
18049 7月18日 曇 良 （27福島2）第5日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時15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

45 タニセンビクトリー 牡2鹿 54 蛯名 正義染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 466－ 61：48．5 2．0�
58 ビービーバーレル 牝2栗 54 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 468± 01：49．03 5．2�
712 ビレッジシャトル 牝2栗 54 吉田 豊村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育

成牧場 406－ 81：49．21� 34．9�
69 フジマサスペシャル 牡2鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 476－ 81：50．37 4．6�
57 ノアレジェンド 牝2栗 54 津村 明秀佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 原田 新治 454± 01：50．4� 232．4�
22 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 450－ 6 〃 アタマ 18．5�
813 トーアディラン 牡2栗 54 L．オールプレス 高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 474＋ 21：50．61 78．3


（新）

34 ピ キ ー ヨ 牡2黒鹿54 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新冠 奥山 博 486＋ 41：50．91� 19．0�
46 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 464＋101：51．53� 110．2�
711 ウインバーニング 牡2鹿 54 大野 拓弥	ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 456＋ 4 〃 クビ 289．5
11 ルドロージエ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 464± 0 〃 ハナ 29．4�

814 セイウンコウセイ 牡2栗 54 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 480－ 81：52．03 13．4�
610 ノブレジェンド 牡2鹿 54 田辺 裕信前田 亘輝氏 小島 茂之 様似 猿倉牧場 416－ 21：52．74 42．5�
33 マートレット 牡2青鹿54 丸山 元気ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 小倉 光博 452－ 81：54．19 293．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，413，300円 複勝： 37，560，000円 枠連： 10，607，000円
馬連： 49，358，000円 馬単： 30，161，200円 ワイド： 27，721，800円
3連複： 64，354，500円 3連単： 95，984，100円 計： 341，159，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 400円 枠 連（4－5） 470円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 970円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計 254133 的中 � 103584（1番人気）
複勝票数 計 375600 的中 � 153968（1番人気）� 54196（3番人気）� 12578（8番人気）
枠連票数 計 106070 的中 （4－5） 17184（2番人気）
馬連票数 計 493580 的中 �� 83722（1番人気）
馬単票数 計 301612 的中 �� 30674（1番人気）
ワイド票数 計 277218 的中 �� 35956（2番人気）�� 6668（14番人気）�� 4207（18番人気）
3連複票数 計 643545 的中 ��� 15827（9番人気）
3連単票数 計 959841 的中 ��� 9125（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―35．0―47．9―1：00．6―1：12．8―1：24．8―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニセンビクトリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．6．27 東京2着

2013．2．18生 牡2鹿 母 スルーザシーズン 母母 ビクトリーマッハ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノブレジェンド号・マートレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18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。

18050 7月18日 曇 稍重 （27福島2）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

59 ヘッドドレス 牝3鹿 54 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 B450－ 41：47．9 5．2�
23 ティースワロ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 458＋141：48．0� 29．9�
611 ヴィルフランシュ 牝3青鹿54 蛯名 正義 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム B440＋ 2 〃 クビ 3．9�
610 ミルファンティ 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 456＋ 61：48．1クビ 47．2�
814 ユアザイオン 牝3黒鹿54 内田 博幸ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：48．2� 4．0�
34 パ ル ミ エ 牝3黒鹿54 西田雄一郎井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 442＋ 41：48．51� 91．0	
46 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B460－ 4 〃 アタマ 10．8

22 グランデクオーレ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 442－ 41：48．6� 9．1�
35 スノーグース 牝3芦 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440－ 21：48．81� 4．8
815 ミュークロール 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 504＋ 21：49．11� 26．8�
11 ブルーポピー 牝3青 54 宮崎 北斗楠本 勝美氏 中川 公成 新冠 パカパカ

ファーム 446＋16 〃 クビ 234．1�
47 ヒメフジサクラ 牝3鹿 54 武士沢友治岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 490－ 41：49．41� 193．0�
58 スプリングブレスト 牝3黒鹿54 北村 宏司加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 486－ 41：49．5� 102．8�
712 ラグロワール 牝3芦 54 伊藤 工真�ターフ・スポート上原 博之 浦河 中脇 満 458－ 61：50．03 56．5�
713 ルスナイパンドラ 牝3青鹿54 大野 拓弥高田 博氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 492－161：51．38 76．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，181，600円 複勝： 29，486，000円 枠連： 10，585，000円
馬連： 45，862，900円 馬単： 25，385，900円 ワイド： 23，583，500円
3連複： 58，939，900円 3連単： 80，145，300円 計： 291，170，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 700円 � 180円 枠 連（2－5） 2，320円

馬 連 �� 7，060円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 420円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 58，930円

票 数

単勝票数 計 171816 的中 � 26118（4番人気）
複勝票数 計 294860 的中 � 50003（1番人気）� 7982（8番人気）� 49124（2番人気）
枠連票数 計 105850 的中 （2－5） 3532（10番人気）
馬連票数 計 458629 的中 �� 5031（21番人気）
馬単票数 計 253859 的中 �� 1640（39番人気）
ワイド票数 計 235835 的中 �� 3077（20番人気）�� 15760（3番人気）�� 2967（22番人気）
3連複票数 計 589399 的中 ��� 5006（28番人気）
3連単票数 計 801453 的中 ��� 986（170番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―11．9―13．0―13．0―12．4―12．7―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．5―43．5―56．5―1：08．9―1：21．6―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
・（9，10，11）15（3，13）（5，14）12（2，4，6）8－1－7・（9，10，11）（3，5，15，12）（2，13，14）4（6，8）（1，7）

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

勝馬の
紹 介

ヘッドドレス �
�
父 サムライハート �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2014．6．14 函館4着

2012．4．9生 牝3鹿 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト 11戦1勝 賞金 12，940，000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。
（非当選馬） 1頭 スカイトップ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 福島競馬 第５日



18051 7月18日 曇 良 （27福島2）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時15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

23 テセラレフィナード 牝3鹿 54 北村 宏司木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 466－ 81：09．5 1．6�
11 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 田辺 裕信加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 492± 01：09．71� 8．9�
59 レッドアフレイム 牡3鹿 56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 61：10．33� 5．8�
612 アイスブラッサム 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也今中 俊平氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 412＋ 21：10．51� 194．5�
36 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿54 西田雄一郎加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 418± 0 〃 クビ 209．4�
47 ヒューガライゼン 牝3栗 54 蛯名 正義塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 466－ 2 〃 クビ 22．2	
816 ヤマニントルーパー 牡3黒鹿56 横山 和生土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 412± 01：10．71� 91．2

713 フクノハイスピード 牝3栗 54 松岡 正海福島 祐子氏 的場 均 新ひだか 山際牧場 436＋ 81：10．8クビ 30．0�
48 ハシルヨダッシュ 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 510 ― 〃 クビ 25．5�
510 ビカムスター 牡3鹿 56 L．オールプレス 平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 498± 0 〃 ハナ 236．7

（新）

24 メガミチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太�イージス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472± 01：10．9クビ 8．0�
12 テ イ ク ツ ル 牡3栗 56 吉田 豊 K.C．タン氏 和田 正道 日高 高柳 隆男 452＋ 41：11．0� 149．1�
611 マダムヤッコ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 442－ 21：11．21 15．8�
714 ザ キ ス 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 前田 宗将 468－ 41：11．41� 360．2�
815 イマカイマカト 牡3鹿 56 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 木下牧場 446＋ 21：11．71	 83．0�
35 ユ キ ン コ 牝3白 54 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 438＋161：12．65 119．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，218，200円 複勝： 70，932，500円 枠連： 12，955，700円
馬連： 53，733，500円 馬単： 32，031，800円 ワイド： 26，181，600円
3連複： 61，810，200円 3連単： 100，759，200円 計： 383，622，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（1－2） 570円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 290円 �� 220円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 252182 的中 � 122830（1番人気）
複勝票数 計 709325 的中 � 512329（1番人気）� 34021（4番人気）� 44590（2番人気）
枠連票数 計 129557 的中 （1－2） 17369（2番人気）
馬連票数 計 537335 的中 �� 65801（2番人気）
馬単票数 計 320318 的中 �� 27295（2番人気）
ワイド票数 計 261816 的中 �� 23404（3番人気）�� 34065（1番人気）�� 10045（5番人気）
3連複票数 計 618102 的中 ��� 35401（2番人気）
3連単票数 計1007592 的中 ��� 17378（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．5―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．4―46．9―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 ・（3，12，13）（1，4，9，14）（6，7，11）16（2，5）8（10，15） 4 ・（3，12）（1，13）（4，9）6（7，14）（2，16，11）8，10（5，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テセラレフィナード �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．6．22 東京2着

2012．5．3生 牝3鹿 母 ティファニージェム 母母 ビューティフルジェム 4戦1勝 賞金 10，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユキンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18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。

18052 7月18日 曇 稍重 （27福島2）第5日 第4競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走11時45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

12 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 472± 01：09．8 3．3�
47 ティアップサンダー 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 B476± 0 〃 クビ 6．7�
35 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 内田 博幸シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B496＋ 41：09．9� 4．6�
612 グローリアスアーク 牝3鹿 54 丸山 元気日下部勝德氏 黒岩 陽一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 490± 0 〃 クビ 21．6�
815 マ タ ン ギ �3芦 56 津村 明秀�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 B424＋ 21：10．11� 84．0�
36 シゲルユカタマツリ 牡3芦 56 柴田 善臣森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 中橋 清 482－ 2 〃 クビ 58．0	
714 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 松岡 正海タマモ
 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B478＋ 81：10．2クビ 36．9�
24 ピュウモッソ 牡3青鹿56 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 グラストレーニ

ングセンター 482－ 81：10．41� 7．9�
816 ミヤビヴィグラス 牝3栗 54 西田雄一郎村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 462＋ 4 〃 ハナ 5．6
713 コパノウィルソン 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B478＋ 21：10．61� 8．8�
23 アサクサフルート 牝3鹿 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 430－101：10．7クビ 208．7�
11 リワードセロン 牝3鹿 54 L．オールプレス 宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 418± 0 〃 クビ 29．6�
（新）

510 エイコオアルバ 牡3鹿 56 柴田 大知木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 542＋181：11．12� 74．8�
611 ユキノマイクイーン 牝3芦 54

51 ▲伴 啓太福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 422－101：11．52� 173．4�
48 メイショウメラボシ 牝3鹿 54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 442＋101：12．67 212．2�
59 デアリングアクト 牡3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人 
グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460 ―1：14．210 137．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，664，500円 複勝： 30，547，400円 枠連： 12，071，200円
馬連： 47，600，000円 馬単： 28，186，800円 ワイド： 26，767，600円
3連複： 62，184，700円 3連単： 83，977，100円 計： 311，999，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 180円 � 160円 枠 連（1－4） 1，000円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 450円 �� 320円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計 206645 的中 � 48846（1番人気）
複勝票数 計 305474 的中 � 71061（1番人気）� 37601（4番人気）� 46681（3番人気）
枠連票数 計 120712 的中 （1－4） 9321（3番人気）
馬連票数 計 476000 的中 �� 32657（2番人気）
馬単票数 計 281868 的中 �� 10851（3番人気）
ワイド票数 計 267676 的中 �� 15196（3番人気）�� 22842（1番人気）�� 10453（8番人気）
3連複票数 計 621847 的中 ��� 26621（2番人気）
3連単票数 計 839771 的中 ��� 7552（5番人気）

ハロンタイム 9．5―11．2―11．6―12．3―12．5―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．7―32．3―44．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウサギノカケアシ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．12．21 中山5着

2012．2．5生 牡3芦 母 ベガフライト 母母 エスフライト 9戦1勝 賞金 13，390，000円
〔制裁〕 ウサギノカケアシ号の騎手江田照男は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デアリングアクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18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 ファインダッシュ号
※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。



18053 7月18日 曇 良 （27福島2）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時35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
1：08．5
1：07．8

良
良

79 デルマオカル 牝2栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 442 ―1：11．8 20．5�
811 ラッキーポイント 牡2鹿 54 柴田 善臣村山 忠弘氏 奥村 武 日高 モリナガファーム 448 ―1：11．9� 2．7�
22 キタノスズラン 牝2鹿 54 吉田 豊 �フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 452 ―1：12．0� 9．5�
67 グランリゲル 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 438 ―1：12．21� 18．3�
66 コスモレティクルム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：12．41� 11．0	
11 ハタノインサイト 牝2鹿 54 内田 博幸 �グッドラック・ファーム 小島 太 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 470 ―1：12．61� 3．8

33 ラルブルドヴィ 牝2芦 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458 ― 〃 アタマ 71．8�
44 テイエムアムンゼン 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 434 ―1：12．91	 31．5�

55 マ イ ラ イ ズ 牝2栗 54 西田雄一郎中居 路博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 山際セントラルスタッド 422 ―1：13．21	 67．7
78 シーダーバード 牝2栗 54 大野 拓弥渡邉 啓髙氏 高橋 文雅 新ひだか 増本牧場 474 ―1：14．26 158．7�
810 オメガパスポート 牡2鹿 54 戸崎 圭太原 
子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 440 ―1：18．9大差 4．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，863，100円 複勝： 24，954，600円 枠連： 13，740，700円
馬連： 45，872，000円 馬単： 26，136，400円 ワイド： 21，911，800円
3連複： 49，836，600円 3連単： 82，348，800円 計： 290，664，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 360円 � 140円 � 210円 枠 連（7－8） 1，410円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，650円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 34，330円

票 数

単勝票数 計 258631 的中 � 10714（7番人気）
複勝票数 計 249546 的中 � 13503（7番人気）� 62930（1番人気）� 28287（4番人気）
枠連票数 計 137407 的中 （7－8） 7541（6番人気）
馬連票数 計 458720 的中 �� 14945（9番人気）
馬単票数 計 261364 的中 �� 3230（25番人気）
ワイド票数 計 219118 的中 �� 6856（10番人気）�� 3192（21番人気）�� 13624（4番人気）
3連複票数 計 498366 的中 ��� 9038（14番人気）
3連単票数 計 823488 的中 ��� 1739（120番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．2―12．1―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．3―36．5―48．6―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマオカル �
�
父 ミリオンディスク �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2013．4．17生 牝2栗 母 アドマイヤラップ 母母 トキオクレバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 テイエムアムンゼン号の騎手石川裕紀人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オメガパスポート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18日まで平地

競走に出走できない。

18054 7月18日 曇 稍重 （27福島2）第5日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系2歳
発走13時05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

34 リネンソング 牡2黒鹿54 津村 明秀戸山 光男氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 462 ―1：11．1 10．9�
33 レアドロップ 牝2芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 464 ―1：11．42 20．4�
57 タイセイラルーナ 牝2栗 54 田中 勝春田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 476 ― 〃 クビ 117．4�
711 ラッキーガナドール 牝2青鹿54 北村 宏司上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484 ―1：11．5クビ 8．1�
11 シゲルババチャン 牝2鹿 54 蛯名 正義森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 434 ― 〃 クビ 6．9�
22 ハーモニーエール 牡2栗 54 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新冠 辻 和明 446 ―1：11．71 31．6�
814 ワンパーセント 牡2栗 54 菅原 隆一島川 	哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 462 ―1：11．8� 12．5

610 プレミアムデス 牝2黒鹿54 丸山 元気平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 410 ―1：11．9� 23．3�
69 タイセイブラスト 牡2鹿 54 江田 照男田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 500 ―1：12．11 3．7�
45 ペンドラゴン �2鹿 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 下屋敷牧場 496 ―1：12．41� 13．0
813 パーミストリー 牝2鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：13．14 29．1�
46 ポ ル カ 牡2栗 54

51 ▲木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 422 ― 〃 アタマ 49．4�

58 スガノラッシュ 牝2鹿 54 田辺 裕信菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 橋本牧場 420 ―1：13．63 4．7�
712 ラブユーモア 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 田中 剛 浦河 村下農場 438 ―1：14．98 171．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，016，700円 複勝： 31，376，300円 枠連： 14，820，700円
馬連： 50，623，900円 馬単： 28，079，700円 ワイド： 27，041，200円
3連複： 59，480，100円 3連単： 79，286，300円 計： 318，724，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 340円 � 650円 � 2，830円 枠 連（3－3） 8，000円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 13，730円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 12，840円 �� 12，960円

3 連 複 ��� 165，830円 3 連 単 ��� 660，710円

票 数

単勝票数 計 280167 的中 � 21554（5番人気）
複勝票数 計 313763 的中 � 27024（5番人気）� 12569（8番人気）� 2629（13番人気）
枠連票数 計 148207 的中 （3－3） 1434（25番人気）
馬連票数 計 506239 的中 �� 4608（33番人気）
馬単票数 計 280797 的中 �� 1533（56番人気）
ワイド票数 計 270412 的中 �� 2482（37番人気）�� 540（75番人気）�� 535（76番人気）
3連複票数 計 594801 的中 ��� 269（253番人気）
3連単票数 計 792863 的中 ��� 87（1247番人気）

ハロンタイム 9．8―11．4―11．8―12．2―12．6―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．2―33．0―45．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リネンソング �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 Native Prospector 初出走

2013．3．3生 牡2黒鹿 母 リネンエンプティ 母母 Sea View Picture 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 パーミストリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



18055 7月18日 曇 良 （27福島2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時35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

612 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 474± 01：48．2 84．1�
23 クラウンジーニアス 牡3栗 56 柴田 善臣�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B478－101：48．3� 11．4�
35 ヒアカムズザサン 牡3栗 56 L．オールプレス �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496－ 81：48．4� 2．0�

（新）

24 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 456－ 4 〃 クビ 12．8�
36 ハッピームーン 牡3黒鹿56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 440－12 〃 アタマ 8．2	
510 ダイワパフォーム 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 474＋ 41：48．61� 18．8

47 ティムシェル 牡3鹿 56 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488＋ 21：48．91� 6．0�
611 ストレートプレイ 牝3鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 81：49．11� 49．5�
48 レイニングバイオ 牡3鹿 56 田辺 裕信バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 B460＋10 〃 アタマ 33．9
815 アマレッティ 牝3栗 54 伊藤 工真 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 4 〃 クビ 7．3�
12 ビレッジアスリート 牝3青 54 丸山 元気村山 浩伸氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 B444± 01：49．31� 323．9�
11 スイートネージュ 牝3芦 54 横山 和生シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B450－16 〃 アタマ 319．1�
714 フランシスカ 牝3芦 54 吉田 豊小島 誠人氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 434＋ 21：49．4� 235．8�
59 リ ー ジ ュ 牡3栗 56 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋101：50．57 158．8�
713 サ ン セ ド ナ 牝3栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 456＋ 21：53．0大差 75．8�
816 ルーナカランテ 牡3芦 56 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B570－ 41：55．2大差 50．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，514，900円 複勝： 61，542，400円 枠連： 18，683，100円
馬連： 65，327，300円 馬単： 39，975，000円 ワイド： 34，714，200円
3連複： 79，633，800円 3連単： 129，475，300円 計： 461，866，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，410円 複 勝 � 1，300円 � 260円 � 110円 枠 連（2－6） 5，980円

馬 連 �� 50，320円 馬 単 �� 122，370円

ワ イ ド �� 9，750円 �� 2，260円 �� 460円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 392，750円

票 数

単勝票数 計 325149 的中 � 3092（12番人気）
複勝票数 計 615424 的中 � 5181（12番人気）� 34868（5番人気）� 337262（1番人気）
枠連票数 計 186831 的中 （2－6） 2420（16番人気）
馬連票数 計 653273 的中 �� 1006（54番人気）
馬単票数 計 399750 的中 �� 245（119番人気）
ワイド票数 計 347142 的中 �� 858（56番人気）�� 3797（25番人気）�� 21233（5番人気）
3連複票数 計 796338 的中 ��� 3764（44番人気）
3連単票数 計1294753 的中 ��� 239（631番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―10．9―12．2―12．7―13．3―12．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―22．9―33．8―46．0―58．7―1：12．0―1：24．3―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモアルヘナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．1．31 東京3着

2012．4．30生 牡3青鹿 母 アサンブラージュ 母母 サークルメモリー 7戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンセドナ号・ルーナカランテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18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 シゲルデンガク号
（非抽選馬） 2頭 シードパール号・タイドミュージック号
※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。

18056 7月18日 曇 稍重 （27福島2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

713� サクセスラディウス 牡4青鹿57 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 512－ 31：45．7 8．6�

814 フ ァ ド ー グ �4黒鹿57 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 41：46．33� 3．1�

611 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472－101：46．51	 4．0�
58 アナザーバージョン 牡4鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 3．4�
610 レッドグルック 牡4鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 486－ 21：46．71	 20．6	
11 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 54 田中 勝春�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 486＋101：46．8クビ 18．0

815 ソルプレーサ 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 510－ 6 〃 クビ 134．4�
47 � プリンケプス 牡4鹿 57 西田雄一郎吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 504＋ 21：47．33 42．5�
35 チ ャ オ 牡4芦 57 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B470－ 21：47．4� 34．8
34 シャイントラベラー 牡3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 B460－ 21：47．5� 98．4�
22 � スチブナイト 牡5鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484－101：48．13� 349．8�
23 ロードステルス 牡3鹿 54 石橋 脩 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大

作ステーブル B456± 01：48．95 140．1�
712 ハイフロンティア 牡5鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 488± 01：49．1
 23．8�
59 バルブランシュ 牡3芦 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504± 01：50．05 25．0�
46 クラウンリバティー 牡3鹿 54 蛯名 正義矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 488＋ 2 （競走中止） 68．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，583，000円 複勝： 41，831，100円 枠連： 19，903，900円
馬連： 81，541，300円 馬単： 39，483，800円 ワイド： 39，309，300円
3連複： 91，427，900円 3連単： 132，957，100円 計： 480，037，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 240円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 1，190円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 580円 �� 760円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 18，250円

票 数

単勝票数 計 335830 的中 � 31034（4番人気）
複勝票数 計 418311 的中 � 35835（4番人気）� 89348（1番人気）� 77627（3番人気）
枠連票数 計 199039 的中 （7－8） 12901（4番人気）
馬連票数 計 815413 的中 �� 32777（4番人気）
馬単票数 計 394838 的中 �� 6316（10番人気）
ワイド票数 計 393093 的中 �� 16684（4番人気）�� 12148（6番人気）�� 39137（2番人気）
3連複票数 計 914279 的中 ��� 29141（3番人気）
3連単票数 計1329571 的中 ��� 5280（50番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．3―12．3―13．7―12．5―12．8―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．1―41．4―55．1―1：07．6―1：20．4―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サクセスラディウス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Giant’s Causeway

2011．4．3生 牡4青鹿 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 5戦1勝 賞金 10，200，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 クラウンリバティー号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 クラウンリバティー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルボルソー号



18057 7月18日 小雨 良 （27福島2）第5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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

812 エリーティアラ 牝3青鹿52 戸崎 圭太谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B452－ 21：09．2 3．1�
710 レッドキャンティー 牝4栗 55 江田 照男�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 434－ 21：09．51� 186．2�
68 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 L．オールプレス�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452± 01：09．6	 10．9�

（新）

57 
 サダムリスペクト 牡3鹿 54 柴田 善臣大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 456－ 2 〃 クビ 11．1�
33 コウソクコーナー 牡3鹿 54 内田 博幸野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 484－181：09．7クビ 4．5�
56 ドリームマークス 牡5鹿 57 北村 宏司セゾンレースホース	 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 458－ 4 〃 クビ 11．6

69 クリノカンパニー 牡4鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 和田 雄二 日高 三輪牧場 B476－ 41：09．91� 39．3�
711
 グレンデール 牡4鹿 57 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 482－ 2 〃 クビ 2．6�
813 スズカプリティー 牝4鹿 55 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 454－ 41：10．11� 146．8
45 マハーシュリー 牝4黒鹿55 西田雄一郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 436－ 41：10．2クビ 160．2�
22 
 ヒラボクボーノ 牡4鹿 57 横山 和生	平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 448－ 61：10．51� 68．2�
11 
 ノンブルドール 牝5黒鹿55 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 482＋ 41：12．09 82．2�

（12頭）
44 
 カ カ リ ア 牝4鹿 55 蛯名 正義加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 468＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，837，500円 複勝： 27，587，800円 枠連： 18，254，900円
馬連： 42，785，900円 馬単： 22，646，800円 ワイド： 21，268，500円
3連複： 34，310，700円 3連単： 59，577，900円 計： 251，270，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 2，560円 � 290円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 22，660円 馬 単 �� 29，280円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 580円 �� 9，860円

3 連 複 ��� 39，460円 3 連 単 ��� 263，370円

票 数

単勝票数 差引計 248375（返還計 78454） 的中 � 63881（2番人気）
複勝票数 差引計 275878（返還計 59805） 的中 � 55764（2番人気）� 2081（12番人気）� 24187（5番人気）
枠連票数 差引計 182549（返還計 641） 的中 （7－8） 23615（2番人気）
馬連票数 差引計 427859（返還計356600） 的中 �� 1463（36番人気）
馬単票数 差引計 226468（返還計186356） 的中 �� 580（56番人気）
ワイド票数 差引計 212685（返還計117019） 的中 �� 1122（33番人気）�� 10242（6番人気）�� 530（49番人気）
3連複票数 差引計 343107（返還計464182） 的中 ��� 652（76番人気）
3連単票数 差引計 595779（返還計870106） 的中 ��� 164（475番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―34．7―46．2―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 ・（1，2，10）（3，6，12）8（5，7，11）9，13 4 2，10（1，6，12）（3，8）（7，11）（5，9）13
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エリーティアラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．22 東京12着

2012．5．4生 牝3青鹿 母 ペイルローズ 母母 オレンジカラー 12戦2勝 賞金 24，715，000円
〔競走除外〕 カカリア号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

18058 7月18日 雨 良 （27福島2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．7．19以降27．7．12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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

11 ウインアルザス 牡5鹿 55 大野 拓弥�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 502＋ 22：39．5 5．7�
810 エイダイポイント 牡7芦 55 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454－ 42：40．13� 41．7�
22 ディスキーダンス 牡4栗 57 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 3．1�
55 マイネルリード 牡3鹿 52 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 42：40．41� 6．0�
44 ルミナスレッド 牝6鹿 52 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 500－ 6 〃 クビ 18．8	
77 レイズアスピリット 牡4青 57 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：40．5� 3．5

33 パリソワール 牡6栗 54 蛯名 正義丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434－ 42：40．71� 32．1�
78 マイネルテンクウ 牡6鹿 54 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 518－122：41．33� 17．3�
66 スノーストーム 牡5栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496－ 22：41．72� 12．9
89 ナンヨーケンゴー 	5鹿 55 田辺 裕信中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 476＋ 42：41．91
 14．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，811，600円 複勝： 53，396，500円 枠連： 20，666，100円
馬連： 112，548，800円 馬単： 51，155，400円 ワイド： 48，474，500円
3連複： 127，648，000円 3連単： 211，522，200円 計： 668，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 490円 � 150円 枠 連（1－8） 3，010円

馬 連 �� 10，660円 馬 単 �� 16，820円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 470円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 13，340円 3 連 単 ��� 96，750円

票 数

単勝票数 計 428116 的中 � 59268（3番人気）
複勝票数 計 533965 的中 � 61457（4番人気）� 21707（9番人気）� 116741（1番人気）
枠連票数 計 206661 的中 （1－8） 5316（14番人気）
馬連票数 計1125488 的中 �� 8181（37番人気）
馬単票数 計 511554 的中 �� 2281（66番人気）
ワイド票数 計 484745 的中 �� 4278（37番人気）�� 29223（2番人気）�� 6651（29番人気）
3連複票数 計1276480 的中 ��� 7174（56番人気）
3連単票数 計2115222 的中 ��� 1585（359番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．1―12．6―11．9―12．2―12．4―12．9―12．1―11．8―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．3―37．4―50．0―1：01．9―1：14．1―1：26．5―1：39．4―1：51．5―2：03．3―2：15．3―2：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．0―3F36．2
1
�
1，5，8（4，2）3（10，9）6－7・（1，5，9）（4，8，3）2（10，6）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインアルザス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sicyos デビュー 2012．7．15 中京4着

2010．3．29生 牡5鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried 24戦4勝 賞金 68，165，000円



18059 7月18日 雨 稍重 （27福島2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ だ た ら

安達太良ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

58 ロワジャルダン 牡4鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 500± 01：43．7 3．6�
610 イースターパレード �6栗 57 津村 明秀�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 512－ 2 〃 クビ 30．1�
713 クライスマイル 牡4黒鹿57 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 454－ 21：44．33	 1．9�
46 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿57 田中 勝春八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 488± 01：44．51
 74．1�
34 セイカフォルトゥナ 牝6栗 55 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 486－ 41：44．71
 92．5	
815 トミケンユークアイ �6黒鹿57 蛯名 正義冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 484＋ 41：44．8	 10．2

22 アーバンレジェンド 牝5栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 460－ 81：44．9クビ 193．0�
23 コアレスキング 牡5鹿 57 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 538＋ 21：45．0	 15．6�
35 � グレイレジェンド 牡7芦 57 江田 照男小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 456－ 6 〃 クビ 196．9
11 マイネルバウンス 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 492－ 21：45．1クビ 26．4�
814 ティアップレーヴ 牝5芦 55 伊藤 工真田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 490－ 21：45．42 169．3�
47 ロジサンデー 牡6鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 B472－ 61：45．61
 181．1�
712 スズカヴィグラス 牡6鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B490－ 41：45．7� 19．2�
59 ブラインドサイド 牡6鹿 57 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 510＋ 41：45．9� 8．8�
611 エイコーンパス 牡6栗 57 丸山 元気吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：46．22 78．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 77，639，700円 複勝： 93，824，300円 枠連： 61，499，200円
馬連： 255，585，800円 馬単： 131，992，200円 ワイド： 105，021，500円
3連複： 322，136，400円 3連単： 577，967，400円 計： 1，625，666，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 390円 � 110円 枠 連（5－6） 1，920円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 190円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 21，260円

票 数

単勝票数 計 776397 的中 � 168699（2番人気）
複勝票数 計 938243 的中 � 184599（2番人気）� 35185（8番人気）� 297739（1番人気）
枠連票数 計 614992 的中 （5－6） 24724（9番人気）
馬連票数 計2555858 的中 �� 47759（13番人気）
馬単票数 計1319922 的中 �� 14739（21番人気）
ワイド票数 計1050215 的中 �� 20559（14番人気）�� 183375（1番人気）�� 28857（10番人気）
3連複票数 計3221364 的中 ��� 124097（5番人気）
3連単票数 計5779674 的中 ��� 19701（61番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．3―42．7―54．9―1：07．1―1：19．1―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロワジャルダン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山1着

2011．3．24生 牡4鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 9戦5勝 賞金 72，739，000円
〔制裁〕 イースターパレード号の騎手津村明秀は，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。

18060 7月18日 雨 良 （27福島2）第5日 第12競走 ��1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

713 ウイングチップ 牡3黒鹿54 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492－ 21：48．8 5．5�
612 カレンリスベット 牝4黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476－ 21：49．01 7．1�
816� レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 450± 01：49．32 6．3�
36 マイネルランスタン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 460± 0 〃 ハナ 43．6�
48 ミュゼリトルガール 牝4鹿 55 横山 典弘髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 428－ 8 〃 ハナ 10．6	
11 ディールフロー 牡4鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 21：49．4� 22．3

714 アールブリュット 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460－ 61：49．5� 2．0�
24 バイオンディップス 牡3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 498＋ 21：49．71	 47．3�
12 コスモレヴァータ 牡4鹿 57

54 ▲石川裕紀人岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 460－121：49．91 67．9
23 � コンドッティエーレ 
6栗 57 大野 拓弥岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 〃 ハナ 163．8�
815 エクセレントビュー 牝4青鹿 55

52 ▲伴 啓太 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 460＋ 2 〃 クビ 54．1�
47 ラ ミ ー ロ 牡3栗 54 津村 明秀門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 458－ 61：50．11	 45．0�
59 ファーストオーサー 牡4黒鹿57 石橋 脩石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 470－ 61：51．16 35．6�
510� ケンブリッジアーサ 牡5鹿 57 江田 照男中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 444－121：51．2� 300．3�
611� コンテベルデ 牡5青鹿57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 452－ 61：51．51� 199．2�
35 � フ ド ー シ ン 牡4黒鹿57 柴田 善臣林 正道氏 田中 剛 日高 モリナガファーム 480＋ 41：52．56 133．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，042，500円 複勝： 78，509，100円 枠連： 38，326，700円
馬連： 150，419，300円 馬単： 78，858，000円 ワイド： 72，277，200円
3連複： 183，451，500円 3連単： 340，559，100円 計： 1，003，443，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 210円 � 200円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 690円 �� 600円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 20，930円

票 数

単勝票数 計 610425 的中 � 88213（2番人気）
複勝票数 計 785091 的中 � 110250（2番人気）� 96388（4番人気）� 101062（3番人気）
枠連票数 計 383267 的中 （6－7） 49454（2番人気）
馬連票数 計1504193 的中 �� 54446（6番人気）
馬単票数 計 788580 的中 �� 14630（12番人気）
ワイド票数 計 722772 的中 �� 26794（7番人気）�� 31258（5番人気）�� 27370（6番人気）
3連複票数 計1834515 的中 ��� 34573（9番人気）
3連単票数 計3405591 的中 ��� 11796（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．2―12．8―12．3―12．3―11．8―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．6―49．4―1：01．7―1：14．0―1：25．8―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3
12，13（6，16）（8，14）（1，2，5，9）15（4，7）10，3，11・（12，13）（6，16）（8，14）（1，9）（4，2）（3，7，5）15（11，10）

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

勝馬の
紹 介

ウイングチップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．12 東京6着

2012．3．11生 牡3黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 5戦2勝 賞金 16，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンクエントロス号



（27福島2）第5日 7月18日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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

183，020，000円
2，080，000円
12，640，000円
1，260，000円
16，200，000円
63，581，500円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
414，786，600円
581，548，000円
252，114，200円
1，001，258，700円
534，093，000円
474，272，700円
1，195，214，300円
1，974，559，800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
計 6，427，847，300円

総入場人員 8，306名 （有料入場人員 6，730名）
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