
18001 7月2日 小雨 良 （28福島2）第1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

22 オーバースペック 牡2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 460－ 61：50．1 4．5�
56 マロンタキシード 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 中川 欽一 398－ 6 〃 クビ 163．6�
44 キューバンマンボ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �スピードファーム小西 一男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 426± 01：50．2クビ 11．4�
33 スグスキシッパイ 牡2鹿 54 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432± 01：50．3� 98．8�
57 レッドオーガー 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 466＋ 61：50．62 6．2	
69 ファストソレル 牝2栗 54 吉田 豊島川 
哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 462± 01：50．81� 3．1�
813 マイネルクラース 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 446＋101：51．11� 4．2�
711 アキラノテソーロ 牡2黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 462＋ 81：51．31	 10．3
45 アポロノリュウジン 牡2栗 54 石橋 脩アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 484－ 61：51．83 194．7�
11 アルタイルキララ 牝2青鹿54 宮崎 北斗島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 61：52．12 145．2�
812 カシノルーラー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 466－ 21：52．41� 187．8�
710 シゲルキツネザル 牝2鹿 54

51 ▲木幡 巧也森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜牧場 416＋ 21：52．5� 40．8�
68 デュトロノミー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 土田 稔 浦河 櫛桁牧場 470－ 41：52．6クビ 65．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，401，500円 複勝： 43，513，300円 枠連： 11，866，800円
馬連： 54，624，500円 馬単： 31，123，600円 ワイド： 32，356，600円
3連複： 70，974，500円 3連単： 103，727，300円 計： 376，588，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 3，520円 � 380円 枠 連（2－5） 1，630円

馬 連 �� 28，390円 馬 単 �� 36，410円

ワ イ ド �� 7，760円 �� 910円 �� 12，390円

3 連 複 ��� 76，370円 3 連 単 ��� 326，960円

票 数

単勝票数 計 284015 的中 � 52404（3番人気）
複勝票数 計 435133 的中 � 73898（3番人気）� 2553（11番人気）� 28987（6番人気）
枠連票数 計 118668 的中 （2－5） 5623（8番人気）
馬連票数 計 546245 的中 �� 1491（33番人気）
馬単票数 計 311236 的中 �� 641（57番人気）
ワイド票数 計 323566 的中 �� 1049（37番人気）�� 9628（12番人気）�� 655（50番人気）
3連複票数 計 709745 的中 ��� 697（105番人気）
3連単票数 計1037273 的中 ��� 230（469番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．8―48．7―1：00．8―1：13．3―1：25．6―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3
・（6，7）9－（1，8）（4，5）－11（3，12，13）－2，10・（6，7）9（1，8，5）（4，11，13，12）3－2，10

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

勝馬の
紹 介

オーバースペック �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2016．6．19 東京3着

2014．3．30生 牡2青鹿 母 オーミチェリッシュ 母母 メイショウユキカゼ 2戦1勝 賞金 6，800，000円

18002 7月2日 曇 稍重 （28福島2）第1日 第2競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走10時45分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

612 ヴィーナスベルト 牝3芦 54
53 ☆石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 61：09．3 3．0�

11 � ブラウンキャビア 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 和子氏 大和田 成 愛 Tally－Ho
Stud 416± 0 〃 クビ 2．9�

713 ペイシャバラード 牝3黒鹿54 大野 拓弥北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448± 01：09．4� 7．5�
816 グロウインザダーク 	3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 478＋ 21：09．5クビ 6．8�
510 クレイジーインラヴ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 422± 01：09．71� 93．0�
48 キョウエイラヴ 牝3鹿 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 470＋ 81：09．8
 8．3	
815 ストロングハピネス 牡3鹿 56 石橋 脩金山 克己氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B430＋ 81：10．22 18．5

59 サニーリスペクト 牡3鹿 56 丸田 恭介堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 丸村村下

ファーム 462－ 41：10．3
 189．2�
47 スリージェット 牡3栗 56 内田 博幸永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 41：10．4クビ 33．5
24 ココロノキャンバス 牝3栗 54 二本柳 壮田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 394± 01：10．93 41．9�
714 フジシャイアン 牡3鹿 56 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤牧場 506＋141：11．32� 37．8�
35 セレナオーキッド 牝3黒鹿54 柴田 大知島川 利子氏 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 448＋ 41：11．61
 44．3�
611 シセイヒビキ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 404－ 41：11．92 325．1�
36 ポーラバイオ 牝3芦 54 宮崎 北斗バイオ� 奥平 雅士 平取 坂東牧場 424－ 61：12．21
 238．6�
12 ピタゴラステッキ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也石山 嘉七氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 484＋ 2 〃 クビ 95．6�
23 ツクバフォース 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 454 ―1：12．94 305．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，346，400円 複勝： 38，202，000円 枠連： 14，185，600円
馬連： 50，044，200円 馬単： 26，631，000円 ワイド： 30，480，600円
3連複： 64，922，100円 3連単： 86，753，900円 計： 335，565，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（1－6） 550円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 240円 �� 410円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 243464 的中 � 63316（2番人気）
複勝票数 計 382020 的中 � 78798（2番人気）� 86496（1番人気）� 42699（5番人気）
枠連票数 計 141856 的中 （1－6） 19883（1番人気）
馬連票数 計 500442 的中 �� 59899（1番人気）
馬単票数 計 266310 的中 �� 16506（1番人気）
ワイド票数 計 304806 的中 �� 36157（1番人気）�� 17751（3番人気）�� 16316（5番人気）
3連複票数 計 649221 的中 ��� 39134（1番人気）
3連単票数 計 867539 的中 ��� 12950（2番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．3―11．7―12．5―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．6―43．3―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．7
3 12（10，16）（1，8）（4，15，13）（2，6）（9，14，7）5－11＝3 4 12（1，10，16）13，8（4，15）－7（2，6，14）9，5－11＝3

勝馬の
紹 介

ヴィーナスベルト �
�
父 コンデュイット �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．5．14 新潟12着

2013．5．19生 牝3芦 母 サウスティーダ 母母 キョウエイコロナ 3戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケイジーファルコン号・ミディ号
（非抽選馬） 1頭 クアルティエーレ号

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１日



18003 7月2日 曇 良 （28福島2）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 コ リ ー ナ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 430－101：08．9 4．7�
611 ベレーザフォンテン 牝3黒鹿54 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 438－ 61：09．32� 40．5�
510 グレイスノート 牝3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 444＋ 81：09．61� 1．8�
12 アクティベート 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 442－ 6 〃 クビ 5．6�
35 スエツムハナ 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也内田 玄祥氏 松山 将樹 日高 田端牧場 452－ 21：09．7クビ 24．4�
47 ヌーベルマリエ 牝3鹿 54 江田 照男前田 晋二氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋121：09．8� 36．2	
815 ト イ ミ サ キ 牝3鹿 54 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 420± 01：09．9� 253．2

36 フレンドソング 牝3黒鹿54 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 416－ 21：10．0クビ 24．6�
59 ニシノミナミカゼ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 436 ―1：10．32 63．6�
713 ルミエールカフェ 牝3鹿 54 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 500 ―1：10．83 65．3
11 サンボルドー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 信之氏 清水 英克 浦河 浦河小林牧場 442＋ 61：11．43� 13．1�
23 ホワイトフローラ 牝3芦 54 的場 勇人�宮内牧場 的場 均 新ひだか グランド牧場 416＋14 〃 クビ 140．6�
714 エーレンガート 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 424＋ 21：12．25 28．3�

612 シンボリピアフ 牝3黒鹿54 伊藤 工真シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 418＋ 61：12．83� 92．6�
816 ウエスタンラルク 牝3鹿 54 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 442 ―1：17．0大差 65．1�

（15頭）
24 ブリーズドゥメール 牝3青鹿54 田辺 裕信村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，308，000円 複勝： 35，685，300円 枠連： 15，061，700円
馬連： 45，527，300円 馬単： 27，492，600円 ワイド： 28，872，300円
3連複： 64，085，200円 3連単： 89，382，500円 計： 330，414，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 440円 � 110円 枠 連（4－6） 3，930円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 12，990円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 250円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 36，360円

票 数

単勝票数 計 243080 的中 � 40600（2番人気）
複勝票数 計 356853 的中 � 43833（3番人気）� 12094（8番人気）� 137586（1番人気）
枠連票数 計 150617 的中 （4－6） 2963（11番人気）
馬連票数 計 455273 的中 �� 4723（22番人気）
馬単票数 計 274926 的中 �� 1587（37番人気）
ワイド票数 計 288723 的中 �� 3124（24番人気）�� 35628（2番人気）�� 7016（10番人気）
3連複票数 計 640852 的中 ��� 11791（12番人気）
3連単票数 計 893825 的中 ��� 1782（108番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．7―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ リ ー ナ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Wild Again デビュー 2015．8．9 新潟4着

2013．4．26生 牝3鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 9戦1勝 賞金 11，750，000円
〔出走取消〕 ブリーズドゥメール号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーレンガート号・シンボリピアフ号・ウエスタンラルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成28年8月2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 ホープトウショウ号・ラフォンテロッソ号・レーヌユニヴェール号

18004 7月2日 曇 稍重 （28福島2）第1日 第4競走 ��1，700�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 サ ラ セ ニ ア 牡3芦 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 460－ 21：47．9 2．0�
814 ニシノファルコン 牡3黒鹿56 内田 博幸西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 468－ 2 〃 アタマ 3．2�
22 ギンザマトリックス 牡3栗 56 蛯名 正義有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 436＋ 6 〃 ハナ 5．8�
711 アートハルキ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：48．32� 17．1�
712 クラウンホイール 牡3鹿 56 大野 拓弥矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 492－ 21：48．61� 9．9�
610 ジンクフィンガー 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 470＋ 61：48．81� 70．7�
34 ティーメロー 牝3鹿 54 柴田 善臣深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 472－101：49．01� 45．9	
58 ビ ダ ン シ 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 春美氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 476＋ 8 〃 ハナ 69．6

46 ダノンアイドル 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 27．7�
813 マイネルベスト 牡3芦 56 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 春木 昭雄 488 ―1：50．8大差 199．0
45 キャバリアキング 牡3栗 56 丸田 恭介村木 隆氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 B494＋121：50．9� 207．1�
69 ロイヤルジレンマ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム B478＋ 41：51．32� 90．9�
33 サンマルメーカー 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 492－ 81：51．72� 178．1�
57 ルーナクレシェンテ 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 480－ 41：52．12� 71．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，428，700円 複勝： 70，094，300円 枠連： 14，100，700円
馬連： 50，856，800円 馬単： 35，687，600円 ワイド： 33，066，000円
3連複： 76，610，700円 3連単： 126，476，000円 計： 432，320，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－8） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 290円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，290円

票 数

単勝票数 計 254287 的中 � 99015（1番人気）
複勝票数 計 700943 的中 � 424286（1番人気）� 97327（2番人気）� 56908（3番人気）
枠連票数 計 141007 的中 （1－8） 34849（1番人気）
馬連票数 計 508568 的中 �� 122783（1番人気）
馬単票数 計 356876 的中 �� 54094（1番人気）
ワイド票数 計 330660 的中 �� 63075（1番人気）�� 50817（2番人気）�� 23086（3番人気）
3連複票数 計 766107 的中 ��� 142359（1番人気）
3連単票数 計1264760 的中 ��� 70691（1番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．2―13．2―13．4―12．7―12．7―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．5―43．7―57．1―1：09．8―1：22．5―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ラ セ ニ ア �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．8．16 新潟5着

2013．3．10生 牡3芦 母 オービーレディー 母母 デュークソブリン 9戦1勝 賞金 18，100，000円
※出走取消馬 ニシノナナツボシ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウラワザ号
（非抽選馬） 2頭 イデアオブダンディ号・キャプテンヴォーグ号

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 8日第 1競走）
〔その他〕　　プラチナフェアリー号は，競走中に疾病〔右第１指骨近位骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



18005 7月2日 曇 良 （28福島2）第1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

23 タイムトリップ 牡2黒鹿54 柴田 大知中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 466 ―1：09．7 5．7�
611 ニシノマッハ 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 446 ―1：09．91 60．8�
59 アメイズミー 牡2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ―1：10．0� 1．9�
35 ヤマニンシーベリー 牝2栗 54 田辺 裕信土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 426 ―1：10．1� 21．5�
11 ユメチョキン 牝2栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 428 ―1：10．2� 32．5�
815 ヒハマタノボル 牝2鹿 54 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村田牧場 444 ―1：10．41� 20．0	
22 ボンジュールボーラ 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 436 ―1：10．82� 55．6

814 ワンダフルメモリー 牝2青鹿54 内田 博幸飯田 良枝氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：10．9� 13．8�
46 バルダッキーノ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 日高 小西ファーム 430 ―1：11．11� 189．5
712 シャインヴィットゥ 牡2芦 54 武士沢友治皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 456 ―1：11．42 104．7�
713 ハングリーベン 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 430 ―1：11．61� 7．1�
47 テレグライド 牡2栗 54 平野 優加藤 信之氏 二ノ宮敬宇 日高 三輪牧場 434 ―1：12．23� 249．5�
58 ヴェンデドール 牝2鹿 54 吉田 豊清家 聖仁氏 田島 俊明 新ひだか 前田ファーム 420 ―1：12．41� 81．7�
610 フライングデビル 牝2鹿 54 戸崎 圭太小田切 光氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 478 ―1：12．82� 11．7�
34 デイバイデイ 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 406 ―1：12．9� 75．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，558，700円 複勝： 46，218，400円 枠連： 15，836，500円
馬連： 51，975，800円 馬単： 32，864，900円 ワイド： 32，034，900円
3連複： 65，481，500円 3連単： 97，562，800円 計： 378，533，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 800円 � 110円 枠 連（2－6） 2，800円

馬 連 �� 11，700円 馬 単 �� 18，880円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 250円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 63，830円

票 数

単勝票数 計 365587 的中 � 53524（2番人気）
複勝票数 計 462184 的中 � 56473（2番人気）� 7050（10番人気）� 205735（1番人気）
枠連票数 計 158365 的中 （2－6） 4378（10番人気）
馬連票数 計 519758 的中 �� 3441（26番人気）
馬単票数 計 328649 的中 �� 1305（48番人気）
ワイド票数 計 320349 的中 �� 2481（29番人気）�� 40742（1番人気）�� 4393（18番人気）
3連複票数 計 654815 的中 ��� 8177（16番人気）
3連単票数 計 975628 的中 ��� 1108（181番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイムトリップ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ホークアタック 初出走

2014．3．26生 牡2黒鹿 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ワンダフルメモリー号の調教師奥村武は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

タイムトリップ号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）

18006 7月2日 曇 稍重 （28福島2）第1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

12 マコトパパヴェロ 牝2栗 54 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 466 ―1：10．4 13．1�
24 � クロースリーニット 牡2鹿 54 戸崎 圭太飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 508 ―1：10．82� 3．5�
612 アイティプリンセス 牝2黒鹿54 内田 博幸一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 472 ― 〃 ハナ 2．8�
611 アイアムキャツアイ 牝2黒鹿54 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 444 ―1：10．9クビ 6．4�
815 トワイライトライフ 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446 ―1：11．11	 12．0	

510 フ ク ハ ウ チ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 浩美 426 ― 〃 ハナ 24．7

713 サンアンカレッジ 牡2栗 54 二本柳 壮加藤 信之氏 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 472 ―1：12．16 101．3�
47 ショウジキモノ 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 464 ―1：12．31	 30．2�
816 ハンドレッドアーツ 牝2栗 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 472 ― 〃 ハナ 133．4
59 フォーティプリンス 牡2栗 54 吉田 豊ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 468 ―1：12．51	 184．6�
23 キョウエイバロック 牡2鹿 54 柴田 善臣田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 ハシモトフアーム 450 ― 〃 クビ 57．5�
35 クリノヒミコ 牝2鹿 54 大庭 和弥栗本 博晴氏 高市 圭二 釧路 横山 宏 456 ―1：13．13� 302．0�
36 シルバニアラブ 牝2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河 中島牧場 414 ―1：13．2� 190．0�
714 サルートアゲン 牡2栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 406 ― 〃 アタマ 434．9�
11 シゲルタイガー 牡2鹿 54 横山 典弘森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500 ―1：13．94 10．2�
48 ファストシップ 牡2栗 54 大野 拓弥八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 478 ―1：14．96 62．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，904，400円 複勝： 34，912，100円 枠連： 18，962，900円
馬連： 54，732，900円 馬単： 30，640，800円 ワイド： 30，793，800円
3連複： 65，932，900円 3連単： 91，987，500円 計： 362，867，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 220円 � 130円 � 130円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 550円 �� 620円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 349044 的中 � 22485（6番人気）
複勝票数 計 349121 的中 � 30442（6番人気）� 73010（2番人気）� 84437（1番人気）
枠連票数 計 189629 的中 （1－2） 19542（3番人気）
馬連票数 計 547329 的中 �� 23046（7番人気）
馬単票数 計 306408 的中 �� 5333（16番人気）
ワイド票数 計 307938 的中 �� 12891（5番人気）�� 11120（7番人気）�� 46668（1番人気）
3連複票数 計 659329 的中 ��� 27894（3番人気）
3連単票数 計 919875 的中 ��� 4022（39番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．2―12．4―12．9―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．7―44．1―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトパパヴェロ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．4．22生 牝2栗 母 ハネダキセキ 母母 タークスタンド 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴウケン号



18007 7月2日 曇 良 （28福島2）第1日 第7競走 ��2，000�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

815 ラッシュアワー 牡3黒鹿56 田辺 裕信 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 490＋ 22：00．1 3．9�

23 アポロオスカー 牝3鹿 54 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 438＋ 22：00．31� 2．6�
59 コスモレティクルム 牝3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 436＋ 62：00．4� 12．8�
48 ニシノリュウセイ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 414＋ 22：00．5クビ 21．3�
612 トーアディラン �3栗 56 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 470± 02：00．81� 74．6	
35 エンジェルサイン 牡3黒鹿56 柴田 善臣窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：01．01� 4．0

713 アソングフォーユー 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 42：01．1� 18．0�
510 ミ カ タ �3黒鹿56 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 守矢牧場 422－ 2 〃 アタマ 30．2�
11 レベルフラッグ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 66．3
24 マイネルラザンツ 牡3芦 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 藤沢牧場 492＋182：01．2� 32．6�
611 キングスナップ 牡3栗 56

54 △伴 啓太村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 456－12 〃 ハナ 370．6�
816 レジェンドクイーン 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也小林 章氏 蛯名 利弘 浦河 市川フアーム 488＋ 22：01．51� 192．9�
714 バーニングマン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 496＋ 82：03．110 37．5�
36 シグマグレード 牡3黒鹿56 内田 博幸�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 クビ 21．0�
12 スリーパール 牝3黒鹿54 岩部 純二永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 442－ 62：03．63 448．5�
47 ガ リ ン シ ャ �3鹿 56 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 新冠 畔柳 作次 506＋ 8 （競走中止） 122．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，476，200円 複勝： 34，544，800円 枠連： 17，642，700円
馬連： 66，412，100円 馬単： 32，618，400円 ワイド： 35，669，000円
3連複： 79，938，900円 3連単： 110，147，700円 計： 404，449，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 130円 � 250円 枠 連（2－8） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 260円 �� 880円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 8，580円

票 数

単勝票数 計 274762 的中 � 55746（2番人気）
複勝票数 計 345448 的中 � 61844（2番人気）� 83249（1番人気）� 26628（4番人気）
枠連票数 計 176427 的中 （2－8） 23256（2番人気）
馬連票数 計 664121 的中 �� 84574（2番人気）
馬単票数 計 326184 的中 �� 17215（4番人気）
ワイド票数 計 356690 的中 �� 39086（2番人気）�� 9225（10番人気）�� 20723（4番人気）
3連複票数 計 799389 的中 ��� 29367（4番人気）
3連単票数 計1101477 的中 ��� 9304（15番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．0―12．4―12．7―12．2―12．2―12．2―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―34．2―46．6―59．3―1：11．5―1：23．7―1：35．9―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラッシュアワー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．2．7 東京5着

2013．2．1生 牡3黒鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 4戦1勝 賞金 6，120，000円
〔競走中止〕 ガリンシャ号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

18008 7月2日 曇 良 （28福島2）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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
1：07．0
1：06．5

良
良

36 � クリノハッチャン 牝5鹿 55 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464＋ 61：08．3 33．0�
612� グレンデール 牡5鹿 57 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 482－ 81：08．61	 11．8�
59 � ポートレイト 牝3黒鹿52 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 422＋ 4 〃 クビ 6．0�
12 � タカラフローリック 牝5芦 55

52 ▲野中悠太郎村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484± 01：08．7クビ 131．1�
48 � チェルカトーレ 牝4栗 55 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント 424＋ 41：08．8
 2．9�
713� ニシノアンジュ 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 458＋ 2 〃 ハナ 15．5	
23 � ショウナンアイ 牝4栗 55 横山 典弘国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 476＋12 〃 アタマ 11．4

815 ツクバアラモード 牝6栗 55 吉田 豊細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B460＋ 6 〃 クビ 57．0�
510 クラウンノキミ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 488－121：09．01� 19．9�
47 カボスチャン 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 434＋ 41：09．1	 26．9
11 ブリエアヴェニール 4鹿 57

54 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 91：09．2クビ 66．7�
816 ダイワバーチュー 牝4青鹿55 田辺 裕信大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 61：09．3	 51．4�
714 ナッツスター 牡3鹿 54 津村 明秀早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 434－101：09．4
 16．5�
611 ヴィンセンツイヤー 5栗 57

54 ▲木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 81：09．5
 10．3�

24 ノーブルサイレンス 牝5青鹿 55
53 △伴 啓太吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 442± 0 〃 クビ 253．7�

35 オレオールカフェ 牡3黒鹿54 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 444－ 61：09．6
 5．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，508，100円 複勝： 46，470，700円 枠連： 22，936，800円
馬連： 77，893，700円 馬単： 36，840，000円 ワイド： 43，292，700円
3連複： 101，945，900円 3連単： 127，206，200円 計： 489，094，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 640円 � 320円 � 200円 枠 連（3－6） 1，500円

馬 連 �� 14，710円 馬 単 �� 30，490円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 1，860円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 20，600円 3 連 単 ��� 179，070円

票 数

単勝票数 計 325081 的中 � 7863（11番人気）
複勝票数 計 464707 的中 � 16207（10番人気）� 37607（4番人気）� 69956（2番人気）
枠連票数 計 229368 的中 （3－6） 11843（8番人気）
馬連票数 計 778937 的中 �� 4103（51番人気）
馬単票数 計 368400 的中 �� 906（109番人気）
ワイド票数 計 432927 的中 �� 3058（47番人気）�� 5967（23番人気）�� 11387（7番人気）
3連複票数 計1019459 的中 ��� 3711（75番人気）
3連単票数 計1272062 的中 ��� 515（673番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クリノハッチャン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロライアン

2011．4．25生 牝5鹿 母 オプトライアン 母母 テンザンミズホ 39戦1勝 賞金 21，929，000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） 2頭 キタサンガンバ号・レッドマジュール号
（非抽選馬） 2頭 スズカブレーン号・スミレタンポポ号



18009 7月2日 曇 良 （28福島2）第1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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

24 ウインマハロ 牝4鹿 55 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 422－ 61：46．7 9．3�
11 ジ ャ ガ ン ツ 牡3鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 クビ 6．1�
612 マサノマリリン 牝5黒鹿55 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 466± 01：46．8� 34．2�
510 ナイアガラモンロー 牝4鹿 55 戸崎 圭太塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 500－ 81：47．01
 3．1�
36 グランシャリオ 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 ハナ 254．9	
12 カ ム イ 牡3鹿 54 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 454－14 〃 ハナ 57．6

713 ドリームリヴァール �6黒鹿57 大庭 和弥ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448－ 21：47．31� 37．5�
815 トーセンカナロア 牡4鹿 57 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 41：47．4クビ 26．2
48 ダイワスキャンプ �4鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 414－14 〃 ハナ 11．7�
816 タンサンドール 牡3栗 54 田辺 裕信 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480＋ 21：47．5� 26．0�
47 コスモアルヘナ 牡4青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 462－ 81：47．6 75．4�
611 ベ ル メ ー ル 牝4鹿 55 石川裕紀人畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 504＋ 41：47．81
 238．8�
35 � ミラクルナイト 牡4芦 57 武士沢友治小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 468－ 21：48．01
 99．4�
23 ウイングチップ �4黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488－ 21：48．1 2．5�
714 オーラクィーン 牝4芦 55 二本柳 壮福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 438± 01：48．2� 341．2�
59 カ ケ ダ シ 牡6鹿 57 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500＋ 41：48．52 179．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，044，600円 複勝： 50，681，400円 枠連： 23，608，000円
馬連： 102，362，300円 馬単： 47，120，400円 ワイド： 50，849，000円
3連複： 124，519，300円 3連単： 187，711，100円 計： 624，896，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 260円 � 240円 � 670円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，490円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 85，260円

票 数

単勝票数 計 380446 的中 � 32551（4番人気）
複勝票数 計 506814 的中 � 53891（4番人気）� 60138（3番人気）� 16969（8番人気）
枠連票数 計 236080 的中 （1－2） 28726（2番人気）
馬連票数 計1023623 的中 �� 34509（8番人気）
馬単票数 計 471204 的中 �� 6314（19番人気）
ワイド票数 計 508490 的中 �� 16320（8番人気）�� 5149（23番人気）�� 4906（25番人気）
3連複票数 計1245193 的中 ��� 5760（47番人気）
3連単票数 計1877111 的中 ��� 1596（225番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．2―11．9―11．8―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．7―47．9―59．8―1：11．6―1：23．0―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマハロ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．7．26 札幌3着

2012．4．6生 牝4鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 17戦2勝 賞金 32，291，000円

18010 7月2日 曇 良 （28福島2）第1日 第10競走 ��
��1，700�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走15時10分 （ダート・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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

34 ア ル タ イ ル 牡4栗 57 蛯名 正義藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B474－101：44．3 7．0�
814 クロフネビームス 牝4芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 476＋ 41：45．15 2．9�
23 タマノブリュネット 牝4栗 55 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 486＋201：45．2クビ 4．8�
11 コスモラヴモア 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 490－ 2 〃 クビ 36．7�
22 ロ ジ テ ー ル 牡7鹿 57 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474－ 21：45．3クビ 18．9�
611 エバーキュート 牝4栗 55 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444± 01：45．51� 5．3	
712 ロトラトゥール 牝5鹿 55 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B494－10 〃 ハナ 37．7

46 	 セルリアンラビット 牡7鹿 57 石川裕紀人�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 450－10 〃 ハナ 163．6�
59 ポムフィリア 牝4鹿 55 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 小島牧場 470－ 41：45．81
 5．6
815 コウユーアンドレ 牡6鹿 57 武士沢友治加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 466＋ 2 〃 ハナ 40．5�
47 ロンギングエース 牡6鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B506－121：45．9クビ 112．0�
610 チ ャ オ �5芦 57 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 456－ 61：46．0� 155．4�
713 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57 柴田 善臣小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 512－ 41：46．85 80．4�
58 エアーウェーブ 牡6鹿 57 江田 照男小林竜太郎氏 松永 康利 平取 船越 伸也 514－181：48．410 140．9�
35 ラ ブ ユ ー 牝5栗 55 木幡 巧也�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 496＋ 41：49．35 33．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，830，700円 複勝： 68，145，700円 枠連： 27，478，300円
馬連： 126，015，400円 馬単： 52，875，900円 ワイド： 60，589，400円
3連複： 150，782，000円 3連単： 210，772，900円 計： 742，490，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 140円 � 180円 枠 連（3－8） 920円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 410円 �� 600円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 11，250円

票 数

単勝票数 計 458307 的中 � 52370（5番人気）
複勝票数 計 681457 的中 � 71232（5番人気）� 144039（1番人気）� 95691（4番人気）
枠連票数 計 274783 的中 （3－8） 22989（4番人気）
馬連票数 計1260154 的中 �� 97636（4番人気）
馬単票数 計 528759 的中 �� 16593（8番人気）
ワイド票数 計 605894 的中 �� 37948（4番人気）�� 24636（7番人気）�� 41715（3番人気）
3連複票数 計1507820 的中 ��� 67721（4番人気）
3連単票数 計2107729 的中 ��� 13583（25番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．4―41．8―54．6―1：07．3―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3
8，9－13－（4，5，12）（3，10）（1，11）14，2－7，6，15・（8，9）－（4，13）（3，12）（1，5，11）10（2，14）7，6，15

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ イ ル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．19 福島5着

2012．4．24生 牡4栗 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 19戦4勝 賞金 72，382，000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 セイカアヴァンサ号・タッチシタイ号・フジマサクラウン号



18011 7月2日 曇 良 （28福島2）第1日 第11競走 ��
��1，200�テレビユー福島賞

発走15時45分 （芝・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

テレビユー福島賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，260，000
2，260，000

円
円

付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード
中央レコード

1：07．0
1：06．5

良
良

57 ジャストドゥイング 牡4鹿 57 石橋 脩前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 548－ 21：08．2 12．2�

69 ハ ッ シ ュ 牝5芦 55 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－101：08．41� 3．9�

610 ユキノアイオロス 	8鹿 57 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 6 〃 クビ 11．6�
22 ドラゴンストリート 牡5鹿 57 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 468－ 61：08．5クビ 2．9�
711 エ ネ ア ド 牡7鹿 57 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 同着 89．5�
11 クリノコマチ 牝5栗 55 田中 勝春栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 4 〃 ハナ 84．8	
34 メイショウハガクレ 牡7鹿 57 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466－ 61：08．6
 20．9

45 アブマーシュ 牝7鹿 55 内田 博幸伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 482＋ 21：08．81� 30．1�
46 � アドマイヤイナズマ 牡6青鹿57 田辺 裕信近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 B514－ 8 〃 アタマ 6．7�
58 アルマエルナト 	5栗 57 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 464－ 4 〃 クビ 10．5
712 クラウンロゼ 牝6鹿 55 柴田 善臣矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 498＋ 61：08．9クビ 35．4�
814 タガノアザガル 牡4黒鹿57 武士沢友治八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 4 〃 クビ 12．6�
33 ワードイズボンド 牡5青 57 江田 照男宮田 守氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 546－ 21：09．11
 59．4�
813 カシノワルツ 牝6黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B448－ 61：09．41� 59．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 79，260，700円 複勝： 95，456，100円 枠連： 60，413，200円
馬連： 272，587，200円 馬単： 118，559，300円 ワイド： 115，196，300円
3連複： 373，334，300円 3連単： 571，679，200円 計： 1，686，486，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 410円 � 190円 � 290円 枠 連（5－6） 800円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，230円 �� 730円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 58，940円

票 数

単勝票数 計 792607 的中 � 51881（6番人気）
複勝票数 計 954561 的中 � 52296（7番人気）� 159493（2番人気）� 82666（4番人気）
枠連票数 計 604132 的中 （5－6） 58367（2番人気）
馬連票数 計2725872 的中 �� 77365（10番人気）
馬単票数 計1185593 的中 �� 13268（27番人気）
ワイド票数 計1151963 的中 �� 27904（11番人気）�� 12801（28番人気）�� 42261（5番人気）
3連複票数 計3733343 的中 ��� 31681（30番人気）
3連単票数 計5716792 的中 ��� 7031（200番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．1―11．3―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．3―45．6―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．9
3 9（7，6）1（3，12）（2，10）（4，13）（11，14）5，8 4 ・（9，7）（1，6）（2，12，10）（4，3）13，11，14（5，8）

勝馬の
紹 介

ジャストドゥイング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．6．28 東京2着

2012．3．23生 牡4鹿 母 ストラテジー 母母 クイーンリザーブ 12戦4勝 賞金 62，754，000円
〔制裁〕 ハッシュ号の騎手蛯名正義は，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：6番・5番・4番）

18012 7月2日 曇 良 （28福島2）第1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 7，500，000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

58 ベルウッドケルン 牡4栗 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 474± 01：44．9 3．7�
815 モンサンアルナイル 牡3栗 54

51 ▲木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B510＋ 81：45．75 13．7�
47 マイネルネッツ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 480＋ 21：45．91� 59．9�
712 ジェイケイライアン 牡4鹿 57 武士沢友治小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B476－ 21：46．22 8．5�
814 グラスレグナム 牡3鹿 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 482＋ 61：46．62� 13．2	
59 シゲルシマダイ 牡3鹿 54 大野 拓弥森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 514＋ 21：46．91� 23．6

713 シゲルクロダイ 牡3鹿 54

51 ▲木幡 初也森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 486－ 8 〃 アタマ 38．8�
22 スマートダイバー 牡5栗 57 横山 典弘大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 486－ 41：47．0クビ 7．7�
611 エドノマツオー 牡3栗 54 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 470－ 41：47．1� 6．7
34 	 カガハリウッド 牡4栗 57 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新冠 三村 卓也 482± 0 〃 クビ 373．2�
23 	 サトノギャラクシー 牡4青鹿57 戸崎 圭太里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 514－221：47．2クビ 9．8�
46 マリナーズシチー 牡3芦 54 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか カタオカフアーム 488＋101：47．41� 6．0�
610	 メ イ ジ ン 牡5栗 57 津村 明秀國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 466＋ 4 〃 アタマ 57．0�
35 エッケザックス 
4鹿 57 杉原 誠人 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434－ 61：47．6� 17．9�
11 	 スガノギムレット 牡5青鹿57 丸田 恭介菅原 光博氏 清水 英克 新ひだか 田上 稔 480＋ 21：48．13 112．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，384，000円 複勝： 96，765，200円 枠連： 44，778，700円
馬連： 161，452，900円 馬単： 68，123，500円 ワイド： 93，073，900円
3連複： 227，658，800円 3連単： 308，300，700円 計： 1，066，537，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 420円 � 1，140円 枠 連（5－8） 920円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 2，330円 �� 9，460円

3 連 複 ��� 37，980円 3 連 単 ��� 144，110円

票 数

単勝票数 計 663840 的中 � 143329（1番人気）
複勝票数 計 967652 的中 � 203472（1番人気）� 53261（8番人気）� 17362（13番人気）
枠連票数 計 447787 的中 （5－8） 37467（3番人気）
馬連票数 計1614529 的中 �� 44819（6番人気）
馬単票数 計 681235 的中 �� 9863（15番人気）
ワイド票数 計 930739 的中 �� 22465（10番人気）�� 10235（31番人気）�� 2464（71番人気）
3連複票数 計2276588 的中 ��� 4495（126番人気）
3連単票数 計3083007 的中 ��� 1551（507番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．5―42．2―55．1―1：07．7―1：19．9―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベルウッドケルン �
�
父 サイレントディール �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2015．1．31 東京5着

2012．5．4生 牡4栗 母 モ ー ジ ョ 母母 ティッパートゥー 14戦2勝 賞金 24，750，000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 ノーブルクリスタル号



（28福島2）第1日 7月2日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 181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

184，420，000円
1，270，000円
11，420，000円
1，650，000円
18，800，000円
69，122，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
463，452，000円
660，689，300円
286，871，900円
1，114，485，100円
540，578，000円
586，274，500円
1，466，186，100円
2，111，707，800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 7，230，244，700円

総入場人員 9，710名 （有料入場人員 7，799名）
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