
18001 7月1日 曇 良 （29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

33 コスモイグナーツ 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 456± 01：49．4 2．7�
68 ジュンエスポワール 牡2黒鹿54 戸崎 圭太河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 456－101：49．5� 3．4�
812 マコトオキツカガミ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 424－ 61：49．71� 31．4�
44 ヤマタケパンチ 牡2青鹿 54

51 ▲武藤 雅山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 472＋ 2 〃 アタマ 5．5�
811 ラ ン リ ー ナ 牝2芦 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 442－ 21：49．91� 5．6	
79 ファイアプルーフ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 488－101：50．0� 39．5


11 オペラカイジン 牡2黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 448－ 21：50．21� 18．7�

55 ラヴァーズインメイ 牝2鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 452－ 21：50．83� 28．3�

22 トニーファイブ 牡2黒鹿54 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 436－ 61：51．33 100．6
67 ジュンホープ 牡2青 54

53 ☆木幡 巧也河合 純二氏 畠山 吉宏 新ひだか 水上 習孝 408－ 61：51．61	 100．1�
710 ゴールデンサラ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ
ネツ牧場 484－ 41：51．7クビ 159．3�

56 キングスキャット 牡2鹿 54 津村 明秀 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 488－ 21：51．91� 133．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，188，000円 複勝： 34，706，800円 枠連： 10，697，500円
馬連： 50，390，600円 馬単： 27，539，600円 ワイド： 29，747，800円
3連複： 67，096，400円 3連単： 95，662，700円 計： 343，029，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 150円 � 490円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，020円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計 271880 的中 � 81743（1番人気）
複勝票数 計 347068 的中 � 88866（1番人気）� 67818（2番人気）� 11603（7番人気）
枠連票数 計 106975 的中 （3－6） 16150（1番人気）
馬連票数 計 503906 的中 �� 78118（1番人気）
馬単票数 計 275396 的中 �� 20190（1番人気）
ワイド票数 計 297478 的中 �� 37633（1番人気）�� 6732（12番人気）�� 5716（15番人気）
3連複票数 計 670964 的中 ��� 14359（11番人気）
3連単票数 計 956627 的中 ��� 6025（32番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．7―12．5―11．9―11．9―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．8―48．5―1：01．0―1：12．9―1：24．8―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモイグナーツ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．11 東京6着

2015．2．24生 牡2青鹿 母 ナ パ 母母 ラヴァーズチェイス 2戦1勝 賞金 5，000，000円

18002 7月1日 曇 良 （29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 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
1：06．9
1：06．9

良
良

12 アンチャーテッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 432＋ 21：09．3 6．9�
24 ロックンルージュ 牝3鹿 54 柴田 善臣堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 484－ 6 〃 クビ 13．9�
713 リンガスネオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 474－ 41：10．04 1．4�
36 ペイシャモンタナ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 様似 髙村 伸一 428＋201：10．21 174．9�
815 ホーセズネック 牝3鹿 54 菱田 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：10．51� 12．4�
612 ヤマニンイリザブル 牝3鹿 54 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 428± 01：10．6� 22．7	
510 エスタシオン 	3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー
クスタツド B452－221：10．7� 45．7


714 キングアスリート 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 470＋ 21：10．8クビ 109．6�
11 イノレンジャー 牡3鹿 56 大野 拓弥井上 久光氏 柴田 政人 熊本 本田 土寿 B486＋101：11．33 33．4�
23 プリンプリンカフェ 牝3芦 54

53 ☆木幡 巧也西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 462＋ 21：11．4� 196．8
611 アクロスユニバース 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 日高 白井牧場 424－ 21：12．46 30．3�

59 モダンフォーチュン 牝3青鹿54 丸田 恭介田島榮二郎氏 田島 俊明 浦河 高村牧場 458－ 21：12．5クビ 100．1�
816 ウイングストーミン 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅�髙昭牧場 田島 俊明 浦河 高昭牧場 430± 01：12．6� 406．0�
48 ピュアアモーレ 牝3鹿 54 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 478 ―1：12．91� 33．7�
35 ペイシャサイダ 牝3栗 54 菅原 隆一北所 直人氏 高橋 義博 日高 門別牧場 446 ― 〃 クビ 388．0�
47 ファストシップ 牡3栗 56 宮崎 北斗八巻 弘一氏 本間 忍 白老 習志野牧場 500＋ 2 〃 クビ 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，523，600円 複勝： 103，568，300円 枠連： 13，866，700円
馬連： 54，029，900円 馬単： 35，157，000円 ワイド： 35，737，300円
3連複： 72，436，900円 3連単： 115，274，500円 計： 458，594，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 150円 � 210円 � 110円 枠 連（1－2） 3，370円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 910円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 21，400円

票 数

単勝票数 計 285236 的中 � 33046（2番人気）
複勝票数 計1035683 的中 � 61860（2番人気）� 37238（5番人気）� 753556（1番人気）
枠連票数 計 138667 的中 （1－2） 3183（9番人気）
馬連票数 計 540299 的中 �� 8206（13番人気）
馬単票数 計 351570 的中 �� 3053（20番人気）
ワイド票数 計 357373 的中 �� 8492（11番人気）�� 43473（1番人気）�� 29657（4番人気）
3連複票数 計 724369 的中 ��� 41288（2番人気）
3連単票数 計1152745 的中 ��� 3904（69番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．2―12．1―12．7―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．5―43．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンチャーテッド �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．12．18 中山2着

2014．3．7生 牡3鹿 母 プロポーズギフト 母母 ボートルサンテ 5戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 アクロスユニバース号の騎手藤田菜七子は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 コーリンマカロン号・シゲルパンダ号・タイセイスマッシュ号・ハクサンステラ号

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1日 曇 良 （29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 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
1：07．0
1：06．5

良
良

816 バーミーブリーズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 456－141：09．8 2．9�
611 ブラディーリッパー 牝3鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 494－ 21：09．9� 3．0�
23 コッコリーノ 牝3青鹿54 石川裕紀人�ラ・メール 池上 昌和 新冠 タニグチ牧場 422＋ 41：10．0� 16．7�
713 グローリアスイリス 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 スカイビーチステーブル 490± 01：10．32 10．1�
612 デルマミセラレテ 牝3栗 54 村田 一誠浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 426－ 81：10．4� 198．1�
35 ウインウェイク 牝3青鹿 54

51 ▲武藤 雅�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 408± 01：10．5� 45．8	
47 ツ ラ ラ 牝3芦 54 田中 勝春吉田喜代司氏 伊藤 伸一 新ひだか 田中 春美 464± 0 〃 ハナ 97．8

714 キ ョ ッ コ ウ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大
作ステーブル 430＋ 21：10．71� 11．1�

510 ウインプラージュ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 412＋ 4 〃 クビ 12．8
11 マッキーイマジン 牝3栗 54 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 様似 猿倉牧場 440－ 81：10．91� 223．6�
815 スカーレットベスト 牝3鹿 54 丸田 恭介�須野牧場 大和田 成 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 432＋101：11．0� 105．6�
12 セヴンゴシック 牝3栗 54 武士沢友治 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 410－28 〃 ハナ 43．2�
59 ベ ル ビ ュ ー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ローレルレーシング 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 430＋12 〃 ハナ 13．7�

24 タイセイラブリー 牝3鹿 54 西田雄一郎田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 柏木 一則 482± 01：11．1� 21．3�
48 セイウンイチリン 牝3鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 432－ 21：11．2クビ 83．6�

36 トリプレット 牝3黒鹿54 西村 太一 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 61：12．05 19．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，037，200円 複勝： 35，963，500円 枠連： 16，995，900円
馬連： 54，989，500円 馬単： 28，793，900円 ワイド： 34，920，900円
3連複： 73，337，600円 3連単： 94，801，300円 計： 367，839，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 130円 � 250円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 210円 �� 990円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 280372 的中 � 76227（1番人気）
複勝票数 計 359635 的中 � 69190（2番人気）� 87784（1番人気）� 27300（6番人気）
枠連票数 計 169959 的中 （6－8） 28905（1番人気）
馬連票数 計 549895 的中 �� 94726（1番人気）
馬単票数 計 287939 的中 �� 25499（1番人気）
ワイド票数 計 349209 的中 �� 52212（1番人気）�� 7816（13番人気）�� 11011（7番人気）
3連複票数 計 733376 的中 ��� 21156（5番人気）
3連単票数 計 948013 的中 ��� 7559（12番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーミーブリーズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Platini デビュー 2016．12．18 中山3着

2014．5．5生 牝3鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ウインウェイク号の騎手武藤雅は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・9番・10番）

18004 7月1日 曇 良 （29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 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
1：43．3
1：41．7

良
不良

35 シグネットリング 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 496± 01：48．0 3．6�
46 ショウナンハドル 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 464± 01：48．2� 7．0�
712 タイセイエピローグ 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 下屋敷 登

喜夫 470± 01：48．51� 2．6�
23 ヨ ッ テ ケ 牡3栗 56 北村 宏司高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか グランド牧場 472－ 61：48．92� 5．4�
11 サンニューオリンズ 牝3栗 54 嶋田 純次 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 446＋ 21：49．53� 27．6	
59 クリノユウコリン 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 木下牧場 432－ 8 〃 アタマ 70．2

713 ハ ル ナ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 4 〃 クビ 211．2�
47 ルーセントオーデ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 464－ 41：50．13� 14．9�
58 ソードヴァルキリー 牝3黒鹿54 吉田 豊畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 410± 01：50．52� 238．6
34 ワ カ バ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 424± 01：51．03 117．4�
815 ナイスメジャー 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹鎌田 博�氏 伊藤 伸一 浦河 日の出牧場 492 ―1：51．53 47．2�
814 ヤンチャボウズ 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 見上牧場 456－101：51．6� 47．4�
22 マダムフィガロ 牝3芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 田原橋本牧場 B472－141：52．02� 32．5�
610 グ ッ ド ミ ル 牡3黒鹿56 江田 照男村田 滋氏 星野 忍 新冠 ハシモトフアーム 520＋221：52．21� 17．4�
611 クリムゾンシチー �3青 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 402－ 41：52．4� 242．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，237，400円 複勝： 38，213，400円 枠連： 13，660，900円
馬連： 55，051，200円 馬単： 28，729，000円 ワイド： 33，737，300円
3連複： 68，907，700円 3連単： 95，001，300円 計： 362，538，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 160円 � 120円 枠 連（3－4） 830円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 350円 �� 230円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 計 292374 的中 � 64304（2番人気）
複勝票数 計 382134 的中 � 74103（2番人気）� 52600（3番人気）� 92741（1番人気）
枠連票数 計 136609 的中 （3－4） 12707（4番人気）
馬連票数 計 550512 的中 �� 29230（5番人気）
馬単票数 計 287290 的中 �� 9366（6番人気）
ワイド票数 計 337373 的中 �� 22965（3番人気）�� 39445（1番人気）�� 27102（2番人気）
3連複票数 計 689077 的中 ��� 50861（2番人気）
3連単票数 計 950013 的中 ��� 11357（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．4―43．3―56．6―1：09．4―1：22．2―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シグネットリング �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．3．19 中山3着

2014．4．28生 牡3黒鹿 母 ロイヤルネックレス 母母 シルバーネックレス 3戦1勝 賞金 7，250，000円
〔制裁〕 クリノユウコリン号の騎手藤田菜七子は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
※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 フォーエバースカイ号



18005 7月1日 曇 良 （29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

710 ジェッシージェニー 牝2栗 54 菱田 裕二松田 整二氏 牧浦 充徳 平取 びらとり牧場 428 ―1：10．0 31．5�
56 セイウンリリシイ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474 ―1：10．31� 3．0�
711 カ ガ ス タ ー 牡2鹿 54 戸崎 圭太香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 438 ―1：10．51� 12．4�
813 ヴーディーズピアス 牝2青鹿54 大野 拓弥田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 462 ―1：10．6� 3．4�
22 ジ ス モ ン ダ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 472 ― 〃 クビ 51．0�
69 キサラギコマチ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 酒井 亨 458 ―1：10．81� 12．9	
44 ウインファルコン 牡2黒鹿54 津村 明秀
ウイン 奥平 雅士 青森 スプリングファーム 446 ―1：10．9� 8．0�
33 ユ メ イ チ ズ 牡2栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 458 ―1：11．11� 131．2�
11 ア ル ガ ー ル 牡2黒鹿54 北村 宏司平本 敏夫氏 大江原 哲 新ひだか 荒木 貴宏 410 ― 〃 クビ 20．5
68 コントラスト 牝2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 458 ―1：11．63 33．0�
57 アイファートニオー 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也中島 稔氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 428 ―1：12．02� 59．9�
812 フェリーチェ 牝2鹿 54 横山 典弘�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458 ―1：12．53 8．1�
45 キラメキサマー 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 408 ―1：16．9大差 125．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，245，500円 複勝： 35，095，300円 枠連： 15，879，800円
馬連： 53，182，100円 馬単： 27，825，600円 ワイド： 32，276，200円
3連複： 66，843，600円 3連単： 82，607，500円 計： 343，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，150円 複 勝 � 570円 � 150円 � 310円 枠 連（5－7） 1，260円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 12，420円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 3，480円 �� 640円

3 連 複 ��� 13，280円 3 連 単 ��� 128，790円

票 数

単勝票数 計 302455 的中 � 8137（8番人気）
複勝票数 計 350953 的中 � 12371（9番人気）� 80519（1番人気）� 26229（6番人気）
枠連票数 計 158798 的中 （5－7） 9703（5番人気）
馬連票数 計 531821 的中 �� 11229（13番人気）
馬単票数 計 278256 的中 �� 1680（41番人気）
ワイド票数 計 322762 的中 �� 5519（18番人気）�� 2285（34番人気）�� 13697（6番人気）
3連複票数 計 668436 的中 ��� 3773（42番人気）
3連単票数 計 826075 的中 ��� 465（374番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．1―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．4―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェッシージェニー �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 スズカマンボ 初出走

2015．5．5生 牝2栗 母 セッカチクイーン 母母 アイズオブユー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キラメキサマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月1日まで平地競

走に出走できない。

18006 7月1日 曇 良 （29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

22 オーヴァーライト 牡2栗 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 468 ―1：11．4 1．5�
56 パリモンマルトル 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 446 ―1：11．93 115．7�
812 シ ス ル 牝2青 54 西田雄一郎中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 466 ―1：12．21� 15．4�
710 クラウンエンジニア 牡2栗 54 田辺 裕信矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 472 ― 〃 クビ 8．3�
44 テイエムヘニーズ 牡2鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 468 ―1：12．51� 32．8�
33 ビップエピス 牡2黒鹿54 大野 拓弥鈴木 邦英氏 田島 俊明 新冠 芳住 鉄兵 466 ―1：12．6クビ 15．3	
68 ビバラエポボン 牝2黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 460 ―1：13．02� 23．1

811 キーポジション 牡2栗 54 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 大林ファーム 434 ―1：13．31� 57．9�
67 パシフィックロード 牡2鹿 54 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 436 ―1：13．72� 181．4�
11 デュークストリート 牝2栗 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 450 ―1：15．08 5．7
55 キチロクキセキオー 牡2青鹿54 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 嶋田牧場 448 ―1：16．7大差 119．0�
79 クラフツマンシップ 牡2栗 54 北村 宏司下河邉行信氏 青木 孝文 様似 清水 誠一 444 ―1：17．33� 18．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，187，800円 複勝： 54，851，600円 枠連： 14，042，500円
馬連： 48，981，300円 馬単： 33，972，800円 ワイド： 32，295，000円
3連複： 65，075，100円 3連単： 109，073，900円 計： 392，480，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，380円 � 230円 枠 連（2－5） 3，800円

馬 連 �� 7，880円 馬 単 �� 8，870円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 420円 �� 8，200円

3 連 複 ��� 20，870円 3 連 単 ��� 66，000円

票 数

単勝票数 計 341878 的中 � 171204（1番人気）
複勝票数 計 548516 的中 � 277964（1番人気）� 4656（10番人気）� 38318（4番人気）
枠連票数 計 140425 的中 （2－5） 2860（12番人気）
馬連票数 計 489813 的中 �� 4815（21番人気）
馬単票数 計 339728 的中 �� 2871（22番人気）
ワイド票数 計 322950 的中 �� 2559（28番人気）�� 21895（3番人気）�� 946（45番人気）
3連複票数 計 650751 的中 ��� 2338（56番人気）
3連単票数 計1090739 的中 ��� 1198（167番人気）

ハロンタイム 9．8―11．4―12．2―12．7―12．6―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．2―33．4―46．1―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 6（8，12）10（2，9）11（3，4）－5，1－7 4 6（8，12，10）2（3，4，11）－1（9，5）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーヴァーライト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2015．2．25生 牡2栗 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 キチロクキセキオー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 キチロクキセキオー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キチロクキセキオー号・クラフツマンシップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年8月1日まで平地競走に出走できない。



18007 7月1日 曇 良 （29福島2）第1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 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
1：45．3
1：43．9

良
良

714 クラークキー 牡3鹿 56 戸崎 圭太保坂 和孝氏 池上 昌弘 新冠 長浜牧場 484－ 21：46．9 1．9�
24 レ ロ ー ヴ 牝3鹿 54 内田 博幸今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 5．3�
815 エスコフィオン 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 416± 01：47．53� 5．7�
713 ウインハイラント 牡3鹿 56 津村 明秀�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 430－ 61：48．13� 17．0�
23 メイグランデ 牝3青 54 石橋 脩千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480＋ 6 〃 アタマ 12．7�
612 リ ウ ォ ー ド 牡3鹿 56

54 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 81：48．2� 65．3	

35 ヒノアカツキ 牡3栗 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 21：48．3� 17．4


12 アルーリングデイズ �3黒鹿 56
55 ☆木幡 巧也 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 6 〃 クビ 29．5�
48 レインボーショット 牝3芦 54 柴田 大知 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 444－ 21：48．4� 74．5
36 オーネットマーロン 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅醍醐 伸之氏 戸田 博文 浦河 有限会社
松田牧場 428＋ 41：48．71	 234．6�

11 シゲルゴリラ 牡3黒鹿56 西田雄一郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460± 01：48．91
 198．8�

47 サ ン セ リ テ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�下河辺牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 460－10 〃 クビ 20．8�
59 イノデザイヤ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山際牧場 452＋ 21：49．11
 188．9�
611 キープスマイル 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 430－ 81：49．2クビ 31．0�

510 アイアムエメラルド 牝3栗 54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B462－141：50．26 36．3�
816 プルメリアワン 牝3鹿 54 嶋田 純次助川 啓一氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 446－ 21：50．3	 454．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，398，900円 複勝： 54，568，600円 枠連： 19，366，500円
馬連： 69，110，900円 馬単： 35，644，400円 ワイド： 42，958，000円
3連複： 88，580，600円 3連単： 119，830，800円 計： 465，458，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（2－7） 340円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 240円 �� 290円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 353989 的中 � 144717（1番人気）
複勝票数 計 545686 的中 � 197002（1番人気）� 63460（3番人気）� 68238（2番人気）
枠連票数 計 193665 的中 （2－7） 43111（1番人気）
馬連票数 計 691109 的中 �� 92648（1番人気）
馬単票数 計 356444 的中 �� 34101（1番人気）
ワイド票数 計 429580 的中 �� 49623（1番人気）�� 38582（2番人気）�� 15140（7番人気）
3連複票数 計 885806 的中 ��� 54957（1番人気）
3連単票数 計1198308 的中 ��� 28986（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―12．5―12．1―11．9―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―34．7―47．2―59．3―1：11．2―1：23．1―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラークキー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．8 中山3着

2014．2．28生 牡3鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 3戦1勝 賞金 8，500，000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 シンボリジュネス号

18008 7月1日 曇 良 （29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

24 ミエノドリーマー 牡4栗 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 466＋181：08．4 3．0�
11 ア プ ト 牝3黒鹿 52

50 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋121：08．93 6．2�

36 タニマサガール 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 416－ 41：09．0� 89．3�

47 ナリノメジャー 牝3栗 52 津村 明秀成塚 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 456－ 81：09．21	 4．6�

510 スノーイルナ 牝3鹿 52
49 ▲野中悠太郎 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 472－ 8 〃 クビ 7．7�
12 シェヴェルニー 牝4黒鹿55 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 クビ 52．6	
48 ジェルミナーレ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 丸幸小林牧場 438－ 21：09．3� 35．9

23 ロ ジ セ ン ス 牝3鹿 52 横山 典弘久米田正明氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 520＋ 61：09．51	 21．3�
59 ニシノオウカン 牡3青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 456＋26 〃 クビ 5．9�
612
 ペイルブルードット 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 446＋ 2 〃 クビ 119．0
35 カジノクイーン 牝4栗 55 柴田 大知内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 464＋121：09．71 178．5�
611 ラスカルグレイ �4芦 57 菱田 裕二岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 462－141：09．8� 21．0�
713 ダイワズットラブ 牝5栗 55

52 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450＋ 4 〃 アタマ 71．8�
714
 ユキノサンブライト 牝6鹿 55 西田雄一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：09．9� 104．7�
815 サクセスライン 牝3黒鹿52 江田 照男島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋ 61：10．0クビ 47．9�
816
 シベリアンマッシブ 牡5黒鹿57 吉田 豊藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 B490＋141：10．32 25．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，490，500円 複勝： 46，988，500円 枠連： 19，117，500円
馬連： 71，809，800円 馬単： 33，036，500円 ワイド： 41，872，400円
3連複： 92，391，600円 3連単： 116，199，100円 計： 452，905，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，670円 枠 連（1－2） 870円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 450円 �� 4，730円 �� 9，110円

3 連 複 ��� 25，500円 3 連 単 ��� 90，580円

票 数

単勝票数 計 314905 的中 � 83454（1番人気）
複勝票数 計 469885 的中 � 105855（1番人気）� 64324（3番人気）� 4938（13番人気）
枠連票数 計 191175 的中 （1－2） 16984（4番人気）
馬連票数 計 718098 的中 �� 54693（2番人気）
馬単票数 計 330365 的中 �� 15272（3番人気）
ワイド票数 計 418724 的中 �� 26327（2番人気）�� 2160（43番人気）�� 1112（68番人気）
3連複票数 計 923916 的中 ��� 2717（79番人気）
3連単票数 計1161991 的中 ��� 930（272番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．2―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノドリーマー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．1．23 中山1着

2013．3．31生 牡4栗 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 10戦3勝 賞金 23，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フリームーヴメント号
（非抽選馬） 4頭 チェルカトーレ号・バトルグランドリイ号・ブラックバード号・プレイヤード号



18009 7月1日 曇 良 （29福島2）第1日 第9競走 ��2，000�
み な み そ う ま

南 相 馬 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
南相馬市長賞（1着）

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ヒメタチバナ 牝4黒鹿55 田辺 裕信岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 464－ 81：58．9 2．8�
22 マヤノピナクル 牡4鹿 57 木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B452－ 21：59．53� 13．4�
44 エスティーム 牡3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 522－ 4 〃 ハナ 3．4�
89 イスズブライト 牡4鹿 57 津村 明秀�イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 488＋ 8 〃 クビ 6．6�
55 キークラッカー 牡4鹿 57 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 528＋ 61：59．6� 3．7�
66 ドラゴンストーム 牡5青鹿57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋261：59．7� 13．3	
77 ダイチラディウス 牡4鹿 57 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 456－122：00．12� 52．6

33 イタリアンフェッテ 牝6鹿 55 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 422－ 22：00．31� 123．8�
88 マスタープラマー 牡5栗 57 野中悠太郎岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 62：02．1大差 74．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，506，300円 複勝： 32，240，400円 枠連： 12，503，300円
馬連： 72，792，000円 馬単： 41，842，700円 ワイド： 34，793，100円
3連複： 85，864，700円 3連単： 185，169，800円 計： 498，712，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 200円 � 130円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 400円 �� 180円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 335063 的中 � 94700（1番人気）
複勝票数 計 322404 的中 � 71909（1番人気）� 32990（5番人気）� 68581（2番人気）
枠連票数 計 125033 的中 （1－2） 7840（5番人気）
馬連票数 計 727920 的中 �� 38673（7番人気）
馬単票数 計 418427 的中 �� 13556（10番人気）
ワイド票数 計 347931 的中 �� 19793（5番人気）�� 58783（1番人気）�� 15313（9番人気）
3連複票数 計 858647 的中 ��� 59886（4番人気）
3連単票数 計1851698 的中 ��� 21570（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．6―48．1―1：00．3―1：12．6―1：24．1―1：35．5―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．8
1
3
5，9，1，4－（3，8）－6（2，7）
5，9，1（3，4）－（6，8）2，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒメタチバナ 
�
父 ナカヤマフェスタ 

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．10．3 中山9着

2013．4．3生 牝4黒鹿 母 ルージュマジック 母母 シジェームサン 18戦2勝 賞金 37，038，000円

18010 7月1日 曇 良 （29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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

610 トゥルーウインド 牡5栗 57 田中 勝春 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 450－ 41：45．4 16．7�
34 ク ラ シ コ 牡5鹿 57 内田 博幸林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514－ 61：45．71� 1．7�
611 ディアコンチェルト 牡5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± 0 〃 クビ 5．9�
59 ピアシングステア 牡5栗 57 石橋 脩水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 498± 01：46．01� 8．1�
35 シーリーヴェール 牡6青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 484－ 41：46．21	 16．8	
58 エルズミーア 
6黒鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B552－ 4 〃 ハナ 30．1

814 ティンバレス 牝5青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 61：46．3クビ 8．3�
47 ドリームリヴァール 
7黒鹿57 藤田菜七子ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 454± 0 〃 ハナ 28．9�
815 レッツゴースター 牡5栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 B454－ 41：46．51	 143．2
23 ハイヴォルテージ 牡5栗 57 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：46．6� 211．8�
22 アルファアリエス 牡6鹿 57 吉田 豊�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 466± 01：46．7� 33．7�
712 ディアグリスター 牡7鹿 57 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B486－ 2 〃 クビ 43．0�
11 ダイメイリシャール 牡6栗 57 伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 500＋ 21：47．12� 237．8�
46 � ス ケ ロ ク 牡5栗 57 木幡 巧也サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 498± 01：47．2クビ 141．6�
713 クリッパールート 牝5黒鹿55 石川裕紀人�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 458－ 41：48．68 136．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，909，100円 複勝： 70，631，800円 枠連： 30，761，400円
馬連： 118，373，500円 馬単： 60，201，300円 ワイド： 65，517，700円
3連複： 155，204，200円 3連単： 240，668，800円 計： 785，267，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 280円 � 110円 � 170円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，370円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 24，190円

票 数

単勝票数 計 439091 的中 � 20960（5番人気）
複勝票数 計 706318 的中 � 35119（6番人気）� 316700（1番人気）� 79012（2番人気）
枠連票数 計 307614 的中 （3－6） 59562（1番人気）
馬連票数 計1183735 的中 �� 70959（5番人気）
馬単票数 計 602013 的中 �� 10104（14番人気）
ワイド票数 計 655177 的中 �� 27511（5番人気）�� 10950（16番人気）�� 68816（1番人気）
3連複票数 計1552042 的中 ��� 47362（6番人気）
3連単票数 計2406688 的中 ��� 7211（77番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．0―12．9―13．0―12．1―12．2―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．1―43．0―56．0―1：08．1―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥルーウインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．1．4 中山4着

2012．1．25生 牡5栗 母 レールマラン 母母 Lite Light 15戦3勝 賞金 34，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドマイヤピンク号・エイムハイ号
（非抽選馬） 3頭 トラネコ号・ニシノオタケビ号・パレスハングリー号



18011 7月1日 曇 良 （29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 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

611 ワンスインナムーン 牝4鹿 55 石橋 脩 �いとはんホール
ディングス 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 446＋121：07．6 2．1�

510 アレスバローズ 牡5黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 490－ 61：07．7� 8．2�
11 ユキノアイオロス 	9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 474－ 41：07．91
 56．1�
12 ラズールリッキー 牝4黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 446－ 4 〃 クビ 8．4�
35 アポロノシンザン 牡5鹿 57 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 482－ 61：08．0クビ 9．1�
24 ラ ク ア ミ 牝5栗 55 柴田 大知西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B452－121：08．1� 30．9	
48 ドリームドルチェ 牡5青鹿57 野中悠太郎ライオンレースホース
 根本 康広 日高 滝本 健二 508－ 4 〃 クビ 90．1�
59 ワキノヒビキ 牡5鹿 57 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 506－ 4 〃 クビ 44．0�
36 アドマイヤナイト 牝5栗 55 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 432－ 21：08．2� 10．3
612 アズマクィーン 牝5鹿 55 木幡 巧也東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 472＋ 41：08．41 146．6�
713 ウインムート 牡4青鹿57 戸崎 圭太
ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484－101：08．61� 12．9�
714 ナイトフォックス 牡5鹿 57 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 470－ 61：08．7� 59．7�
815 ニシノラッシュ 牡5鹿 57 吉田 豊西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 480－181：08．91
 29．0�
816 エリーティアラ 牝5青鹿55 石川裕紀人谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B462± 0 〃 アタマ 104．4�
47 クリノコマチ 牝6栗 55 田中 勝春栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 21：09．0� 168．2�
23 マルヨバクシン 牝5栗 55 田辺 裕信野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B490± 0 （競走中止） 9．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，965，700円 複勝： 126，688，100円 枠連： 64，753，300円
馬連： 290，017，800円 馬単： 120，074，100円 ワイド： 144，188，900円
3連複： 405，936，600円 3連単： 574，204，900円 計： 1，814，829，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 230円 � 690円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，100円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 14，660円 3 連 単 ��� 43，450円

票 数

単勝票数 計 889657 的中 � 329846（1番人気）
複勝票数 計1266881 的中 � 340694（1番人気）� 132816（2番人気）� 32777（11番人気）
枠連票数 計 647533 的中 （5－6） 55743（2番人気）
馬連票数 計2900178 的中 �� 222908（1番人気）
馬単票数 計1200741 的中 �� 62923（1番人気）
ワイド票数 計1441889 的中 �� 102232（1番人気）�� 16779（26番人気）�� 7183（54番人気）
3連複票数 計4059366 的中 ��� 20766（51番人気）
3連単票数 計5742049 的中 ��� 9580（121番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．8―11．2―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．2―44．4―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンスインナムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 新潟1着

2013．2．1生 牝4鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 14戦5勝 賞金 88，797，000円
〔競走中止〕 マルヨバクシン号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため

競走中止。

18012 7月1日 曇 良 （29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

22 ブレスアロット 牡4栗 57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464－ 21：47．0 3．5�
611 メイスンスパート 牡4栗 57 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B460± 0 〃 クビ 7．1�
35 ケイツートール 牡4青鹿57 西田雄一郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 488－ 61：47．21� 69．0�
47 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 内田 博幸中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 472－ 61：47．62 6．6�
58 グッドラックサマー 牡3栗 54 石川裕紀人澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 532－ 41：47．7	 4．1�
610 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿54 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－121：47．8クビ 16．7	
23 
 リ ー ダ ー ズ 牡5鹿 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 494＋ 4 〃 ハナ 28．5

712 レオイノセント 牡4芦 57

56 ☆木幡 巧也�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 508＋ 21：48．22� 8．8�
11 �
 エーシンザピーク 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎本田 恒雄氏 南田美知雄 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B478－ 21：48．52 68．5
814 アオイプリンス �4鹿 57 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 518－161：48．6クビ 94．8�
815
 ヤマタケジャイアン �4芦 57 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B460－ 41：48．92 96．0�
713� リアリゾンルレーヴ 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B476＋12 〃 アタマ 71．5�
59 コスモクウェンチ 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 41：49．22 45．7�
34 
 サンマルトゥーレ 牡4芦 57 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B464－ 21：49．3� 333．2�
46 マサキノテソーロ 牡3栗 54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 504＋ 21：49．72� 7．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，515，200円 複勝： 91，886，400円 枠連： 40，271，100円
馬連： 167，199，000円 馬単： 70，565，100円 ワイド： 97，573，600円
3連複： 222，500，000円 3連単： 323，022，400円 計： 1，084，532，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 240円 � 1，080円 枠 連（2－6） 890円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，840円 �� 4，740円

3 連 複 ��� 22，930円 3 連 単 ��� 78，160円

票 数

単勝票数 計 715152 的中 � 163056（1番人気）
複勝票数 計 918864 的中 � 162198（1番人気）� 104983（5番人気）� 16845（11番人気）
枠連票数 計 402711 的中 （2－6） 34869（5番人気）
馬連票数 計1671990 的中 �� 79202（6番人気）
馬単票数 計 705651 的中 �� 19848（6番人気）
ワイド票数 計 975736 的中 �� 40092（6番人気）�� 6338（33番人気）�� 5111（41番人気）
3連複票数 計2225000 的中 ��� 7277（65番人気）
3連単票数 計3230224 的中 ��� 2996（249番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．7―13．0―13．1―12．6―12．4―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―29．9―42．9―56．0―1：08．6―1：21．0―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
・（1，2）（8，12）（11，14）（5，13）－（6，15）（3，10）4－（7，9）・（2，8，12，14，9）（1，7）（11，5）（10，13）（6，3，15）－4

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

勝馬の
紹 介

ブレスアロット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．31 東京7着

2013．1．22生 牡4栗 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 11戦3勝 賞金 24，850，000円
〔騎手変更〕 グッドラックサマー号の騎手田辺裕信は，第11競走での落馬による検査のため石川裕紀人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴァルール号・エミノマユアク号・コウセイマユヒメ号



（29福島2）第1日 7月1日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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
厩務員出走奨励金

186，220，000円
2，530，000円
17，680，000円
1，380，000円
20，530，000円
68，308，000円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
482，205，200円
725，402，700円
271，916，400円
1，105，927，600円
543，382，000円
625，618，200円
1，464，175，000円
2，151，517，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，370，144，100円

総入場人員 8，738名 （有料入場人員 7，103名）
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