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18013 7月3日 曇 良 （28福島2）第2日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 ニシノグリヨン 牝3栗 54 嘉藤 貴行西村 亮二氏 奥平 雅士 新ひだか 沼田 照秋 468＋ 21：48．8 7．1�
713 パントコート 牝3鹿 54 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 456－ 2 〃 クビ 3．2�
59 ハイブリッドダンス 牝3黒鹿54 横山 典弘水上 行雄氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 466＋121：49．11� 3．7�
46 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 430＋141：49．63 40．2�
35 ダークフォース 牝3鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 アタマ 4．0�
47 タイタンアルム 牝3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 530－ 21：49．91� 11．9	

58 ダンシングヒロイン 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 巧也井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B430± 01：50．54 79．8


22 シャリオドール 牝3栗 54 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 436－ 61：50．6� 9．3�
34 ショウナンハウメア 牝3鹿 54 柴田 善臣�湘南 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 500－ 21：50．7� 202．8�
712 プラチナダイヤ 牝3栗 54 丸田 恭介村田 哲朗氏 浅野洋一郎 新ひだか 上村 清志 452 ―1：51．44 48．0
815 ウエスタンジョリー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 510－ 41：51．71� 77．5�
11 ティアップジェイド 牝3黒鹿54 宮崎 北斗田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 404－141：51．8� 306．9�
23 ラブリーラブラブ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 450－101：52．01� 225．9�
610 リッキーパール 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太横瀨 早苗氏 古賀 史生 新ひだか 井高牧場 440－ 21：52．32 203．6�
611 レインボーフェスタ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也�イーデン産業 矢野 英一 日高 千葉飯田牧場 446＋121：54．0大差 123．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，596，700円 複勝： 36，552，800円 枠連： 12，900，200円
馬連： 58，595，400円 馬単： 31，828，800円 ワイド： 31，736，100円
3連複： 86，372，200円 3連単： 109，843，000円 計： 392，425，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 130円 � 140円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 440円 �� 550円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 10，870円

票 数

単勝票数 計 245967 的中 � 27465（4番人気）
複勝票数 計 365528 的中 � 43664（4番人気）� 81925（1番人気）� 69386（3番人気）
枠連票数 計 129002 的中 （7－8） 10700（4番人気）
馬連票数 計 585954 的中 �� 40124（4番人気）
馬単票数 計 318288 的中 �� 10025（9番人気）
ワイド票数 計 317361 的中 �� 18311（5番人気）�� 13997（6番人気）�� 26755（2番人気）
3連複票数 計 863722 的中 ��� 40182（3番人気）
3連単票数 計1098430 的中 ��� 7322（32番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―31．2―43．8―56．7―1：09．8―1：23．1―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3
15（14，10，13）（3，9，7）2（6，11，12，8）（1，4）5・（15，14）13（9，7）（8，12）2（10，6，5）（3，4）1＝11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニシノグリヨン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．3．20 中山4着

2013．5．22生 牝3栗 母 メデタイメデタイ 母母 タイトルロウル 5戦1勝 賞金 6，930，000円
〔その他〕 レインボーフェスタ号は，2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。
※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 ハンキードーリ号

18014 7月3日 小雨 良 （28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）
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

35 フェルクレール 牝3芦 54
51 ▲木幡 初也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 414＋101：08．9 10．6�

510 ゴーストバローズ 牡3芦 56 福永 祐一猪熊 広次氏 小島 太 浦河 富田牧場 450＋ 21：09．11� 13．2�
714 プロイエット 牝3栗 54 内田 博幸�橋口 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 450＋ 61：09．41� 10．5�
11 オールドラゴン 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也宮田 守氏 黒岩 陽一 新冠 新冠伊藤牧場 426＋ 21：09．5� 2．4�
24 タケデンローズ 牝3栗 54 的場 勇人武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 468－101：09．82 254．9�
12 ウィズリーガーデン 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：10．01	 6．1	
36 ツインフルムーン 牝3黒鹿54 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 458＋ 2 〃 クビ 42．9

612 ゴールドハーツ 牝3鹿 54 津村 明秀沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 B400＋ 61：10．1クビ 266．1�
816 プロスパーアゲン 牝3栗 54 杉原 誠人浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 440＋ 81：10．2� 213．3�
713 スウィートカラー 牝3栗 54 横山 典弘原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 8．9
47 エンパイアソウル 牝3鹿 54 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 464＋ 41：10．41� 175．3�
815 レジェンダリー 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 竹内 正洋 新冠 タニグチ牧場 472＋141：10．82� 104．2�
59 ワンダフルボーラー 牡3鹿 56 戸崎 圭太藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 504＋101：11．01 4．5�
23 ヴィランドリー 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 452＋ 21：11．1� 92．9�
611 ストロングメガロス 牡3芦 56 田辺 裕信村木 篤氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B516＋ 41：11．31� 75．8�
48 モンマルトル 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 450＋101：11．61� 202．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，009，900円 複勝： 41，344，000円 枠連： 20，009，400円
馬連： 60，060，400円 馬単： 31，567，100円 ワイド： 34，556，600円
3連複： 77，958，000円 3連単： 104，983，800円 計： 401，489，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 320円 � 340円 � 260円 枠 連（3－5） 1，720円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，160円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 74，040円

票 数

単勝票数 計 310099 的中 � 23263（6番人気）
複勝票数 計 413440 的中 � 32893（6番人気）� 30528（7番人気）� 44648（5番人気）
枠連票数 計 200094 的中 （3－5） 8981（7番人気）
馬連票数 計 600604 的中 �� 9337（21番人気）
馬単票数 計 315671 的中 �� 2619（41番人気）
ワイド票数 計 345566 的中 �� 5322（20番人気）�� 7730（18番人気）�� 7432（19番人気）
3連複票数 計 779580 的中 ��� 5070（37番人気）
3連単票数 計1049838 的中 ��� 1028（230番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェルクレール �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Kendor デビュー 2016．3．6 中山4着

2013．3．5生 牝3芦 母 ウェルカムミレニアム 母母 Tambura 4戦1勝 賞金 5，550，000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 カシノアーニング号・クラウンアゲン号・ヤマニンサリュエ号

第２回 福島競馬 第２日



18015 7月3日 小雨 良 （28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 4，800，000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

713 サ ン ペ ド ロ 牡3栗 56 戸崎 圭太�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 464＋ 41：47．1 2．8�
23 コアコンピタンス 牡3鹿 56

54 △伴 啓太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B506＋ 21：47．42 19．8�
815 ディゼトワール 牡3鹿 56 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502＋ 61：47．71� 5．3�
46 サムライダマシー 牡3鹿 56 柴田 大知西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 476＋121：47．8� 6．7�
22 デンコウイッセン 牡3鹿 56 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 21：48．43� 11．4	
58 トーアシラヌイ 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 434－111：48．61 179．3

59 コトブキエース 牡3黒鹿56 二本柳 壮鹿島 敏裕氏 中舘 英二 むかわ 上水牧場 476± 01：48．7� 204．1�
35 タネホカホカ 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか キヨタケ牧場 B456－ 21：48．8クビ 4．8�
34 スーパーラビット 牡3黒鹿56 田中 勝春田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 412－ 81：49．01� 50．5
11 ショウナンマハロ 牝3鹿 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 474－12 〃 ハナ 33．8�
814 パーソナルブルー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 462＋ 81：49．42� 12．2�

712 タイセイアスリート �3栗 56 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496＋221：50．99 25．8�
47 ピースフルゲラン 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 日高 白井牧場 460＋ 41：52．17 43．8�

611 クラウンコルデーロ 牡3青 56 中谷 雄太矢野 恭裕氏 伊藤 伸一 平取 北島牧場 472－ 21：52．41� 390．5�
610 ボ ー ボ リ 牡3栗 56 柴山 雄一吉田 和美氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 530 ―2：00．4大差 71．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，459，500円 複勝： 37，703，000円 枠連： 17，620，800円
馬連： 56，892，100円 馬単： 29，687，700円 ワイド： 32，375，600円
3連複： 72，739，900円 3連単： 95，108，700円 計： 368，587，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 440円 � 170円 枠 連（2－7） 1，270円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 330円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 26，310円

票 数

単勝票数 計 264595 的中 � 74893（1番人気）
複勝票数 計 377030 的中 � 78681（1番人気）� 16236（7番人気）� 62718（2番人気）
枠連票数 計 176208 的中 （2－7） 10735（7番人気）
馬連票数 計 568921 的中 �� 13307（14番人気）
馬単票数 計 296877 的中 �� 4736（17番人気）
ワイド票数 計 323756 的中 �� 6380（15番人気）�� 28778（1番人気）�� 4662（19番人気）
3連複票数 計 727399 的中 ��� 10272（18番人気）
3連単票数 計 951087 的中 ��� 2620（78番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．0―12．6―12．5―12．2―12．7―13．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―43．0―55．5―1：07．7―1：20．4―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ン ペ ド ロ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．1．30 東京3着

2013．2．26生 牡3栗 母 ハイセンスガール 母母 ウッドマンドーター 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ショウナンマハロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ショウナンマハロ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンコルデーロ号・ボーボリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月

3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールドレイ号
（非抽選馬） 1頭 バンダムザブラッド号

18016 7月3日 曇 良 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム2：57．4良

610 アサクサリーダー �4黒鹿60 金子 光希田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462± 03：02．2 87．4�
58 プ ロ ス パ ー 牡5黒鹿60 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 63：02．3� 3．0�
45 � ダイメイサンジ 牡7鹿 60 草野 太郎宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 486－ 93：02．93	 21．1�
22 
 シェーンメーア �6青鹿60 五十嵐雄祐窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 550＋ 83：03．0	 3．5�
33 ディープフォンテン �5栗 60 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 466＋ 83：03．1� 5．4�
813� シュピーゲル 牡4黒鹿60 大江原 圭水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 472＋ 23：03．73	 33．3�
57 � ワイルドジーク 牡5栗 60 平沢 健治ディアレストクラブ	 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 466－ 63：03．8クビ 15．9

69 � ブリリアントミノル 牡5鹿 60 蓑島 靖典吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 83：04．22	 148．4�
814 シゲルババチャン 牝3鹿 56 高野 和馬森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 448－ 83：04．51� 30．2�
712 オールディーズ 牡4栗 60 江田 勇亮 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 B458± 03：04．92	 60．1
11 インスタントリー 牡4黒鹿60 山本 康志岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 468＋ 43：06．6大差 102．4�
34 ロジサンデー 牡7鹿 60 石神 深一久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 490＋ 43：07．02	 5．1�
711� ブレイドフォース 牡3青鹿58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 43：07．53 127．3�
46 アブソリュカフェ 牡5黒鹿60 西谷 誠西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 474－18 （競走中止） 22．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，666，400円 複勝： 23，033，300円 枠連： 16，637，600円
馬連： 42，833，400円 馬単： 25，907，600円 ワイド： 24，670，000円
3連複： 61，640，500円 3連単： 92，814，300円 計： 307，203，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，740円 複 勝 � 1，720円 � 160円 � 480円 枠 連（5－6） 4，940円

馬 連 �� 16，840円 馬 単 �� 52，370円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 14，410円 �� 990円

3 連 複 ��� 66，130円 3 連 単 ��� 782，440円

票 数

単勝票数 計 196664 的中 � 1800（11番人気）
複勝票数 計 230333 的中 � 2679（13番人気）� 51509（1番人気）� 10951（6番人気）
枠連票数 計 166376 的中 （5－6） 2606（14番人気）
馬連票数 計 428334 的中 �� 1971（33番人気）
馬単票数 計 259076 的中 �� 371（90番人気）
ワイド票数 計 246700 的中 �� 1523（32番人気）�� 429（66番人気）�� 6680（8番人気）
3連複票数 計 616405 的中 ��� 699（115番人気）
3連単票数 計 928143 的中 ��� 86（939番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．3－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサリーダー �
�
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 2014．7．27 福島4着

2012．4．9生 �4黒鹿 母 シャイニンググラス 母母 シャイニンレーサー 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
〔騎手変更〕 ワイルドジーク号の騎手上野翔は，第3回中京競馬第1日第4競走での落馬負傷のため平沢健治に変更。
〔競走中止〕 アブソリュカフェ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 ブリリアントミノル号の騎手蓑島靖典は，7号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：12番・14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） 2頭 ビッグプレゼンター号・ブライアンキング号
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンアリエッタ号



18017 7月3日 雨 良 （28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

58 アピールバイオ 牝2鹿 54
51 ▲木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 438 ―1：51．2 23．2�

46 ウインクバック 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：52．58 4．5�
11 セイウングロリアス 牡2鹿 54 柴山 雄一西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか 山野牧場 464 ―1：52．6� 34．2�
23 アポロストロング 牡2栗 54 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 今野 活博 482 ―1：52．81� 90．5�
611 リンガスネオ 牡2黒鹿54 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 466 ―1：52．9クビ 8．9	
814 ジェイケイマヤヒメ 牝2鹿 54 柴田 善臣小谷野次郎氏 的場 均 浦河 山田 昇史 456 ― 〃 アタマ 54．0

610 イタリアンホワイト 牝2芦 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492 ―1：53．0� 4．5�

34 ノーブルムーン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 418 ―1：53．2� 2．8�
59 スダチチャン 牝2黒鹿54 横山 典弘ケンレーシング組合 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 398 ―1：53．94 100．1
47 ビーハッピー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 様似 富田 恭司 458 ― 〃 アタマ 157．5�
712 ピースワンデュー 牡2黒鹿54 津村 明秀長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 片岡 博 468 ―1：54．21� 13．3�
815 ラヴブロッサム 牝2青鹿54 江田 照男�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤牧場 430 ―1：54．83� 181．1�
713 パンプキンカート 牡2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 浦河 猿橋 義昭 496 ―1：55．12 99．5�
22 マグニフィセント 牡2鹿 54 内田 博幸長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 510 ― 〃 アタマ 18．0�
35 シンボリバロン 牡2青鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 462 ―1：55．31 50．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，814，700円 複勝： 38，442，800円 枠連： 16，824，300円
馬連： 60，281，600円 馬単： 31，142，200円 ワイド： 33，074，900円
3連複： 72，268，000円 3連単： 99，775，800円 計： 387，624，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 530円 � 210円 � 830円 枠 連（4－5） 3，600円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 11，760円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 7，400円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 43，810円 3 連 単 ��� 291，680円

票 数

単勝票数 計 358147 的中 � 13044（7番人気）
複勝票数 計 384428 的中 � 17432（7番人気）� 57249（3番人気）� 10528（8番人気）
枠連票数 計 168243 的中 （4－5） 3616（13番人気）
馬連票数 計 602816 的中 �� 10218（15番人気）
馬単票数 計 311422 的中 �� 1986（35番人気）
ワイド票数 計 330749 的中 �� 5864（15番人気）�� 1131（56番人気）�� 2890（28番人気）
3連複票数 計 722680 的中 ��� 1237（93番人気）
3連単票数 計 997758 的中 ��� 248（578番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．0―13．5―13．0―12．4―12．2―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．0―50．5―1：03．5―1：15．9―1：28．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アピールバイオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2014．3．21生 牝2鹿 母 ビクトリアスバイオ 母母 ブリスクバイオ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ビーハッピー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ウインクバック号の騎手柴田大知は，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：1番）

18018 7月3日 曇 良 （28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
1：08．5
1：07．8

良
良

44 バリンジャー 牡2栗 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 442 ―1：10．6 1．9�

56 デ カ 牡2栗 54
51 ▲木幡 巧也小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 442 ―1：11．02� 10．2�

68 ベリーグレート 牝2鹿 54 柴田 善臣栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 406 ―1：11．21� 29．3�
33 シゲルヒョウ 牡2鹿 54 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 466 ―1：12．15 6．0�
812 クリノユウコリン 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 木下牧場 440 ―1：12．2� 56．8�
69 セレステアルスター 牝2青鹿54 丸田 恭介�錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 416 ― 〃 ハナ 36．8	
813 リライアブルアミ 牡2青鹿54 田中 勝春島川 
哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 414 ― 〃 アタマ 70．5�
22 ハートノエース 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 434 ―1：12．52 164．9
710 ハニーロコガール 牝2芦 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 428 ― 〃 クビ 25．8�
57 スノードーナツ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 456 ―1：12．71� 11．6�
711 ノ ー ム 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 佐藤 陽一 422 ―1：13．12 55．9�
11 フィッシャーキング 牡2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 土田 稔 浦河 有限会社

松田牧場 452 ―1：13．84 77．7�
45 エイブルメモリー 牡2鹿 54

53 ☆石川裕紀人中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 440 ―1：22．8大差 6．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，094，400円 複勝： 38，200，000円 枠連： 21，097，000円
馬連： 56，519，600円 馬単： 35，175，300円 ワイド： 33，266，000円
3連複： 70，936，900円 3連単： 110，590，000円 計： 403，879，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 400円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 410円 �� 790円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 13，010円

票 数

単勝票数 計 380944 的中 � 163948（1番人気）
複勝票数 計 382000 的中 � 133449（1番人気）� 36090（4番人気）� 16085（6番人気）
枠連票数 計 210970 的中 （4－5） 36806（2番人気）
馬連票数 計 565196 的中 �� 44418（3番人気）
馬単票数 計 351753 的中 �� 19009（3番人気）
ワイド票数 計 332660 的中 �� 22489（3番人気）�� 10585（7番人気）�� 4328（21番人気）
3連複票数 計 709369 的中 ��� 10862（14番人気）
3連単票数 計1105900 的中 ��� 6160（30番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―47．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バリンジャー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat 初出走

2014．4．13生 牡2栗 母 バイユーストーム 母母 At the Half 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。
〔その他〕 エイブルメモリー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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。



18019 7月3日 曇 良 （28福島2）第2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 4，800，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

11 ネイチャーレット 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 448－ 41：47．9 15．4�

12 エターナルブーケ 牝3黒鹿54 福永 祐一石川 達絵氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 452＋ 21：48．0� 2．4�
714 コスモダヴァンティ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 61：48．21� 16．2�
23 エレクトロポップ 牡3青鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 488－181：48．52 3．8�
24 ファントムグレイ 牡3芦 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 422－ 21：48．7� 21．8�
35 ストロングファルコ 牡3黒鹿56 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 442± 0 〃 アタマ 8．8	
611	 コスモセンス 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 仏 Mr Bruno Mazure,

Mr Marc Bouyssou 440＋ 21：48．91
 212．9

48 コスモボーラー 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 日西牧場 452＋ 8 〃 クビ 25．4�
36 ブラックハウス �3鹿 56 柴山 雄一 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 452＋ 21：49．0
 9．3�
47 ア ラ カ ン ト 牡3黒鹿56 内田 博幸 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 476－ 21：49．31� 12．5
816 キ ン ノ ツ ル 牝3芦 54 大庭 和弥榎本 富三氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 434－ 6 〃 ハナ 198．5�
612 タンタビクトリア 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人�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 430－ 81：49．51� 59．3�

510 シンキングカミユ 牝3鹿 54
52 △伴 啓太野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 426－ 81：49．71
 162．5�

713 グラシアール 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 424± 01：49．8クビ 103．7�
815 パワポケゴールド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也柳原 達也氏 奥村 武 新ひだか 藤原牧場 B430＋ 81：50．54 70．4�
59 ブラックスパーク 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 B462＋161：51．45 90．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，188，900円 複勝： 49，596，700円 枠連： 22，633，500円
馬連： 75，845，800円 馬単： 37，672，500円 ワイド： 44，762，800円
3連複： 101，657，000円 3連単： 136，213，600円 計： 500，570，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 310円 � 140円 � 410円 枠 連（1－1） 1，900円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，320円 �� 730円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 48，050円

票 数

単勝票数 計 321889 的中 � 16628（6番人気）
複勝票数 計 495967 的中 � 34331（6番人気）� 127923（1番人気）� 24759（7番人気）
枠連票数 計 226335 的中 （1－1） 9198（8番人気）
馬連票数 計 758458 的中 �� 33075（5番人気）
馬単票数 計 376725 的中 �� 6151（17番人気）
ワイド票数 計 447628 的中 �� 19075（6番人気）�� 4689（25番人気）�� 16132（7番人気）
3連複票数 計1016570 的中 ��� 9246（27番人気）
3連単票数 計1362136 的中 ��� 2055（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．4―47．8―59．9―1：11．8―1：23．7―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
14（10，11）2（3，8）（1，4，13）（5，6，16，15）－12（9，7）
14，11（2，13）10（3，8，15）1（4，5）（6，7）－12，16，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネイチャーレット �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．4 中山6着

2013．4．16生 牡3鹿 母 ネヴァカグラ 母母 エイブルカグラ 6戦1勝 賞金 7，625，000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 ダイワレンジャー号・ブリリアントタイム号

18020 7月3日 曇 良 （28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 7，500，000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

813 スラリーアイス 牝4黒鹿 55
52 ▲野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 464－ 41：46．4 21．5�

11 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 55 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B486＋ 4 〃 ハナ 10．5�
58 カ ン デ ラ 牝4黒鹿55 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 B486－101：46．71� 1．5�
34 ファンシーミューズ 牝5鹿 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 61．9�
45 � ヤ マ ガ ー ル 牝6栗 55 田辺 裕信西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 532－ 21：46．8クビ 47．1�
69 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 52

49 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 388－101：47．11� 8．1�
814 ゲットクローサー 牝4青鹿55 中谷 雄太 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：47．31� 5．4

33 アイヅラブリー 牝5鹿 55 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 474－ 21：47．51� 170．3�
711� ラゴディラゴライ 牝6鹿 55

54 ☆石川裕紀人佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 ハナ 15．3�
610 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55 柴田 大知大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 452＋141：47．82 112．3
22 ユ ッ コ 牝4栗 55

52 ▲木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492－ 21：48．33 48．5�
57 � ホホエムオンナ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子	大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 442－ 21：49．36 66．4�
46 ソムニアシチー 牝6鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B448＋ 21：49．51	 89．4�
712 ペイシャオブマーシ 牝3鹿 52

50 △伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 452＋ 61：54．8大差 236．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，685，300円 複勝： 90，072，800円 枠連： 21，416，100円
馬連： 91，308，700円 馬単： 56，757，900円 ワイド： 50，665，800円
3連複： 110，684，200円 3連単： 218，053，000円 計： 674，643，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 290円 � 180円 � 110円 枠 連（1－8） 2，090円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 16，160円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 460円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 31，480円

票 数

単勝票数 計 356853 的中 � 13258（6番人気）
複勝票数 計 900728 的中 � 31113（6番人気）� 65215（3番人気）� 558558（1番人気）
枠連票数 計 214161 的中 （1－8） 7930（7番人気）
馬連票数 計 913087 的中 �� 10682（17番人気）
馬単票数 計 567579 的中 �� 2634（35番人気）
ワイド票数 計 506658 的中 �� 8783（16番人気）�� 28127（5番人気）�� 53023（2番人気）
3連複票数 計1106842 的中 ��� 49863（6番人気）
3連単票数 計2180530 的中 ��� 5021（93番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．6―12．7―13．3―12．3―12．6―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―42．2―55．5―1：07．8―1：20．4―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

スラリーアイス �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．31 新潟13着

2012．3．15生 牝4黒鹿 母 クレスコラブリー 母母 メジロライリー 20戦3勝 賞金 29，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 ペイシャオブマーシ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。



18021 7月3日 曇 良 （28福島2）第2日 第9競走 ��2，000�
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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：57．3
1：56．1

良
良

612 カ カ ド ゥ 牡4鹿 57 戸崎 圭太�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 482－ 42：00．2 4．5�
24 エニグマバリエート 牡4青鹿57 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 ハナ 2．9�
47 ヴェラヴァルスター 牡4栗 57 武 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504－ 42：00．41� 3．2�
816 ミヤビエンブレム 牡3黒鹿54 内田 博幸村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 486－ 8 〃 クビ 7．8�
23 シャイニーリーヴァ 牡6鹿 57 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 476＋182：00．72 148．7�
11 ラベンダーメモリー 牝3鹿 52 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B434± 02：00．8� 17．6	
59 シュンクルーズ 牡4黒鹿57 蛯名 正義村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 452－102：00．9クビ 63．8

611 デルマサリーチャン 牝5鹿 55 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 484－ 22：01．0� 214．5�
35 コスモムルジム 牡4青鹿57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 488＋ 82：01．1� 77．1
12 	 シャドウゲーム 
6鹿 57 津村 明秀飯塚 知一氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B454－10 〃 ハナ 105．5�
36 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 54 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 460＋ 22：01．31 14．5�
714 アートフェスタ 牡5黒鹿57 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 494± 0 〃 ハナ 27．5�
815 マイネルスパーブ 牡7鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 476± 0 〃 クビ 30．5�
48 ヒラボクカイザー 牡4黒鹿57 田辺 裕信�平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 B480＋ 22：01．83 76．0�
713 ランドントウォーク 牡5青鹿57 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B468－ 22：01．9� 466．4�
510 マコトグロズヌイ 牡5芦 57 木幡 巧也�ディアマント 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 532＋ 62：02．21� 155．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，152，800円 複勝： 64，011，700円 枠連： 27，667，900円
馬連： 137，666，600円 馬単： 61，158，400円 ワイド： 63，360，000円
3連複： 173，029，000円 3連単： 274，167，500円 計： 843，213，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 170円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 421528 的中 � 74014（3番人気）
複勝票数 計 640117 的中 � 115153（2番人気）� 189851（1番人気）� 107256（3番人気）
枠連票数 計 276679 的中 （2－6） 36205（2番人気）
馬連票数 計1376666 的中 �� 172543（2番人気）
馬単票数 計 611584 的中 �� 33857（4番人気）
ワイド票数 計 633600 的中 �� 64709（2番人気）�� 46600（3番人気）�� 107793（1番人気）
3連複票数 計1730290 的中 ��� 251653（1番人気）
3連単票数 計2741675 的中 ��� 60103（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．6―13．3―12．8―11．9―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．5―47．1―1：00．4―1：13．2―1：25．1―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
5－1－2，6，8（4，10）（7，14）（3，12，13）（16，9）（11，15）
5，1（2，6，8）（4，7，10）（3，14）12（16，13，9）（11，15）

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

勝馬の
紹 介

カ カ ド ゥ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2014．10．4 新潟2着

2012．3．8生 牡4鹿 母 アイライクユー 母母 ケイジーイグザーベランス 9戦2勝 賞金 30，986，000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 カシマモンスター号

18022 7月3日 曇 良 （28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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

55 セイウンコウセイ 牡3栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 482－ 61：08．0 3．0�
22 � メラグラーナ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 510－10 〃 ハナ 5．6�
811 ハッピーノリチャン 牝4栗 55 伴 啓太足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 452－101：08．21	 4．5�
33 コンテッサトゥーレ 牝4鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 アタマ 3．9�
11 アドマイヤビジン 牝5芦 55 石川裕紀人近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 B494－ 6 〃 アタマ 60．5�
79 エリーティアラ 牝4青鹿55 戸崎 圭太谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B452－ 21：08．3	 6．1	
67 テーオートマホーク 牡6鹿 57 村田 一誠小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 478－ 41：08．51
 101．0

44 ファンデルワールス �7鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 492－ 41：08．71 24．6�
810 クロフネフリート 牡5鹿 57 四位 洋文平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 536＋101：08．91 44．1�
66 ロマネクイーン 牝6鹿 55 蛯名 正義村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 上野 正恵 466－101：09．11	 86．6
78 フィボナッチ 牡6鹿 57 柴田 善臣水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 478－ 61：10．710 117．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，945，400円 複勝： 59，675，100円 枠連： 23，628，600円
馬連： 144，420，300円 馬単： 72，563，000円 ワイド： 60，733，700円
3連複： 161，548，200円 3連単： 314，495，600円 計： 895，009，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 150円 枠 連（2－5） 1，040円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 400円 �� 250円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 579454 的中 � 152906（1番人気）
複勝票数 計 596751 的中 � 126410（1番人気）� 73548（5番人気）� 105787（3番人気）
枠連票数 計 236286 的中 （2－5） 17509（5番人気）
馬連票数 計1444203 的中 �� 106431（5番人気）
馬単票数 計 725630 的中 �� 29412（8番人気）
ワイド票数 計 607337 的中 �� 36792（8番人気）�� 68783（1番人気）�� 30886（9番人気）
3連複票数 計1615482 的中 ��� 75286（7番人気）
3連単票数 計3144956 的中 ��� 29641（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．9―11．1―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．7―44．8―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンコウセイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2015．6．27 東京8着

2013．3．8生 牡3栗 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear 10戦3勝 賞金 36，366，000円

２レース目



18023 7月3日 曇 良 （28福島2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第65回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，27．7．4以降28．6．26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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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

11 ゼーヴィント 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482－ 21：47．0 4．0�
36 ダイワドレッサー 牝3鹿 53 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 61：47．21� 17．4�
815 アーバンキッド 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 アタマ 10．3�
23 アップクォーク 牡3黒鹿53 柴山 雄一 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 496－ 61：47．3クビ 7．7�
816 ブラックスピネル 牡3黒鹿57 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 ハナ 4．1�
24 ジョルジュサンク 牡3栗 56 田辺 裕信 	CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 496－12 〃 クビ 13．4

510 ナイトオブナイツ 牡3栗 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス	 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 438＋ 21：47．51 14．1�
47 ミライヘノツバサ 牡3芦 53 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 494＋12 〃 クビ 17．7�
612 ロードヴァンドール 牡3栗 53 四位 洋文 	ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 41：47．6	 9．4
35 ストーミーシー 牡3栗 56 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 516－ 8 〃 ハナ 13．6�
713 ピックミータッチ 牡3鹿 53 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 526＋14 〃 アタマ 33．0�
12 キングハート 牡3鹿 52 嘉藤 貴行増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 478＋ 41：47．7
 121．4�
48 トモトモリバー 牝3鹿 50 丸田 恭介斉藤 等氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 458± 01：47．91� 45．7�
714 カ ネ ノ イ ロ 牡3鹿 52 田中 勝春江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 446－ 81：48．21
 114．3�
611 ミエノドリーマー 牡3栗 53 蛯名 正義里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 452＋ 61：48．62	 67．1�
59 カープストリーマー 牡3栗 53 中谷 雄太 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 512－ 61：51．6大差 88．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 212，986，800円 複勝： 294，146，300円 枠連： 174，297，300円 馬連： 729，685，200円 馬単： 315，527，800円
ワイド： 324，014，200円 3連複： 1，232，631，200円 3連単： 1，997，000，500円 5重勝： 661，313，800円 計： 5，941，603，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 460円 � 320円 枠 連（1－3） 1，720円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 990円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 13，040円 3 連 単 ��� 67，460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����� 1，244，400円

票 数

単勝票数 計2129868 的中 � 422451（1番人気）
複勝票数 計2941463 的中 � 566106（1番人気）� 138713（9番人気）� 217035（5番人気）
枠連票数 計1742973 的中 （1－3） 78516（7番人気）
馬連票数 計7296852 的中 �� 157871（14番人気）
馬単票数 計3155278 的中 �� 38310（22番人気）
ワイド票数 計3240142 的中 �� 67975（12番人気）�� 86475（8番人気）�� 28570（41番人気）
3連複票数 計12326312 的中 ��� 70881（48番人気）
3連単票数 計19970005 的中 ��� 21459（245番人気）
5重勝票数 計6613138 的中 ����� 372

ハロンタイム 12．4―10．6―12．3―11．9―12．4―12．4―11．8―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―35．3―47．2―59．6―1：12．0―1：23．8―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0
1
3
4，6（2，12）（7，11）（1，14）（8，10）5，15（9，3）16－13・（11，4）（6，12）（2，7）（1，8，14）10（9，3，5）15，16，13

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

勝馬の
紹 介

ゼーヴィント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．8 東京7着

2013．5．12生 牡3鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 6戦3勝 賞金 58，656，000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。
（非当選馬） 1頭 キャプテンペリー号
（非抽選馬） 1頭 プールアンレーヴ号

18024 7月3日 曇 良 （28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 7，500，000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
1：06．9
1：06．9

良
良

611 サビーナクレスタ �5鹿 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 498＋121：08．4 3．6�

815 リンガスウーノ 牝3栗 52 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 484＋18 〃 クビ 3．8�
36 タイセイラルーナ 牝3栗 52 横山 典弘田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 480± 01：08．5	 4．3�
24 シゲルヒラマサ 牡3芦 54 津村 明秀森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 462＋ 61：08．81
 60．5�
714 ニシノイナズマ 牡5芦 57 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 494－ 21：08．9	 15．0�
816 スズカオーショウ 牡5栗 57 中谷 雄太永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B504－ 41：09．22 17．0	
12 �� エーシンザピーク 牡6栗 57

54 ▲野中悠太郎野谷 美千氏 南田美知雄 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

484± 0 〃 ハナ 27．4

11 ワインシャワー 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 482－101：09．41 5．8�
59 デルマオソマツ 牡5黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 464± 01：09．61 36．8
612� ナ ウ シ カ 牝5鹿 55 宮崎 北斗平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 420＋ 61：09．7	 82．2�
47 マザックヤース 牝3鹿 52

50 △伴 啓太山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 434＋ 41：09．8
 68．4�
35 � ヴ ァ ー サ ス 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 B466－141：10．43	 179．9�
23 � ステキステキ 牝5栗 55 嘉藤 貴行西村新一郎氏 天間 昭一 様似 猿倉牧場 480＋ 81：10．5	 336．7�
48 ダイワパフォーム 牡4栗 57

56 ☆石川裕紀人大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 460－ 41：10．92	 26．0�
713� フォルゴーレ 牡3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ケンレーシング組合 根本 康広 新ひだか 元道牧場 516－151：11．0	 28．5�
（15頭）

510 アンフレシェ 牝3黒鹿52 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 446－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 88，049，600円 複勝： 101，197，500円 枠連： 55，788，300円
馬連： 206，947，600円 馬単： 93，657，400円 ワイド： 110，286，900円
3連複： 274，800，200円 3連単： 427，771，800円 計： 1，358，499，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 140円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 310円 �� 320円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 差引計 880496（返還計 12259） 的中 � 195550（1番人気）
複勝票数 差引計1011975（返還計 24308） 的中 � 191705（1番人気）� 155740（3番人気）� 187552（2番人気）
枠連票数 差引計 557883（返還計 1279） 的中 （6－8） 79741（1番人気）
馬連票数 差引計2069476（返還計 95693） 的中 �� 232428（1番人気）
馬単票数 差引計 936574（返還計 40924） 的中 �� 54127（1番人気）
ワイド票数 差引計1102869（返還計 64623） 的中 �� 93889（1番人気）�� 89052（2番人気）�� 60903（4番人気）
3連複票数 差引計2748002（返還計227373） 的中 ��� 161845（1番人気）
3連単票数 差引計4277718（返還計339492） 的中 ��� 68716（1番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．1―12．1―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．4―43．5―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．0
3 ・（11，13）16，15－14（12，4）2，6（8，5）（1，7）（3，9） 4 11，13（15，16）（14，4）12（2，6）－5，7，8（1，9）3

勝馬の
紹 介

サビーナクレスタ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．8 東京8着

2011．5．14生 �5鹿 母 キョウエイアン 母母 インターソリスト 28戦3勝 賞金 34，950，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 アンフレシェ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔制裁〕 ヴァーサス号の騎手木幡初也は，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：7番・9番）

ヴァーサス号の騎手木幡初也は，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10，000円。（被害馬：3番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アンフレシェ号は，平成28年7月4日から平成28年8月2日まで出走停止。停止期間の満了後に発

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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アトランタ号・ウサギノカケアシ号・サウンドジャンゴ号・ステラルーチェ号・ビレッジエンパイア号

５レース目



（28福島2）第2日 7月3日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

226，500，000円
1，270，000円
10，340，000円
1，790，000円
25，320，000円
66，620，000円
5，662，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
644，650，400円
873，976，000円
430，521，000円
1，721，056，700円
822，645，700円
843，502，600円
2，496，265，300円
3，980，817，600円
661，313，800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 12，474，749，100円

総入場人員 18，901名 （有料入場人員 ）
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