，385，200円 馬単： 56，206，400円 ワイド： 37，353，600円
3連複： 111，637，700円 3連単： 216，407，700円 計： 637，613，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，730円 複 勝 � 1，480円 � 220円 � 190円 枠 連（2－6） 7，360円

馬 連 �� 14，870円 馬 単 �� 32，570円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 4，170円 �� 590円

3 連 複 ��� 28，040円 3 連 単 ��� 187，220円

票 数

単勝票数 計 355444 的中 � 4956（8番人気）
複勝票数 計 529451 的中 � 6999（10番人気）� 69408（3番人気）� 83347（2番人気）
枠連票数 計 251336 的中 （2－6） 2645（17番人気）
馬連票数 計1023852 的中 �� 5333（27番人気）
馬単票数 計 562064 的中 �� 1294（60番人気）
ワイド票数 計 373536 的中 �� 2480（28番人気）�� 2214（31番人気）�� 17649（5番人気）
3連複票数 計1116377 的中 ��� 2985（63番人気）
3連単票数 計2164077 的中 ��� 838（391番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―34．8―46．7―58．6―1：10．6―1：22．5―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アートフェスタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．2．24 東京1着

2011．5．30生 牡3黒鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル 3戦2勝 賞金 16，315，000円
〔発走状況〕 ネオザイオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオザイオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月6日まで平地競走

に出走できない。
※アートフェスタ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18022 7月6日 晴 良 （26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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

66 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 54 戸崎 圭太森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 480－ 61：07．7 1．7�
22 シーブリーズライフ 牝4栗 55 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 446－18 〃 クビ 10．6�
11 ストロングロビン 牡8鹿 57 松岡 正海村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 492＋121：08．12� 17．5�
44 ファンデルワールス 	5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋141：08．2クビ 4．2�
33 
 デイジーギャル 牝4黒鹿55 伊藤 工真�大島牧場 尾形 和幸 浦河 大島牧場 448－ 41：08．41� 58．5�
810 ダイワインスパイア 牡5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 478－ 2 〃 アタマ 23．2	
77 レモンチャン 牝4栗 55 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 464± 01：08．72 10．9

78 ドリームフォワード 牡7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 454－ 81：08．91 48．0�
55 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 吉田 豊辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 0 〃 クビ 44．6
89 スターマイン 牡5青 57 蛯名 正義�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 468－101：09．0� 11．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，577，300円 複勝： 53，459，800円 枠連： 22，399，300円
馬連： 107，439，600円 馬単： 72，814，700円 ワイド： 43，076，800円
3連複： 119，275，100円 3連単： 310，587，100円 計： 769，629，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 260円 枠 連（2－6） 920円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 410円 �� 540円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 405773 的中 � 190352（1番人気）
複勝票数 計 534598 的中 � 214756（1番人気）� 42852（4番人気）� 35413（6番人気）
枠連票数 計 223993 的中 （2－6） 18842（4番人気）
馬連票数 計1074396 的中 �� 93198（3番人気）
馬単票数 計 728147 的中 �� 45673（4番人気）
ワイド票数 計 430768 的中 �� 28337（3番人気）�� 20851（6番人気）�� 7325（17番人気）
3連複票数 計1192751 的中 ��� 30211（9番人気）
3連単票数 計3105871 的中 ��� 28906（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．8―11．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．4―44．6―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ゲ ル カ ガ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．8．4 小倉1着

2011．4．1生 牡3鹿 母 アレグレッツァ 母母 ト ミ ア ル コ 10戦3勝 賞金 51，291，000円
［他本会外：1戦0勝］

２レース目



18023 7月6日 晴 良 （26福島2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第63回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，25．6．29以降26．6．29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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

59 ウインマーレライ 牡3黒鹿54 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：45．9 9．8�
24 クラリティシチー 牡3鹿 55 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 21：46．11� 3．0�
23 ウインフェニックス 牡3鹿 54 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 450－ 2 〃 アタマ 15．9�
12 オウケンブラック 牡3鹿 52 田中 勝春福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－141：46．31� 41．5�
815 ラ デ ィ ウ ス 牡3鹿 52 柴田 大知名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 454＋ 41：46．4	 103．1�
11 カウニスクッカ 牝3鹿 51 伊藤 工真大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 458± 01：46．5	 57．1	
612 ミヤビジャスパー 牡3鹿 55 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 496± 0 〃 ハナ 10．2

713 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：46．71� 5．7�
35 ベストドリーム 牡3鹿 53 西田雄一郎堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 446＋ 2 〃 クビ 48．5
816 メドウヒルズ 牡3栗 54 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B458－ 21：47．02 31．7�
47 ショウナンワダチ 牡3芦 56 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 472－ 21：47．53 7．0�
611 ラリングクライ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 安平 追分ファーム 466－ 21：47．6クビ 6．7�
510 ハドソンヤード 牡3黒鹿53 松若 風馬 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 458± 01：47．7
 24．4�
48 ブレイヴリー 牡3鹿 53 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 81：48．01
 52．5�
714 イ ダ ス 牡3栗 53 川島 信二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B472－141：48．42	 81．3�
36 ト シ ザ キ ミ 牝3鹿 51 柴田 善臣上村 叶氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 462＋ 81：49．25 60．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 152，499，400円 複勝： 235，388，900円 枠連： 132，808，300円 馬連： 592，263，400円 馬単： 268，478，800円
ワイド： 216，020，600円 3連複： 888，617，900円 3連単： 1，513，635，200円 5重勝： 671，616，800円 計： 4，671，329，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 280円 � 140円 � 310円 枠 連（2－5） 1，170円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，320円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 34，060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����� 1，270，620円

票 数

単勝票数 計1524994 的中 � 123904（5番人気）
複勝票数 計2353889 的中 � 184670（6番人気）� 564423（1番人気）� 163989（7番人気）
枠連票数 計1328083 的中 （2－5） 87904（5番人気）
馬連票数 計5922634 的中 �� 251734（5番人気）
馬単票数 計2684788 的中 �� 47024（13番人気）
ワイド票数 計2160206 的中 �� 69062（6番人気）�� 40910（11番人気）�� 75915（5番人気）
3連複票数 計8886179 的中 ��� 110534（16番人気）
3連単票数 計15136352 的中 ��� 32216（87番人気）
5重勝票数 計6716168 的中 ����� 370

ハロンタイム 12．2―10．4―11．6―11．9―12．1―12．3―12．0―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．6―34．2―46．1―58．2―1：10．5―1：22．5―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマーレライ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．6．9 東京2着

2011．4．15生 牡3黒鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 9戦3勝 賞金 56，577，000円
〔発走状況〕 ラリングクライ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ラリングクライ号は，発走調教再審査。
※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） 3頭 イタリアンネオ号・パワースラッガー号・ワードイズボンド号
（非抽選馬） 1頭 アートフェスタ号

18024 7月6日 晴 稍重 （26福島2）第2日 第12競走 ��
��1，150�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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

48 � ボンジュールノゾミ 牝4栗 55 戸崎 圭太田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 456－141：07．9 15．1�
47 エムエムアリオーン 牡4芦 57 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 530－ 81：08．53	 2．4�
815 キョウワメロディー 牝3栗 52 蛯名 正義�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 474＋ 8 〃 クビ 3．2�
11 ブライトシチー 牡5青鹿57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 502＋101：08．71
 20．2�
714 シベリアンスオード 牡4栗 57 岩部 純二藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 520＋ 4 〃 クビ 12．7	
611 マ ン リ ー 牡4鹿 57 松岡 正海古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 514＋ 6 〃 ハナ 9．5

35 ドラゴンスズラン 牝3鹿 52 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 478＋101：08．91
 34．8�
24 アイティダイヤ 牝3栗 52 柴田 大知一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 470＋20 〃 ハナ 27．6�
816 ア ビ ス コ 牡4芦 57 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 478＋ 21：09．11	 19．3
12 � アキノアッパー 牡4栗 57 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 468－ 21：09．2	 95．3�
23 レッドジョーカー 牡6黒鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B536－ 41：09．51� 32．6�
510 アイムオンファイア 牝4栗 55 平野 優小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 494＋261：09．81� 222．1�
612 プリティーキャロル 牝4芦 55

52 ▲石川裕紀人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 452－ 61：09．9クビ 20．2�
59 � ファイアキング 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 474－191：10．0	 107．0�
713 バ ー ニ ー ズ 牡4栗 57 川島 信二村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 490＋ 41：10．21 79．5�
36 ディアアスペン 牝4栗 55

52 ▲松若 風馬ディアレスト 田村 康仁 青森 野々宮牧場 468＋101：10．62	 150．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 75，618，100円 複勝： 92，638，300円 枠連： 59，516，700円
馬連： 200，484，800円 馬単： 101，134，300円 ワイド： 88，285，000円
3連複： 253，148，800円 3連単： 470，207，400円 計： 1，341，033，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 330円 � 130円 � 150円 枠 連（4－4） 2，250円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，030円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 25，500円

票 数

単勝票数 計 756181 的中 � 39831（5番人気）
複勝票数 計 926383 的中 � 49730（8番人気）� 225773（1番人気）� 170030（2番人気）
枠連票数 計 595167 的中 （4－4） 20498（9番人気）
馬連票数 計2004848 的中 �� 69240（8番人気）
馬単票数 計1011343 的中 �� 13489（18番人気）
ワイド票数 計 882850 的中 �� 25690（9番人気）�� 19769（14番人気）�� 105426（1番人気）
3連複票数 計2531488 的中 ��� 59379（6番人気）
3連単票数 計4702074 的中 ��� 13368（55番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．2―11．6―12．0―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．6―43．2―55．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボンジュールノゾミ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 パントレセレブル

2010．4．9生 牝4栗 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 6戦1勝 賞金 7，300，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ディアアスペン号の騎手松若風馬は，3コーナーで蛇行したことについて戒告。（被害馬：11番・12番・10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 マーセブナカヤマ号
（非抽選馬） 2頭 キープレイヤー号・クレバーカイオウ号

５レース目



（26福島2）第2日 7月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

220，430，000円
8，200，000円
1，570，000円
19，660，000円
65，058，000円
5，766，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
494，404，700円
699，665，700円
377，729，400円
1，443，199，100円
773，569，900円
588，525，900円
1，905，463，800円
3，415，508，900円
671，616，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 10，369，684，200円

総入場人員 17，251名 （有料入場人員 ）
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