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18073 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第1競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時10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� コースレコード2：59．3良

45 � フィリグラーナ 牡5栗 60 五十嵐雄祐畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新冠 村本牧場 450－ 63：04．6 12．6�
813 メイショウソラーレ 牡6鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 504－ 83：04．7� 9．5�
711� ジュールドトネール 牡6青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 506＋ 43：04．8� 7．5�
812 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 464－ 23：04．9クビ 18．0�
22 ハギノパトリオット 	4黒鹿60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 460＋ 6 〃 クビ 16．1�
11 � ワンダービゴローソ 牡5黒鹿60 草野 太郎山本 信行氏 畠山 吉宏 新ひだか 沼田 照秋 478－ 43：07．5大差 97．5�
44 � ユアーザワン 牡4青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 484＋ 43：07．6� 204．5	
57 エーシングングン 牡7栗 60 西谷 誠
栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 462－203：08．87 6．0�
33 クラウンテイラー 牡4鹿 60 石神 深一
クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 440－ 83：09．11� 17．0�
56 ニシノファブレッド 牡8鹿 60 大江原 圭福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B490－ 43：09．63 62．1
69 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± 03：09．7クビ 1．8�
710 シゲルメジロ 牡3黒鹿58 植野 貴也森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 436－ 63：10．97 106．8�
68 � プレイリースター 牝6栃栗58 山本 康志田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 454＋323：11．0� 54．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 11，938，700円 複勝： 15，608，100円 枠連： 7，262，500円
馬連： 27，750，400円 馬単： 18，324，600円 ワイド： 15，795，300円
3連複： 42，571，400円 3連単： 61，809，100円 計： 201，060，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 340円 � 290円 � 260円 枠 連（4－8） 2，150円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 840円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 11，170円 3 連 単 ��� 80，160円

票 数

単勝票数 計 119387 的中 � 7568（5番人気）
複勝票数 計 156081 的中 � 11382（5番人気）� 14140（4番人気）� 16830（2番人気）
枠連票数 計 72625 的中 （4－8） 2606（9番人気）
馬連票数 計 277504 的中 �� 4058（19番人気）
馬単票数 計 183246 的中 �� 1246（37番人気）
ワイド票数 計 157953 的中 �� 2431（20番人気）�� 4981（8番人気）�� 3146（15番人気）
3連複票数 計 425714 的中 ��� 2858（33番人気）
3連単票数 計 618091 的中 ��� 559（224番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．3－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フィリグラーナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ

2011．5．3生 牡5栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 障害：4戦1勝 賞金 8，250，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 フィリグラーナ号の騎手五十嵐雄祐は，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。

18074 7月23日 曇 良 （28福島2）第7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 4，800，000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 ヴァタルサイビーチ 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 康志氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：48．4 38．3�
815 ゼロカラノキセキ 牝3鹿 54 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 488＋ 8 〃 アタマ 2．1�
46 リュイールスター 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 442± 0 〃 アタマ 7．5�
58 パントコート 牝3鹿 54 蛯名 正義伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 458＋ 21：48．71� 5．6�
11 セシャルマン 牝3鹿 54 吉田 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 460－ 21：48．91 15．2�
610 ネオヴォルヴァ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504＋ 21：49．22 73．7	
59 キャプテンヴォーグ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 406－ 21：49．3� 20．9

35 プルシアロワイヤル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 440－ 61：49．61� 152．3�
611 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 426－ 41：49．7� 80．3
712 カ ド バ ン 牝3栗 54

52 △伴 啓太芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B430± 01：50．01� 197．2�
47 チ ャ ミ 牝3鹿 54 菅原 隆一庄野 宏志氏 中川 公成 新冠 村本牧場 480＋ 61：50．1� 353．5�
713 マジカルウインド 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 460＋ 41：50．2� 4．3�
23 ショショット 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人井上 一郎氏 杉浦 宏昭 新ひだか 乾 皆雄 446＋141：50．62� 268．0�
34 パーミストリー 牝3鹿 54 大野 拓弥 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 470＋ 41：51．02� 28．6�
22 ニットウダリア 牝3鹿 54 石橋 脩藤井 謙氏 伊藤 大士 浦河 日東牧場 448＋101：52．7大差 51．0�
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売 得 金
単勝： 26，474，800円 複勝： 39，716，800円 枠連： 11，980，500円
馬連： 50，330，900円 馬単： 28，324，100円 ワイド： 30，998，900円
3連複： 69，937，700円 3連単： 96，297，000円 計： 354，060，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 620円 � 130円 � 170円 枠 連（8－8） 3，960円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 2，640円 �� 360円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 46，760円

票 数

単勝票数 計 264748 的中 � 5521（8番人気）
複勝票数 計 397168 的中 � 10405（8番人気）� 113232（1番人気）� 61195（3番人気）
枠連票数 計 119805 的中 （8－8） 2341（14番人気）
馬連票数 計 503309 的中 �� 10528（12番人気）
馬単票数 計 283241 的中 �� 2288（30番人気）
ワイド票数 計 309989 的中 �� 6443（14番人気）�� 2776（26番人気）�� 24759（3番人気）
3連複票数 計 699377 的中 ��� 8274（19番人気）
3連単票数 計 962970 的中 ��� 1493（137番人気）

ハロンタイム 6．8―11．8―11．9―13．1―13．4―12．6―12．5―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．6―30．5―43．6―57．0―1：09．6―1：22．1―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
9，13，4，2（6，10，12）（15，8）3（1，11，14）（5，7）
9（13，8）（4，6，15）（12，10，14）－（3，11）－1，5，2，7

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

勝馬の
紹 介

ヴァタルサイビーチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．1．30 東京12着

2013．1．20生 牝3鹿 母 サウンドザビーチ 母母 ナ ギ サ 6戦1勝 賞金 4，800，000円

第２回 福島競馬 第７日



18075 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15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

47 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 432－ 41：47．7 3．0�
46 ロ ジ カ ロ ン 牡3栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B442－ 6 〃 クビ 15．4�
34 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 B490－161：47．8� 5．6�
35 ジンクフィンガー 牡3鹿 56 丸田 恭介加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 458－121：48．22� 34．5�
23 ベストサポーター 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 504＋ 2 〃 ハナ 57．4�
814 イチゴアミーラ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 452＋101：48．3� 2．3	
712 カルメンティス 牝3芦 54 吉田 豊
ラ・メール 田村 康仁 新冠 タニグチ牧場 466＋ 41：49．47 56．3�
713 アイヅナヨタケ 牝3鹿 54 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 えりも 能登 浩 468－ 81：49．82� 82．1�
11 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 472－ 41：50．33 92．9
610 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± 01：50．51� 176．6�
22 セラグリーン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子斎藤 光政氏 根本 康広 新冠 競優牧場 448－ 41：50．6� 99．0�
59 キタノイチジョー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 480＋ 4 〃 アタマ 17．6�
58 ショウナンハウメア 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�湘南 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 500± 01：51．13 175．6�
611 ヴォーグダンス 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 482＋ 41：51．2� 14．1�
815 スリージェット 牡3栗 56 石橋 脩永井商事
 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474－ 41：51．3� 180．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，923，100円 複勝： 28，408，800円 枠連： 11，623，600円
馬連： 44，631，600円 馬単： 27，643，800円 ワイド： 27，699，300円
3連複： 63，451，400円 3連単： 90，846，400円 計： 319，228，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 290円 � 170円 枠 連（4－4） 2，570円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 810円 �� 380円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 22，990円

票 数

単勝票数 計 249231 的中 � 66136（2番人気）
複勝票数 計 284088 的中 � 76324（1番人気）� 18245（5番人気）� 41318（3番人気）
枠連票数 計 116236 的中 （4－4） 3505（8番人気）
馬連票数 計 446316 的中 �� 13327（9番人気）
馬単票数 計 276438 的中 �� 5555（11番人気）
ワイド票数 計 276993 的中 �� 8457（8番人気）�� 20203（3番人気）�� 5416（13番人気）
3連複票数 計 634514 的中 ��� 11244（12番人気）
3連単票数 計 908464 的中 ��� 2864（63番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．9―13．2―12．8―12．7―12．6―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．1―43．3―56．1―1：08．8―1：21．4―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3
・（2，4）－14（9，10，11）（3，5，7）（6，8）（1，15）－（12，13）・（4，7）6（2，14）5，11（9，12，8）（3，10）15（13，1）

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

勝馬の
紹 介

ギンザマトリックス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．11 東京9着

2013．4．8生 牡3栗 母 ギンザクイーンビー 母母 アーネストデザイア 11戦1勝 賞金 14，100，000円
〔発走状況〕 カルメンティス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ギンザマトリックス号の騎手蛯名正義は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔調教再審査〕 カルメンティス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イデアオブダンディ号

18076 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第4競走 ��3，380�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時45分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：38．5良

78 アイティテイオー 牡8栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 466± 03：46．8 8．9�
67 テイエムシシーポス 牡6鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 484－ 63：47．01� 75．6�
55 マイネルゼーラフ 牡5青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 486－ 8 〃 ハナ 55．6�
44 ルペールノエル 牡6黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 522＋ 63：48．38 10．4�
66 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 466＋ 43：49．04 7．7�
33 レッドヴィーヴォ �6黒鹿60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448＋ 23：50．17 7．0	
810 ウメジマダイオー 牡7鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 520＋ 2 〃 クビ 51．8

11 キープトライン 牡6鹿 60 高野 和馬岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B496－ 43：51．37 63．5�
22 エ ー ス ワ ン 牡5鹿 60 小野寺祐太榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 482＋ 6 （競走中止） 15．6�
79 アルテミシア 牝6鹿 58 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 482－ 8 （競走中止） 43．5
811 エイシンフランキー 牡5芦 61 西谷 誠�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 504± 0 （競走中止） 1．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，096，800円 複勝： 22，574，900円 枠連： 9，976，500円
馬連： 36，380，000円 馬単： 22，201，900円 ワイド： 21，936，200円
3連複： 51，891，000円 3連単： 88，297，000円 計： 274，354，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 1，350円 � 950円 枠 連（6－7） 2，390円

馬 連 �� 18，360円 馬 単 �� 45，000円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 2，790円 �� 8，740円

3 連 複 ��� 102，950円 3 連 単 ��� 753，120円

票 数

単勝票数 計 210968 的中 � 18901（4番人気）
複勝票数 計 225749 的中 � 30343（3番人気）� 3872（11番人気）� 5686（8番人気）
枠連票数 計 99765 的中 （6－7） 3223（7番人気）
馬連票数 計 363800 的中 �� 1535（39番人気）
馬単票数 計 222019 的中 �� 370（82番人気）
ワイド票数 計 219362 的中 �� 1398（40番人気）�� 2043（24番人気）�� 642（53番人気）
3連複票数 計 518910 的中 ��� 378（134番人気）
3連単票数 計 882970 的中 ��� 85（791番人気）
上り 1マイル 1：50．0 4F 54．8－3F 41．1

コーナー
通過順位

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

�
�
5＝11－7－8－6，4－1，3－10
5，8，7＝6，3，4＝1－10

勝馬の
紹 介

アイティテイオー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2010．11．21 東京7着

2008．5．5生 牡8栗 母 ローレルデフィー 母母 ブランディニー 障害：19戦2勝 賞金 41，500，000円
〔騎手変更〕 エイシンフランキー号の騎手森一馬は，負傷のため西谷誠に変更。
〔競走中止〕 エースワン号は，1周目5号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アルテミシア号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
エイシンフランキー号は，6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



18077 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・右）

牝，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

814 ペイドメルヴェイユ 牝2栗 54 杉原 誠人吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 464 ―1：53．2 14．7�
47 アンネリース 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 450 ― 〃 ハナ 3．2�
34 ダ ー ナ 牝2青鹿54 石橋 脩門野 重雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 376 ―1：53．3� 38．7�
46 サ ッ チ ン 牝2鹿 54 田辺 裕信由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 430 ―1：53．51� 22．5�
11 エイプリルミスト 牝2芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 クビ 2．5	
610 ニシノヒスイ 牝2青 54 村田 一誠西山 茂行氏 星野 忍 新ひだか 田原安田牧場 476 ―1：53．6� 25．9

23 エスポワールママン 牝2栗 54 武士沢友治吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：53．81� 71．2�
712 ハービンクイーン 牝2鹿 54 津村 明秀西村 亮二氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 456 ―1：54．01� 57．1�
22 アルゴロオジエ 牝2黒鹿54 大野 拓弥 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 日高 三城牧場 486 ―1：54．32 13．0
815 オ イ チ 牝2青鹿54 丸田 恭介石井 義孝氏 浅野洋一郎 新冠 岩見牧場 448 ―1：54．4クビ 109．5�
713 コスモメソッド 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 486 ― 〃 クビ 61．2�
59 ターフエンプレス 牝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 516 ―1：54．5� 99．2�
35 ノアキャッスル 牝2鹿 54

51 ▲木幡 巧也佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 スガタ牧場 480 ―1：54．71� 9．8�
611 フジマサクイーン 牝2鹿 54 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 448 ― 〃 アタマ 15．8�
58 ナックエンジェル 牝2青鹿54 江田 照男小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 千代田牧場 470 ― 〃 アタマ 184．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，705，900円 複勝： 35，656，300円 枠連： 14，731，300円
馬連： 50，685，800円 馬単： 29，427，200円 ワイド： 28，307，200円
3連複： 62，781，400円 3連単： 87，460，500円 計： 340，755，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 270円 � 140円 � 820円 枠 連（4－8） 1，570円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 670円 �� 4，050円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 14，930円 3 連 単 ��� 87，210円

票 数

単勝票数 計 317059 的中 � 18185（5番人気）
複勝票数 計 356563 的中 � 31191（3番人気）� 89068（2番人気）� 8177（9番人気）
枠連票数 計 147313 的中 （4－8） 7231（8番人気）
馬連票数 計 506858 的中 �� 21474（6番人気）
馬単票数 計 294272 的中 �� 4184（19番人気）
ワイド票数 計 283072 的中 �� 11407（5番人気）�� 1723（39番人気）�� 4453（16番人気）
3連複票数 計 627814 的中 ��� 3153（47番人気）
3連単票数 計 874605 的中 ��� 727（260番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．9―14．0―13．3―12．3―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．9―51．9―1：05．2―1：17．5―1：29．5―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
4，5，10（2，15）8（7，11）（1，13）（9，14）12，6＝3
4，5，10（2，15）（8，12）（7，11）（1，14）（9，13，6）－3

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

勝馬の
紹 介

ペイドメルヴェイユ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．4．16生 牝2栗 母 ミスティックリバー 母母 ホワイトウォーターアフェア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18078 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時05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

47 ナリノメジャー 牝2栗 54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462 ―1：11．1 3．7�

23 ハルクンノテソーロ 牡2黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 474 ― 〃 アタマ 4．8�
815 ミ ス パ イ ロ 牝2黒鹿54 石橋 脩村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 448 ―1：11．52� 15．8�
816 ヤマタケシンバ 牡2鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 412 ―1：11．92� 90．9�
611 ユイノムテキ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也由井健太郎氏 黒岩 陽一 新ひだか 萩澤 俊雄 466 ―1：12．53� 28．1�
35 キャンディハート 牝2栗 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 432 ―1：12．6� 5．6�
24 コウゲンレッシャ 牝2芦 54 大庭 和弥加納 大志氏 的場 均 新ひだか 坂本 健一 456 ―1：12．7� 58．2	
510 フクノバイオレット 牝2黒鹿54 的場 勇人福島 祐子氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 414 ―1：13．01� 133．6

59 シゲルラッコ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 376 ―1：13．21� 131．1�
714 ソードヴァルキリー 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社
ラークヒルズ 408 ―1：13．41� 118．4�

36 ペ ラ ッ チ 牡2栗 54
53 ☆石川裕紀人荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468 ―1：14．35 11．4

612 カシノワンパンチ 牡2鹿 54 丸田 恭介柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 446 ―1：14．51� 72．4�
11 レ イ バ ッ ク 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 池上 昌和 平取 赤石牧場 456 ―1：14．6� 25．7�
713 ダイヤモンドリボン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也青山 洋一氏 矢野 英一 平取 坂東牧場 440 ―1：14．7クビ 49．3�
12 ペルビスワンダー 牡2黒鹿54 武士沢友治村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462 ―1：14．91� 204．7�
48 ハーツクラブ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太窪田 康志氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ―1：15．11 4．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，315，400円 複勝： 31，205，500円 枠連： 16，075，900円
馬連： 49，875，300円 馬単： 25，839，700円 ワイド： 25，359，300円
3連複： 58，725，000円 3連単： 79，307，500円 計： 315，703，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 170円 � 330円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 410円 �� 870円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 17，020円

票 数

単勝票数 計 293154 的中 � 65147（1番人気）
複勝票数 計 312055 的中 � 59095（1番人気）� 52574（2番人気）� 19252（6番人気）
枠連票数 計 160759 的中 （2－4） 23803（2番人気）
馬連票数 計 498753 的中 �� 43756（1番人気）
馬単票数 計 258397 的中 �� 10546（4番人気）
ワイド票数 計 253593 的中 �� 17033（3番人気）�� 7221（8番人気）�� 6428（11番人気）
3連複票数 計 587250 的中 ��� 10618（12番人気）
3連単票数 計 793075 的中 ��� 3377（43番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．4―47．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリノメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Vicar 初出走

2014．4．14生 牝2栗 母 ヴェストリーレディ 母母 Episode 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ユイノムテキ号の騎手木幡巧也は，後検量に遅れたことについて過怠金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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウインプラージュ号・コスモクウェンチ号・ノーフィアー号・ラブリーガーデン号・ロイヤルルシアン号



18079 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第7競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時35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

48 ミ デ ィ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 432－ 81：09．4 11．5�

23 アシャカラウマ 牝3栗 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 488－ 61：09．82� 7．6�
24 � 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± 01：09．9クビ 2．3�
36 テンノサクラコ 牝3黒鹿54 吉田 豊天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 480＋ 2 〃 ハナ 46．3�
612 サ ド ル オ ン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B444－ 41：10．11	 5．6�
714 シルバーゲイル 牡3芦 56 的場 勇人林 正道氏 的場 均 新ひだか 増本 良孝 498－101：10．41
 42．2�
510 グラスセイヴァー 牡3鹿 56 大野 拓弥半沢	 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 512－10 〃 クビ 3．6

35 ケイツールナ 牝3青鹿54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 436＋ 11：10．61	 147．9�
611 ジツリキヤシャ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 444± 01：10．81	 24．6�
816 ナバホトウショウ 牝3栗 54 杉原 誠人トウショウ産業 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522＋101：10．9クビ 337．1�
12 フォールリアン 牝3鹿 54 丸田 恭介	宮内牧場 加藤 和宏 新ひだか 藤原牧場 410＋ 61：11．11� 170．0�
713 ホワイトフローラ 牝3芦 54 大庭 和弥	宮内牧場 的場 均 新ひだか グランド牧場 408－ 81：11．41
 206．0�
59 ラヴリーハット 牝3鹿 54

52 △伴 啓太岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 木村牧場 468± 01：11．61� 76．6�
11 フレンドソング 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 418＋ 21：11．91
 46．8�
47 ヒドゥントレジャー 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 石田牧場 466－ 21：12．43 225．8�
815 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 492＋ 81：12．71
 253．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，650，900円 複勝： 34，551，400円 枠連： 14，850，600円
馬連： 55，121，500円 馬単： 32，700，400円 ワイド： 28，785，100円
3連複： 74，812，500円 3連単： 110，300，900円 計： 375，773，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 250円 � 180円 � 110円 枠 連（2－4） 930円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 870円 �� 470円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 24，390円

票 数

単勝票数 計 246509 的中 � 17056（5番人気）
複勝票数 計 345514 的中 � 23835（5番人気）� 39767（4番人気）� 128261（1番人気）
枠連票数 計 148506 的中 （2－4） 12335（4番人気）
馬連票数 計 551215 的中 �� 11331（12番人気）
馬単票数 計 327004 的中 �� 2691（29番人気）
ワイド票数 計 287851 的中 �� 7672（11番人気）�� 15239（5番人気）�� 28294（3番人気）
3連複票数 計 748125 的中 ��� 26744（6番人気）
3連単票数 計1103009 的中 ��� 3278（73番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．3―12．2―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．6―43．8―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ デ ィ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．2．13 東京6着

2013．3．21生 牝3鹿 母 チャームカーニバル 母母 リップスティック 6戦1勝 賞金 6，100，000円

18080 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第8競走 ��2，600�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
2：37．3
2：37．3

良
良

56 ステイブラビッシモ 牡3鹿 54 戸崎 圭太草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 460＋ 22：42．6 2．9�
79 ミッキーシャンティ 牡3青鹿54 石橋 脩野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：42．92 8．1�
67 コーラルタワー 牡6黒鹿57 丸田 恭介由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 450－ 42：43．11� 7．2�
811 アドマイヤガスト 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 ハナ 10．6�
44 マスタープラマー 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458± 02：43．41� 19．2�
22 コスモヴェッキオ 牡3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 460＋ 22：43．82� 76．3�
11 	 モ シ モ シ 牝6黒鹿55 柴田 大知小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 424＋ 22：44．22� 33．3	
33 ジュンファイトクン 牡4栗 57 蛯名 正義河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 446－10 〃 ハナ 2．7

812 ラ ム レ イ 牝4鹿 55 杉原 誠人山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 468－ 22：44．41� 25．1�
55 	 ナ ポ レ オ ン 牡4栗 57 大野 拓弥前迫 義幸氏 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 22：44．82� 164．2�
68 ポ ロ ス 牝3鹿 52 岩部 純二ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 456＋ 62：46．6大差 131．9�
710 ヒラボクミライ 牡3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 544＋ 22：48．19 25．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，692，600円 複勝： 25，777，600円 枠連： 11，188，800円
馬連： 55，055，500円 馬単： 29，179，500円 ワイド： 27，142，700円
3連複： 66，843，800円 3連単： 108，617，400円 計： 343，497，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 190円 枠 連（5－7） 950円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 430円 �� 440円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 196926 的中 � 54130（2番人気）
複勝票数 計 257776 的中 � 61202（2番人気）� 26416（4番人気）� 31532（3番人気）
枠連票数 計 111888 的中 （5－7） 9097（3番人気）
馬連票数 計 550555 的中 �� 33126（6番人気）
馬単票数 計 291795 的中 �� 11643（6番人気）
ワイド票数 計 271427 的中 �� 16857（2番人気）�� 16314（3番人気）�� 7886（11番人気）
3連複票数 計 668438 的中 ��� 21749（6番人気）
3連単票数 計1086174 的中 ��� 8371（26番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．3―13．0―12．8―13．1―13．0―13．4―12．5―11．8―11．9―11．8―12．0

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�
13．1―25．0―37．3―50．3―1：03．1―1：16．2―1：29．2―1：42．6―1：55．1―2：06．9―2：18．8―2：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイブラビッシモ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．11．1 東京4着

2013．4．26生 牡3鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 7戦2勝 賞金 18，500，000円
〔制裁〕 マスタープラマー号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒラボクミライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月23日まで平地競走

に出走できない。
※ポロス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18081 7月23日 曇 良 （28福島2）第7日 第9競走 ��
��1，700�

さ ん り く

三 陸 特 別
発走14時35分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 ディアコンチェルト 牡4黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 458＋ 21：46．1 2．6�
34 � ラ テ ラ ス 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-

ald Nielsen 488＋10 〃 クビ 2．7�
11 モンサンアルナイル 牡3栗 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B510± 01：46．2クビ 9．1�
58 ナンヨーファミユ 牡3鹿 54 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 454－ 41：46．62	 38．4�
713 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 472－ 8 〃 ハナ 31．7�
47 ア サ マ 牡4黒鹿57 吉田 豊江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－ 6 〃 ハナ 84．2	
815 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± 01：46．8
 29．5

35 フォースリッチ 牡3黒鹿54 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．11
 15．7�
712 ワイルドダンサー 牡4鹿 57 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋ 21：47．2	 58．6�
610 レザンドゥオール 牡4栗 57 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 502－ 8 〃 クビ 10．8
814 メイショウフェイク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：47．94 40．8�
23 リ ア リ ス ト 牡3鹿 54 石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B474＋ 2 〃 ハナ 173．5�
59 スケールアップ 牡3黒鹿54 田辺 裕信髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 488± 01：48．0	 17．5�
611 トゥルーウインド 牡4栗 57 江田 照男 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 450± 01：48．31
 37．2�
22 フレンチヴォーグ 牝4鹿 55 丸田 恭介志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 444＋20 （競走中止） 125．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，224，800円 複勝： 51，261，200円 枠連： 24，348，100円
馬連： 94，883，500円 馬単： 45，002，200円 ワイド： 49，670，000円
3連複： 126，209，800円 3連単： 184，154，700円 計： 610，754，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（3－4） 310円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 170円 �� 500円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 352248 的中 � 107531（1番人気）
複勝票数 計 512612 的中 � 132728（1番人気）� 126004（2番人気）� 50597（3番人気）
枠連票数 計 243481 的中 （3－4） 60215（1番人気）
馬連票数 計 948835 的中 �� 220209（1番人気）
馬単票数 計 450022 的中 �� 44269（2番人気）
ワイド票数 計 496700 的中 �� 93164（1番人気）�� 21670（3番人気）�� 25112（2番人気）
3連複票数 計1262098 的中 ��� 87346（1番人気）
3連単票数 計1841547 的中 ��� 33256（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．7―42．2―54．7―1：07．0―1：19．5―1：32．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ディアコンチェルト �
�
父 サムライハート �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー 2014．7．13 福島7着

2012．2．28生 牡4黒鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ 22戦3勝 賞金 47，280，000円
〔競走中止〕 フレンチヴォーグ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ディアコンチェルト号の騎手大野拓弥は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スガノギムレット号・スケロク号・パヴェダイヤモンド号・ビレッジゴールド号・ワンボーイ号

18082 7月23日 曇 良 （28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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

810 マルターズアポジー 牡4鹿 57 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524－ 21：48．3 3．9�
89 クィーンズベスト 牝3鹿 52 戸崎 圭太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：48．4� 2．4�
78 ソールインパクト 牡4芦 57 横山 典弘窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：49．14 3．9�
77 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 426＋ 41：49．2クビ 9．1�
55 ドラゴンレジェンド 牡6栗 57 大野 拓弥窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 492－101：49．3� 68．0�
66 	 マンディスキュア 牝5黒鹿55 伴 啓太	広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 472± 01：49．51 346．2

33 キズナエンドレス 牝5鹿 55 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 482＋ 41：49．71
 12．3�
11 レトロクラシック 牝4黒鹿55 石川裕紀人広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 490± 01：49．91� 9．6�
44 エアポートメサ 牡8栗 57 熊沢 重文新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 464＋ 41：50．0� 173．0
22 ニシノゲンキマル 牡5栗 57 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 490－121：50．21
 79．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，542，500円 複勝： 48，770，100円 枠連： 21，593，800円
馬連： 99，564，000円 馬単： 51，152，500円 ワイド： 45，672，000円
3連複： 112，432，500円 3連単： 232，668，800円 計： 654，396，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（8－8） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 180円 �� 270円 �� 190円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，940円

票 数

単勝票数 計 425425 的中 � 85146（3番人気）
複勝票数 計 487701 的中 � 84324（3番人気）� 138222（1番人気）� 95981（2番人気）
枠連票数 計 215938 的中 （8－8） 36354（2番人気）
馬連票数 計 995640 的中 �� 165989（1番人気）
馬単票数 計 511525 的中 �� 35769（3番人気）
ワイド票数 計 456720 的中 �� 69985（1番人気）�� 36611（3番人気）�� 64609（2番人気）
3連複票数 計1124325 的中 ��� 162665（1番人気）
3連単票数 計2326688 的中 ��� 57341（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．2―12．6―12．3―12．1―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．4―49．0―1：01．3―1：13．4―1：25．1―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
10－9，2（3，8）7（4，5）（1，6）
10，9（2，3，8）（4，1，5，7）6

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

勝馬の
紹 介

マルターズアポジー �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Old Trieste デビュー 2015．2．28 中山1着

2012．2．27生 牡4鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 15戦4勝 賞金 65，633，000円



18083 7月23日 曇 良 （28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，27．7．25以降28．7．17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 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

611 フルールシチー 牝5鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 512－ 41：09．0 4．0�
24 ナイトフォックス 牡4鹿 56 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 0 〃 アタマ 7．1�
713 エリーティアラ 牝4青鹿54 田辺 裕信谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B458＋ 61：09．31� 4．5�
47 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 468－10 〃 アタマ 7．5�
59 サクラディソール 牝6鹿 52 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 432－ 81：09．4クビ 20．8�
23 サンライズポパイ 牡8鹿 54 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 470－12 〃 クビ 64．5	
510 アースプレイ 牝5青鹿52 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460＋ 6 〃 ハナ 34．0

612 ラインロバート 牡7青鹿51 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 アタマ 357．0�
12 � クリノハッチャン 牝5鹿 52 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 466＋ 21：09．61 9．9�
36 � リバティーホール 牝7鹿 51 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B460＋ 81：09．91� 45．1
815 キタサンガンバ 牡3鹿 53 石川裕紀人�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 472－ 21：10．0クビ 7．1�
714 レッドジョーカー 	8黒鹿53 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B518－ 2 〃 ハナ 52．3�
11 レヴァンタール 	7鹿 52 柴田 大知岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450± 0 〃 ハナ 39．6�
48 ラピダメンテ 	5栗 54 江田 照男 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 4 〃 ハナ 77．6�
35 ロマネクイーン 牝6鹿 51 武士沢友治村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 上野 正恵 B472＋ 6 〃 クビ 117．8�
816 アドマイヤビジン 牝5芦 52 津村 明秀近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 B486－ 81：10．74 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，948，100円 複勝： 90，734，200円 枠連： 63，075，900円
馬連： 256，435，100円 馬単： 109，434，800円 ワイド： 112，325，200円
3連複： 368，626，100円 3連単： 511，384，100円 計： 1，580，963，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 200円 � 180円 枠 連（2－6） 1，380円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 540円 �� 360円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 689481 的中 � 136418（1番人気）
複勝票数 計 907342 的中 � 172141（1番人気）� 104060（3番人気）� 129194（2番人気）
枠連票数 計 630759 的中 （2－6） 35407（4番人気）
馬連票数 計2564351 的中 �� 135981（2番人気）
馬単票数 計1094348 的中 �� 31148（3番人気）
ワイド票数 計1123252 的中 �� 51728（2番人気）�� 84051（1番人気）�� 47313（3番人気）
3連複票数 計3686261 的中 ��� 143369（1番人気）
3連単票数 計5113841 的中 ��� 40201（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．9―11．5―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルールシチー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．9．29 中山2着

2011．3．15生 牝5鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ 24戦4勝 賞金 72，426，000円

18084 7月23日 曇 良 （28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 7，500，000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

11 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 470－101：07．8 5．7�
510 レディエントブルー 牝3栗 52

49 ▲野中悠太郎 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 468＋10 〃 アタマ 184．4�
713 ドラゴンゲート 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 476± 0 〃 アタマ 2．2�
815 シゲルヒラマサ 牡3芦 54 江田 照男森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 460－ 21：08．22� 26．6�
36 プリンセスロック 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 476－ 41：08．41	 3．6�
816
 サウンドジャンゴ 牡4鹿 57 吉田 豊増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B512－ 21：08．5� 12．4	
24 トモジャポルックス 牡3芦 54 津村 明秀吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 466－ 4 〃 ハナ 39．5

47 シゲルテングダイ 牡3栗 54 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 486－ 21：08．6� 31．4�
48 キチロクステージ 牡3鹿 54 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 474＋ 81：08．7クビ 40．1�
23 アラマサクロフネ 牝5鹿 55 大野 拓弥アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 516－ 2 〃 ハナ 16．0�
612 カシノトラダマシイ 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 474＋ 4 〃 クビ 350．5�
714 ニシノイナズマ 牡5芦 57

54 ▲木幡 巧也西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 496＋ 21：08．8クビ 30．9�
35 トウショウデュエル 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋121：08．9� 26．1�
12 ジ イ サ マ 牡3栗 54

52 △伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 486＋ 61：09．32� 86．8�
611 ルグランシェクル 牡3黒鹿54 石橋 脩藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 B444－ 41：10．47 106．2�
59 ハードアスリート 牡4鹿 57 武士沢友治齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 502－ 6 （競走中止） 283．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，565，400円 複勝： 78，827，100円 枠連： 39，304，200円
馬連： 149，672，800円 馬単： 74，452，700円 ワイド： 81，263，100円
3連複： 220，855，100円 3連単： 353，942，800円 計： 1，054，883，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 2，020円 � 130円 枠 連（1－5） 18，360円

馬 連 �� 50，470円 馬 単 �� 73，560円

ワ イ ド �� 11，590円 �� 410円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 42，520円 3 連 単 ��� 421，360円

票 数

単勝票数 計 565654 的中 � 78695（3番人気）
複勝票数 計 788271 的中 � 94592（3番人気）� 6219（14番人気）� 233587（1番人気）
枠連票数 計 393042 的中 （1－5） 1659（26番人気）
馬連票数 計1496728 的中 �� 2298（66番人気）
馬単票数 計 744527 的中 �� 759（115番人気）
ワイド票数 計 812631 的中 �� 1680（67番人気）�� 57989（2番人気）�� 3638（45番人気）
3連複票数 計2208551 的中 ��� 3895（97番人気）
3連単票数 計3539428 的中 ��� 609（736番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―10．9―11．7―12．0―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．2―42．9―54．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイラルーナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．7．18 福島3着

2013．3．15生 牝3栗 母 タイセイフレイヤ 母母 マジックペイントブラッシュ 13戦2勝 賞金 24，370，000円
〔競走中止〕 ハードアスリート号は，発走後まもなく内側に斜行した「ドラゴンゲート」号の影響を受けた馬の後肢に触れ，転倒したため

競走中止。
〔制裁〕 ドラゴンゲート号の騎手田辺裕信は，発走後まもなく内側に斜行したことについて平成28年7月30日から平成28年7月31日

まで騎乗停止。（被害馬：9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。
（非抽選馬） 3頭 ウサギノカケアシ号・シルバージェニー号・トウショウスレッジ号



（28福島2）第7日 7月23日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

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

198，800，000円
2，530，000円
9，000，000円
1，430，000円
20，060，000円
65，949，000円
5，790，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
393，079，000円
503，092，000円
246，011，700円
970，386，400円
493，683，400円
494，954，300円
1，319，137，700円
2，005，086，200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 6，425，430，700円

総入場人員 8，795名 （有料入場人員 7，285名）
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