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18073 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第1競走 ��1，800�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
1：48．2
1：45．9

良
良

813 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± 01：49．2 19．7�
814 アキトオリオン 牡2鹿 54 田辺 裕信岡田 昭利氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 474＋121：49．41 4．5�
33 マイネルヘルック 牡2栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：49．72 6．7�
610 カレイジルベルト 牡2鹿 54 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 462± 0 〃 ハナ 12．4�
34 シードパール 牝2鹿 54 横山 典弘髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 420－ 21：50．01� 2．4�
22 ト リ ル ビ ー 牝2鹿 54 蛯名 正義髙樽さゆり氏 牧 光二 新冠 武田 修一 440＋121：50．42� 12．8	
69 ミ ス ラ イ ト 牝2鹿 54 北村 宏司�Basic 田島 俊明 新冠 佐藤 信広 462± 0 〃 クビ 55．5

46 クリノダイシャリン 牡2栗 54 内田 博幸栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤 信広 484± 01：50．61� 9．3�
58 ウインスペクトル 牡2鹿 54 伊藤 工真�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 442－ 21：50．91� 152．8�
11 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 454＋ 21：51．11� 13．5
57 マイネルガーデン 牡2鹿 54 M．エスポジート �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± 01：51．2クビ 55．3�

（伊）

711 マイネルリアン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 青森 マルシチ牧場 466＋ 6 〃 クビ 37．5�

712 クリノホンイツ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 鎌田 正嗣 414＋ 41：51．94 349．4�
45 スパイホップ 牡2鹿 54 田中 勝春河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 466± 0 〃 ハナ 125．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，782，500円 複勝： 34，891，000円 枠連： 11，923，300円
馬連： 43，123，000円 馬単： 26，372，600円 ワイド： 21，998，900円
3連複： 55，932，500円 3連単： 84，145，200円 計： 297，169，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 470円 � 190円 � 210円 枠 連（8－8） 3，660円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 9，500円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，190円 �� 720円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 72，710円

票 数

単勝票数 計 187825 的中 � 7593（8番人気）
複勝票数 計 348910 的中 � 15665（8番人気）� 54642（2番人気）� 45354（3番人気）
枠連票数 計 119233 的中 （8－8） 2522（13番人気）
馬連票数 計 431230 的中 �� 8341（17番人気）
馬単票数 計 263726 的中 �� 2080（37番人気）
ワイド票数 計 219989 的中 �� 3933（19番人気）�� 4701（16番人気）�� 8073（6番人気）
3連複票数 計 559325 的中 ��� 4664（31番人気）
3連単票数 計 841452 的中 ��� 839（237番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．5―12．3―11．9―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．0―48．5―1：00．8―1：12．7―1：24．9―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コ メ ー ト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．6 福島6着

2012．3．26生 牡2黒鹿 母 ジューンブライド 母母 リファールニース 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18074 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第2競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走10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

59 トーセンスティング 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 516－101：09．1 1．6�
47 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 田中 勝春国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466－ 2 〃 アタマ 7．9�
48 カーボンタイクーン 牡3鹿 56 杉原 誠人米本 昌史氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 492± 01：09．84 17．5�
11 ブラウンタイガー 牡3鹿 56 西田雄一郎キャピタルクラブ 松永 康利 えりも 能登 浩 B446＋ 21：10．0� 24．3�
714 ダイワナッティー 牝3青 54 田辺 裕信大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 484－ 41：10．1� 5．4�
611 パーカーズミル 牝3鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：10．2� 19．2	
24 ビューティフルラン 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人
須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式
会社
須野牧場 B432＋ 21：10．52 120．5�

510 フ リ メ ー ル 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 416－ 61：11．13� 313．6
36 デ ィ サ イ ド 牡3鹿 56 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 514 ―1：11．31� 47．6�
713 マリーアントワー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 442＋ 41：11．4� 143．2�

23 カンタベリーラウス 牝3鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 440＋ 41：11．5� 133．8�
12 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 448－ 21：11．71 240．0�
35 ワイエムテイラー 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 472－14 〃 アタマ 46．0�
612 シンボリプロスト 牡3鹿 56 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 470± 01：12．12� 10．7�
816 ファインコート 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 454＋ 21：12．2� 320．7�
815 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 B436－ 41：12．41� 140．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，540，000円 複勝： 48，847，200円 枠連： 12，708，100円
馬連： 46，688，900円 馬単： 31，560，700円 ワイド： 24，677，300円
3連複： 54，845，700円 3連単： 98，749，400円 計： 342，617，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 310円 枠 連（4－5） 450円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 260円 �� 400円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 245400 的中 � 121029（1番人気）
複勝票数 計 488472 的中 � 257212（1番人気）� 45112（3番人気）� 18757（6番人気）
枠連票数 計 127081 的中 （4－5） 21844（2番人気）
馬連票数 計 466889 的中 �� 65962（2番人気）
馬単票数 計 315607 的中 �� 27348（2番人気）
ワイド票数 計 246773 的中 �� 26591（2番人気）�� 15374（4番人気）�� 7047（9番人気）
3連複票数 計 548457 的中 ��� 28475（3番人気）
3連単票数 計 987494 的中 ��� 17885（4番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．3―12．3―12．5―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．7―44．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンスティング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Arch デビュー 2014．2．24 東京5着

2011．5．11生 牡3鹿 母 ワンアンドオール 母母 Affability 6戦1勝 賞金 9，740，000円
〔制裁〕 トーセンスティング号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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 イタダキマス号

第２回 福島競馬 第７日



18075 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：57．3
1：56．1

良
良

22 スプレンダー 牝3栗 54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 42：01．4 13．7�

58 ローゼクヴァルツ 牝3青 54 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 クビ 3．4�
57 メーリングキャット 牝3鹿 54 柴田 善臣有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 436＋ 42：01．61� 73．7�
610 マイソウルメイト 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 458＋ 42：02．02� 7．7�
11 ラフィナート 牝3黒鹿54 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 438± 02：02．1� 18．8�
45 キャンディキー 牝3青鹿54 武士沢友治北前孔一郎氏 高柳 瑞樹 新冠 中本牧場 436＋ 42：02．2クビ 2．7	
712 ピ エ リ ー ナ 牝3芦 54 石橋 脩 
キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 42：02．41 6．8�
46 ラ ブ コ ー ル 牝3芦 54 M．エスポジート 畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 456＋ 62：02．82� 11．3�

（伊）

711 プラウドレガシー 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也 
サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 464 ― 〃 クビ 104．8

813 アヴェクトワ 牝3黒鹿54 杉原 誠人吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 62：03．33 166．2�

69 メドウスラヴ 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 448＋102：03．51� 33．0�

33 スイートイレーヌ 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 438－ 82：03．6� 210．3�

814 シャンパンビーチ 牝3栗 54 田中 勝春 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 440＋142：04．23� 91．6�
34 クールドゥブルス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 
サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488± 0 〃 クビ 24．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，061，800円 複勝： 36，334，700円 枠連： 11，395，100円
馬連： 44，790，500円 馬単： 26，326，700円 ワイド： 22，843，600円
3連複： 52，314，500円 3連単： 85，255，600円 計： 298，322，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 320円 � 150円 � 1，440円 枠 連（2－5） 1，660円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 530円 �� 7，050円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 27，320円 3 連 単 ��� 131，790円

票 数

単勝票数 計 190618 的中 � 11063（6番人気）
複勝票数 計 363347 的中 � 26627（5番人気）� 85142（2番人気）� 4823（10番人気）
枠連票数 計 113951 的中 （2－5） 5296（7番人気）
馬連票数 計 447905 的中 �� 20133（6番人気）
馬単票数 計 263267 的中 �� 4514（15番人気）
ワイド票数 計 228436 的中 �� 12060（4番人気）�� 791（45番人気）�� 1908（30番人気）
3連複票数 計 523145 的中 ��� 1436（70番人気）
3連単票数 計 852556 的中 ��� 469（332番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．8―12．5―13．6―12．2―12．2―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．9―34．7―47．2―1：00．8―1：13．0―1：25．2―1：37．1―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプレンダー �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2014．1．11 中山4着

2011．3．27生 牝3栗 母 ブロードチョイス 母母 Unbridled Elaine 6戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 プラウドレガシー号の調教師武井亮は，馬場入場後に同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて戒告。
※スイートイレーヌ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18076 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第4競走 ��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

611 サトノバセロン 牡3青鹿56 M．エスポジート 里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490－ 21：47．2 3．2�
（伊）

610 コスモパトラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 436＋ 21：48．05 4．0�
11 フェイトアゲン 牡3鹿 56 宮崎 北斗浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450＋ 21：48．1� 24．9�
22 キングラナキラ 牡3鹿 56 田辺 裕信桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 21：48．42 7．5�
815 キタサンダイチ 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 462± 0 〃 ハナ 21．4	
58 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 吉田 豊
みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 450＋ 21：48．5クビ 10．0�
713 マルヨグラス 牡3栗 56 西田雄一郎野村 春行氏 浅野洋一郎 えりも 上島牧場 436－ 6 〃 アタマ 23．1�
59 レオパイレーツ 牡3鹿 56 石橋 脩
レオ 尾形 和幸 新冠 芳住 鉄兵 458＋ 81：48．92� 31．0
34 ア サ ヤ ケ 牡3黒鹿56 嶋田 純次阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 B562＋121：49．43 42．5�
712 ゴールドレインズ 牡3青鹿56 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 450－ 61：49．61� 8．6�
35 クインズアベハ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 
クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 430－ 21：49．7� 14．9�
814 マテリアリズム 牡3栗 56 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 アタマ 11．6�
46 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 B442± 01：49．8クビ 260．0�
47 ボールドブルーム 牡3鹿 56 杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 460－ 21：50．65 326．1�
23 コトブキシュガー 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 460－ 61：56．1大差 171．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，786，700円 複勝： 39，782，100円 枠連： 15，266，900円
馬連： 48，701，500円 馬単： 28，902，600円 ワイド： 26，733，100円
3連複： 61，186，200円 3連単： 93，482，000円 計： 336，841，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 450円 枠 連（6－6） 620円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，660円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 20，290円

票 数

単勝票数 計 227867 的中 � 55652（1番人気）
複勝票数 計 397821 的中 � 93670（1番人気）� 74979（2番人気）� 15373（10番人気）
枠連票数 計 152669 的中 （6－6） 18976（1番人気）
馬連票数 計 487015 的中 �� 60491（1番人気）
馬単票数 計 289026 的中 �� 18043（1番人気）
ワイド票数 計 267331 的中 �� 33027（1番人気）�� 3699（22番人気）�� 3232（25番人気）
3連複票数 計 611862 的中 ��� 8257（13番人気）
3連単票数 計 934820 的中 ��� 3339（35番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―31．0―44．3―57．2―1：09．2―1：21．9―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．0
1
3
4，10，11（3，13）（7，15）（1，5，12）（8，9）－2－（6，14）
4，11，10－（13，15）12（5，9）8（1，2）－（7，14）6＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノバセロン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中山4着

2011．3．12生 牡3青鹿 母 マルカフレンドリー 母母 フレンドリービューティ 7戦1勝 賞金 8，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コトブキシュガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月26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 キネオイーグル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18077 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第5競走 ��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

47 ハ ナ モ モ 牝2黒鹿54 柴田 大知藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 462 ―1：11．3 11．0�
713 アルマニンファ 牝2芦 54 田中 勝春コウトミックレーシング 伊藤 大士 日高 日高大洋牧場 438 ― 〃 クビ 5．7�
510 ウナギノボリ 牡2鹿 54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 440 ―1：11．4クビ 4．1�
612 フロイラインシチー 牝2鹿 54 M．エスポジート �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 446 ―1：11．61� 14．4�

（伊）

23 リベルテラミューズ 牝2黒鹿54 田辺 裕信竹本 弘氏 谷原 義明 新冠 田渕牧場 392 ―1：11．7� 7．0�
59 カスミチャン 牝2芦 54 北村 宏司吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 422 ―1：12．33� 12．0	
48 イ ワ 牡2黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 奥村 武 浦河 一珍棒牧場 470 ―1：12．51� 84．7

35 アンジェロビアンコ 牡2芦 54 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 404 ―1：12．6� 3．8�
714 トーセンエクレール 牡2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 422 ―1：13．13 50．2
815 マ イ タ ー ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 444 ―1：13．73� 171．7�
12 ハシッテイイトモ 牝2鹿 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 432 ―1：13．91� 53．6�
611 カ グ ラ オ ー 牡2黒鹿54 石神 深一長谷川兼美氏 菅原 泰夫 様似 様似共栄牧場 470 ― 〃 ハナ 115．9�
816 キセキノブーケ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 384 ― 〃 ハナ 54．3�
24 ビレッジカリビアン 牡2黒鹿54 柴田 未崎村山 輝雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 480 ―1：14．22 34．7�
11 ゴールデンワトル 牝2栗 54 吉田 豊有限会社シルク和田正一郎 安平 ノーザンファーム 418 ―1：14．3� 12．6�

（15頭）
36 トゥルームーン 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 444 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，359，700円 複勝： 28，312，600円 枠連： 15，236，900円
馬連： 33，654，000円 馬単： 18，732，900円 ワイド： 15，986，700円
3連複： 34，088，700円 3連単： 46，736，300円 計： 212，107，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 270円 � 200円 � 150円 枠 連（4－7） 3，720円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 850円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 38，900円

票 数

単勝票数 差引計 193597（返還計 29453） 的中 � 14029（5番人気）
複勝票数 差引計 283126（返還計 41699） 的中 � 23126（6番人気）� 35537（3番人気）� 58437（1番人気）
枠連票数 差引計 152369（返還計 6778） 的中 （4－7） 3166（16番人気）
馬連票数 差引計 336540（返還計114774） 的中 �� 9410（11番人気）
馬単票数 差引計 187329（返還計 66834） 的中 �� 2303（28番人気）
ワイド票数 差引計 159867（返還計 50789） 的中 �� 3655（16番人気）�� 4729（9番人気）�� 8489（2番人気）
3連複票数 差引計 340887（返還計205513） 的中 ��� 5605（12番人気）
3連単票数 差引計 467363（返還計288728） 的中 ��� 871（143番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．2―11．8―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．3―35．5―47．3―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（16，12）－（3，13）－（1，5，8，15）（9，7，10）－14，11（2，4） 4 12（16，13）3（5，8）（7，10）（9，15）－1－14，11，4，2

勝馬の
紹 介

ハ ナ モ モ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．2．29生 牝2黒鹿 母 サンデーストーリー 母母 ダイナアベニユー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 トゥルームーン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ストロベリーズ号・マタンギ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18078 7月26日 晴 良 （26福島2）第7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

34 トウカイエントリー 牡3栗 56 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 482＋ 41：47．2 2．9�
610� ザンブローネ 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust 528＋ 21：47．94 3．7�
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 478－ 21：49．28 6．5�
814 コスモロザラム 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B468＋ 21：50．15 24．5�
712 キープシャイニング 牡3鹿 56 吉田 豊 �サンデーレーシング 高木 登 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 21：50．31 24．1�
611 タイセイフラッシュ 牡3黒鹿56 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 平取 二風谷ファーム 482－ 21：50．4� 40．0	
47 ゲームクライシス 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 沖田牧場 464－ 8 〃 ハナ 11．0

11 ダノンジャガー 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人�ダノックス 萩原 清 洞	湖 レイクヴィラファーム 512－ 4 〃 ハナ 37．9�
23 バイタルワンダー 
3青鹿56 石橋 脩伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 454＋121：51．25 45．1
46 チャンピオンガイ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 榊原 光子 460＋141：51．41� 9．5�
35 パ ロ パ ロ 牡3栗 56 江田 照男�LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 B490－ 21：51．5クビ 12．4�
58 トウカイフリート 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太内村 正則氏 田村 康仁 浦河 松栄牧場 464± 01：52．45 325．0�
815 アプレイザル 牡3黒鹿56 M．エスポジート �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：54．2大差 22．5�

（伊）

59 ダイワゴッデス 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B464－ 6 （競走中止） 161．1�

713 ドゥーイット 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 8 （競走中止） 100．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，516，700円 複勝： 41，884，200円 枠連： 17，402，900円
馬連： 55，695，100円 馬単： 31，095，300円 ワイド： 28，317，300円
3連複： 66，243，300円 3連単： 98，833，600円 計： 364，988，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（3－6） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 360円 �� 390円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 255167 的中 � 68903（1番人気）
複勝票数 計 418842 的中 � 89225（1番人気）� 61490（3番人気）� 65181（2番人気）
枠連票数 計 174029 的中 （3－6） 21264（1番人気）
馬連票数 計 556951 的中 �� 55229（1番人気）
馬単票数 計 310953 的中 �� 16976（2番人気）
ワイド票数 計 283173 的中 �� 20861（1番人気）�� 18671（2番人気）�� 13162（3番人気）
3連複票数 計 662433 的中 ��� 37628（1番人気）
3連単票数 計 988336 的中 ��� 15488（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．5―12．6―13．2―13．0―13．1―13．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―29．8―42．4―55．6―1：08．6―1：21．7―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウカイエントリー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 French Deputy デビュー 2014．2．1 東京4着

2011．4．6生 牡3栗 母 シュルードレディ 母母 Heber Springs 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔競走中止〕 ダイワゴッデス号は，発走後まもなく前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ドゥーイット号は，発走後まもなく，転倒した「ダイワゴッデス」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コスモロザラム号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・13番・12番）
〔その他〕 トウカイフリート号は，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〕 アプレイザル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月26日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18079 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第7競走 ��1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

24 ダイワブレス 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 496± 01：48．9 1．7�
47 コスモメリー 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 428＋ 21：49．22 15．8�
35 ヒカルマナムスメ 牝3鹿 54 田辺 裕信西山牧場 武藤 善則 新冠 守矢牧場 408－ 41：49．41 10．4�
612 ブラックエミオ 牡3鹿 56 横山 典弘鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 456－121：49．82� 6．0�
714 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 424＋ 4 〃 クビ 15．9�
713 キングランベリ 牡3鹿 56 蛯名 正義村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 508± 01：49．9クビ 13．7	
816 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 444＋ 21：50．0� 105．7

36 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 21：50．1� 36．6�
611 マイネルボランタス 牡3鹿 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 村上牧場 428＋ 41：50．31� 62．5
59 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 B454－ 61：50．51� 8．9�
23 マ イ カ イ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 438± 01：50．82 319．2�
12 テ ル ラ イ ド 牝3鹿 54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 61：50．9� 117．2�
11 エ ン ジ ュ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 392－ 81：51．75 217．9�
815 シゲルキシュウ 牡3芦 56 M．エスポジート 森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 482－ 21：51．91� 106．9�

（伊）

48 ユナイテッド 牡3鹿 56 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 486－ 21：52．0� 75．7�
510 デルマダイマオウ 牡3青鹿56 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 498－121：52．1� 58．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，058，300円 複勝： 51，363，200円 枠連： 15，730，200円
馬連： 57，023，300円 馬単： 38，946，600円 ワイド： 28，519，300円
3連複： 66，022，300円 3連単： 125，187，100円 計： 410，850，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 230円 枠 連（2－4） 1，010円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 410円 �� 360円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 280583 的中 � 127839（1番人気）
複勝票数 計 513632 的中 � 237466（1番人気）� 35433（4番人気）� 35240（5番人気）
枠連票数 計 157302 的中 （2－4） 11969（5番人気）
馬連票数 計 570233 的中 �� 39634（5番人気）
馬単票数 計 389466 的中 �� 20839（4番人気）
ワイド票数 計 285193 的中 �� 18388（4番人気）�� 21534（3番人気）�� 7142（10番人気）
3連複票数 計 660223 的中 ��� 21988（8番人気）
3連単票数 計1251871 的中 ��� 11923（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．0―49．0―1：01．6―1：13．4―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワブレス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．1．25 中山2着

2011．2．18生 牝3栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 7戦1勝 賞金 12，000，000円
〔騎手変更〕 マイネルボランタス号の騎手嘉藤貴行は，第6競走での落馬による検査のため柴田未崎に変更。
※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 スイートイレーヌ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18080 7月26日 晴 良 （26福島2）第7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

47 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 484＋ 21：46．8 2．7�
815 ラクリモーサ 牝5青鹿55 戸崎 圭太 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 10．0�
610� ラゴディラゴライ 牝4鹿 55 石橋 脩佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 81：47．75 17．3�
58 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 448＋ 21：47．8クビ 46．4�
35 シゲルトオトウミ 牝3栗 52 江田 照男森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 440－ 2 〃 ハナ 12．4�
814 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55 的場 勇人	森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 ハナ 111．7

611 ブルーボサノヴァ 牝3栗 52 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 468＋ 6 〃 クビ 18．7�
712 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 B476＋101：47．9� 3．2�
34 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 496＋ 21：48．43 4．9
713� リトルボナンザ 牝4芦 55

52 ▲伴 啓太畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 41：48．6� 217．3�
23 アディシオン 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 488－ 41：48．81	 63．1�
22 ドリーミングラヴ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 430－ 41：49．01� 256．7�
11 � リ ノ ワ ー ル 牝4青鹿55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 444－ 2 〃 クビ 34．3�
59 セ イ ク ラ ベ 牝4青鹿55 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 462± 01：49．21 323．0�
46 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 二本柳 壮	ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 454＋ 41：49．3� 197．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，480，300円 複勝： 39，582，500円 枠連： 17，252，000円
馬連： 58，614，300円 馬単： 34，244，600円 ワイド： 26，921，600円
3連複： 66，971，300円 3連単： 115，904，300円 計： 384，970，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 230円 � 400円 枠 連（4－8） 1，800円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 520円 �� 890円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 24，440円

票 数

単勝票数 計 254803 的中 � 72857（1番人気）
複勝票数 計 395825 的中 � 96087（1番人気）� 42103（4番人気）� 19327（7番人気）
枠連票数 計 172520 的中 （4－8） 7423（9番人気）
馬連票数 計 586143 的中 �� 27136（6番人気）
馬単票数 計 342446 的中 �� 9436（9番人気）
ワイド票数 計 269216 的中 �� 13966（4番人気）�� 7668（11番人気）�� 3616（20番人気）
3連複票数 計 669713 的中 ��� 7548（20番人気）
3連単票数 計1159043 的中 ��� 3438（79番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．6―12．3―12．7―12．9―13．1―13．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．7―42．0―54．7―1：07．6―1：20．7―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3
12－14，5－（9，13，15）（4，7）－（1，8）10，3（2，11）－6
12＝14，5，7（15，4）9（13，8，10）（3，11）1，2，6

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

勝馬の
紹 介

リサプシュケ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．11．16 東京4着

2011．3．24生 牝3鹿 母 バレーダンシング 母母 Soltura 6戦2勝 賞金 18，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 モリミヤビ号の騎手的場勇人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



18081 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第9競走 ��
��1，200�

た ね い ち

種 市 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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

812 ラインミーティア 牡4鹿 57 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 462－ 21：09．4 3．8�
11 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 石橋 脩 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 462－ 41：09．5� 9．1�
68 ミカルベウス 牝3芦 52 嘉藤 貴行尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478± 01：09．6クビ 4．5�
22 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 454－ 4 〃 クビ 10．6�
710 ハプスブルク 牡4鹿 57 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 452＋ 41：09．7	 23．4�
69 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440± 01：09．8	 7．0	
813
 ウルトラサウンド 牡4鹿 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508＋ 5 〃 クビ 19．3

33 クラウンデュナミス 牝3黒鹿52 蛯名 正義矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 460＋ 61：09．9� 11．3�
44 ガッダムアスカ 牝5芦 55 M．エスポジート 神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 462－ 41：10．0	 20．8�

（伊）

45 ブリッツカイザー 牡3栗 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 486－ 21：10．1	 6．7
56 アポロデイライト 牝3栗 52 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 464＋181：10．31� 79．2�
711 ビッグダージリン 牝4鹿 55 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B460± 0 〃 ハナ 213．7�
57 
 ザゲームイズオン 牡5鹿 57 田中 勝春大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496± 01：11．68 37．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，153，800円 複勝： 51，568，200円 枠連： 22，242，100円
馬連： 85，667，700円 馬単： 43，258，400円 ワイド： 35，079，000円
3連複： 98，506，800円 3連単： 162，709，200円 計： 530，185，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 230円 � 190円 枠 連（1－8） 1，330円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 630円 �� 530円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 311538 的中 � 65412（1番人気）
複勝票数 計 515682 的中 � 87493（1番人気）� 51549（6番人気）� 72282（3番人気）
枠連票数 計 222421 的中 （1－8） 12891（5番人気）
馬連票数 計 856677 的中 �� 43432（5番人気）
馬単票数 計 432584 的中 �� 14321（2番人気）
ワイド票数 計 350790 的中 �� 14285（6番人気）�� 17513（3番人気）�� 9863（11番人気）
3連複票数 計 985068 的中 ��� 24634（5番人気）
3連単票数 計1627092 的中 ��� 9033（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインミーティア �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オ ー ス デビュー 2012．7．29 札幌3着

2010．2．26生 牡4鹿 母 アラマサフェアリー 母母 アラマサキャップ 16戦3勝 賞金 38，405，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18082 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第10競走 ��
��1，800�い わ き 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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

68 トーセンアルニカ 牝4鹿 55 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 444－ 21：47．0 3．3�

67 ガ チ バ ト ル 牡4栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 456± 01：47．42� 5．4�
56 コスモグレースフル 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 496± 01：47．5� 17．2�
811 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 454＋ 41：47．6	 4．2	
44 アルトゥバン 牡6栗 57 柴田 善臣�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 486－ 41：47．7	 77．8

22 ユッカマウンテン 牝5栗 55 M．エスポジート 吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 456± 01：47．9	 31．1�

（伊）

79 オメガキングティー 牡4鹿 57 田辺 裕信原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468＋ 41：48．0� 26．4�
710� レッドガルシア 牡5栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B504－ 41：48．21� 108．0
812 アドマイヤツヨシ 牡4鹿 57 戸崎 圭太近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 460－ 21：48．41� 4．4�
11 ダイワアクシス 牡5黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450± 01：48．71	 15．3�
33 カウニスクッカ 牝3鹿 52 伊藤 工真大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 460＋ 21：48．91� 12．5�
55 � エレガンテココ 牝6青 55 木幡 初広岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 城地 清満 446＋ 41：50．28 108．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，110，900円 複勝： 65，942，400円 枠連： 29，671，900円
馬連： 124，277，400円 馬単： 58，983，300円 ワイド： 46，080，200円
3連複： 130，132，500円 3連単： 223，826，800円 計： 719，025，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 170円 � 290円 枠 連（6－6） 810円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 370円 �� 890円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 13，100円

票 数

単勝票数 計 401109 的中 � 96583（1番人気）
複勝票数 計 659424 的中 � 117569（1番人気）� 111459（3番人気）� 46834（6番人気）
枠連票数 計 296719 的中 （6－6） 28307（2番人気）
馬連票数 計1242774 的中 �� 102955（3番人気）
馬単票数 計 589833 的中 �� 27523（3番人気）
ワイド票数 計 460802 的中 �� 35379（2番人気）�� 12697（10番人気）�� 10931（13番人気）
3連複票数 計1301325 的中 ��� 31354（6番人気）
3連単票数 計2238268 的中 ��� 12382（30番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．5―12．1―11．9―12．0―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．2―47．3―59．2―1：11．2―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4F47．8―3F35．8
1
3
5，6，10（3，7）（2，8）（9，11）（1，12）4・（5，6）（10，8）（3，7）（2，11）（1，9，12）4

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

勝馬の
紹 介

トーセンアルニカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．1．18生 牝4鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット 13戦4勝 賞金 72，960，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



18083 7月26日 晴 良 （26福島2）第7日 第11競走 ��
��1，200�

し ら か わ

白 河 特 別
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．7．20以降26．7．20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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

48 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 440－ 61：09．2 3．0�
47 ユキノアイオロス �6鹿 54 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474± 0 〃 アタマ 11．1�
714 ジーニマジック 牝4鹿 54 北村 宏司田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 470－ 21：09．3クビ 4．8�
59 ヤサカオディール 牝5黒鹿52 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 432－ 6 〃 ハナ 67．7�
612 アブマーシュ 牝5鹿 53 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 492－ 41：09．4� 34．3�
815 フルールシチー 牝3鹿 51 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 490－ 4 〃 ハナ 4．0	
510 プロスペラスマム 牝7鹿 50 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 514－181：09．5	 253．5

12 エクセレントピーク 牝6鹿 52 柴田 大知飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：09．6� 36．3�
35 サンライズポパイ 牡6鹿 54 M．エスポジート 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 464－ 61：09．7クビ 24．9�

（伊）

11 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 52 伴 啓太辰己 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 468＋ 41：09．8	 41．9

611 トーセンシルエット 牝3芦 51 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 450＋ 61：10．01
 20．3�

24 ファンデルワールス �5鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 クビ 6．1�
713 モンテフジサン 牡7栗 55 柴田 善臣毛利 喜昭氏 武井 亮 青森 ワールドファーム B480－ 41：10．1	 44．0�
23 ド ナ リ サ 牝6鹿 52 宮崎 北斗山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 478＋ 21：10．41	 290．7�
816 ピースオブアイ 牝5栗 52 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 482＋ 81：11．46 122．6�

（15頭）
36 ストロングロビン 牡8鹿 55 内田 博幸村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 490－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 67，392，400円 複勝： 104，738，900円 枠連： 56，303，100円
馬連： 242，482，000円 馬単： 114，411，200円 ワイド： 87，447，400円
3連複： 283，383，600円 3連単： 501，066，500円 計： 1，457，225，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 250円 � 150円 枠 連（4－4） 1，860円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 660円 �� 310円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 10，860円

票 数

単勝票数 差引計 673924（返還計 6123） 的中 � 174656（1番人気）
複勝票数 差引計1047389（返還計 11377） 的中 � 211506（1番人気）� 83130（5番人気）� 195119（2番人気）
枠連票数 差引計 563031（返還計 1192） 的中 （4－4） 23359（10番人気）
馬連票数 差引計2424820（返還計117575） 的中 �� 108115（7番人気）
馬単票数 差引計1144112（返還計 54544） 的中 �� 34348（9番人気）
ワイド票数 差引計 874474（返還計 39700） 的中 �� 32444（7番人気）�� 79027（1番人気）�� 24147（9番人気）
3連複票数 差引計2833836（返還計289843） 的中 ��� 91398（5番人気）
3連単票数 差引計5010665（返還計498742） 的中 ��� 33437（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．0―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．0―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーブリーズライフ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．8．19 新潟1着

2010．5．13生 牝4栗 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 16戦3勝 賞金 66，643，000円
〔競走除外〕 ストロングロビン号は，疾病〔左肩跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 リバティーホール号・レト号・ワイルドジョイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

18084 7月26日 晴 良 （26福島2）第7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

611 ガッサンプレイ 牡4栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 468－ 41：08．8 3．7�
714 マ リ カ 牝3栗 52

49 ▲伴 啓太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 474＋14 〃 アタマ 49．5�
816 カワキタシャウト 牡4鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 496± 01：08．9� 4．9�
612 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 512－ 8 〃 ハナ 11．6�
12 ニシノイナズマ 牡3芦 54 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 480＋ 21：09．11	 29．4�
36 ゲマインシャフト 牡4鹿 57 M．エスポジート 丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 490－ 21：09．31	 12．5	

（伊）

47 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± 0 〃 クビ 4．5

11 ナスケンリュウジン 牡3栗 54 西田雄一郎那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 448－ 81：09．62 79．9�
23 
 シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 柴田 善臣森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 480＋ 61：09．7クビ 23．1�
815 フレックスハート 牝4鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B454－ 2 〃 ハナ 59．2
510 ダブルフェイス 牡3栗 54 吉田 豊山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 526＋18 〃 ハナ 8．1�
713 ジェイケイホーム 牡4栃栗57 江田 照男小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 B468－ 21：09．91 22．4�
24 グラスルノン 牝3鹿 52 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－16 〃 クビ 91．5�
35 デルマオソマツ 牡3黒鹿54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 470＋ 21：10．0� 40．9�
48 ジャストフレンズ 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 B426－ 81：10．42� 251．9�
59 サクラフローラ 牝3黒鹿52 内田 博幸�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 524＋ 61：11．03� 15．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，550，600円 複勝： 95，852，000円 枠連： 39，292，100円
馬連： 153，809，300円 馬単： 72，196，700円 ワイド： 70，458，600円
3連複： 186，402，700円 3連単： 311，971，000円 計： 988，533，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 1，060円 � 190円 枠 連（6－7） 3，050円

馬 連 �� 17，540円 馬 単 �� 24，110円

ワ イ ド �� 5，810円 �� 440円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 23，260円 3 連 単 ��� 146，670円

票 数

単勝票数 計 585506 的中 � 124155（1番人気）
複勝票数 計 958520 的中 � 199508（1番人気）� 16349（13番人気）� 136047（3番人気）
枠連票数 計 392921 的中 （6－7） 9952（13番人気）
馬連票数 計1538093 的中 �� 6795（47番人気）
馬単票数 計 721967 的中 �� 2245（82番人気）
ワイド票数 計 704586 的中 �� 2938（59番人気）�� 46184（1番人気）�� 3376（53番人気）
3連複票数 計1864027 的中 ��� 6009（72番人気）
3連単票数 計3119710 的中 ��� 1542（466番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．5―12．0―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．9―43．9―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガッサンプレイ �
�
父 アルカセット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2012．8．26 札幌3着

2010．4．20生 牡4栗 母 オウシュウフリート 母母 マツクスフリート 15戦3勝 賞金 38，564，000円
〔制裁〕 シベリアンスオード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）について過怠金10，000円。

マリカ号の騎手伴啓太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。
（非抽選馬） 2頭 トウカイマインド号・ミリアグラシア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26福島2）第7日 7月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

169，300，000円
9，320，000円
1，310，000円
14，990，000円
65，010，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
380，793，700円
639，099，000円
264，424，600円
994，527，000円
525，031，600円
435，063，000円
1，156，030，100円
1，947，867，000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 6，342，836，000円

総入場人員 7，590名 （有料入場人員 5，880名）
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