
18049 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：45．9

良
良

58 ニシノベースマン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 424－ 61：50．8 1．9�
59 タイキフェルヴール 牡2栗 54 北村 宏司�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476－ 81：51．33 18．0�
814 モリトユウブ 牡2鹿 54 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 478＋ 2 〃 ハナ 29．7�
47 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± 01：51．4� 41．9�
35 ブルベアミョウガ 牡2鹿 54 吉田 豊 �ブルアンドベア 森田 直行 平取 船越 伸也 490＋ 41：51．71� 320．1	
815 ヤマタケパンチ 牡2青鹿54 石川裕紀人山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 470－ 21：51．8� 11．3

712 マ イ レ 牡2鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 460－ 4 〃 ハナ 4．0�
46 ナムラファラー 牡2黒鹿54 津村 明秀奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 446－ 81：52．01	 60．8�
34 ビレッジキング 牡2黒鹿54 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 456＋ 21：52．21	 6．8
11 シゲルジャガイモ 牡2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 484－ 2 〃 クビ 72．7�
23 ネイチャータイム 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 日高 中川 欽一 416＋ 41：52．41	 157．6�
610 ロゼフェニックス 牡2黒鹿54 石橋 脩髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 416－ 4 〃 ハナ 113．5�
22 グラスコマチ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 440－ 61：52．72 234．6�
713 カーネーション 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 460－ 4 〃 ハナ 41．6�
611 ラブザワールド 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 406± 01：53．01� 120．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，706，300円 複勝： 39，147，100円 枠連： 15，347，000円
馬連： 53，068，300円 馬単： 30，366，600円 ワイド： 35，413，700円
3連複： 75，165，100円 3連単： 106，708，600円 計： 383，922，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 300円 � 440円 枠 連（5－5） 1，500円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 530円 �� 750円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 15，410円

票 数

単勝票数 計 287063 的中 � 122302（1番人気）
複勝票数 計 391471 的中 � 129236（1番人気）� 25829（5番人気）� 15921（6番人気）
枠連票数 計 153470 的中 （5－5） 7886（6番人気）
馬連票数 計 530683 的中 �� 30498（5番人気）
馬単票数 計 303666 的中 �� 14372（6番人気）
ワイド票数 計 354137 的中 �� 18039（5番人気）�� 12204（7番人気）�� 3197（26番人気）
3連複票数 計 751651 的中 ��� 9829（17番人気）
3連単票数 計1067086 的中 ��� 5019（39番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．6―13．6―12．7―12．3―12．0―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．5―50．1―1：02．8―1：15．1―1：27．1―1：39．0

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

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノベースマン �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．6．18 東京2着

2015．3．24生 牡2黒鹿 母 ニシノマナムスメ 母母 ニシノフラワー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 タイキフェルヴール号は，枠入り不良。

18050 7月15日 曇 良 （29福島2）第5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

23 タイセイスマッシュ 牝3芦 54 柴田 大知田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 426－101：09．4 4．2�
35 アグリツーリスモ 牡3栗 56 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 468＋ 21：09．5� 7．3�
12 ビ ー レ デ ィ 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 �川フアーム 482 ―1：09．6クビ 140．0�
48 シゲルパンダ 牝3栗 54 大野 拓弥森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 388－ 61：09．81� 49．3�
713 リンガスネオ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 474± 01：10．01 2．1�
815 カゼノアスリート 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎深井 孟氏 中舘 英二 新ひだか 株式会社U・M・A 414＋ 41：10．1� 41．9	
611 フ ァ シ ル 牝3鹿 54 吉田 豊�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 448－ 21：10．2� 235．4

612 ペ ラ ッ チ �3栗 56 内田 博幸荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B462－ 21：10．3� 6．6�
47 ハニーポット 牝3栗 54 柴田 善臣平田 修氏 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 446＋20 〃 ハナ 10．2�
36 サーストンヒーロー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 勢司 和浩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 61：10．61� 123．9

59 キ ッ プ ヨ シ 牡3鹿 56 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 坂本牧場 470± 0 〃 ハナ 22．9�
714 バーンザブリッジ 牡3鹿 56 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 518± 0 〃 ハナ 121．2�
510 カシノスイープ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 486＋ 41：11．23� 20．2�

24 ベ ル ロ ー ズ 牝3鹿 54 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 浦河 鵜木 唯義 486＋ 41：11．52 165．4�
816 ニットウバーブラ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 430－ 61：13．5大差 355．4�
11 ベッラバンビーナ 牝3栗 54 嶋田 純次岡田 牧雄氏 清水 英克 浦河 田中スタッド 484－ 81：15．110 332．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，166，500円 複勝： 41，146，600円 枠連： 11，845，400円
馬連： 52，151，100円 馬単： 29，484，300円 ワイド： 37，308，200円
3連複： 74，399，200円 3連単： 97，793，300円 計： 370，294，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 230円 � 3，040円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 690円 �� 13，440円 �� 21，320円

3 連 複 ��� 102，380円 3 連 単 ��� 466，440円

票 数

単勝票数 計 261665 的中 � 48763（2番人気）
複勝票数 計 411466 的中 � 60282（2番人気）� 51449（4番人気）� 2670（13番人気）
枠連票数 計 118454 的中 （2－3） 5681（7番人気）
馬連票数 計 521511 的中 �� 25360（6番人気）
馬単票数 計 294843 的中 �� 7805（10番人気）
ワイド票数 計 373082 的中 �� 14979（6番人気）�� 690（57番人気）�� 434（67番人気）
3連複票数 計 743992 的中 ��� 545（138番人気）
3連単票数 計 977933 的中 ��� 152（635番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．4―12．0―12．6―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．8―43．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスマッシュ �
�
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 2016．12．3 中山6着

2014．5．12生 牝3芦 母 エリモエクレール 母母 エリモジェニー 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニットウバーブラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月15日まで平地

競走に出走できない。
ベッラバンビーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月15日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイツーマルク号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 福島競馬 第５日



18051 7月15日 曇 良 （29福島2）第5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 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

23 オウケンスターダム 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 474＋ 41：47．8 4．2�
22 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B500＋ 21：47．9� 13．3�
47 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 468＋ 41：48．0� 3．4�
35 ダウンザライン 牡3芦 56 嘉藤 貴行�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B460－ 21：48．31� 7．6�
815 キャプテンムーン 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 484＋ 21：48．72� 104．9�
712 コ ハ ク 牡3栗 56 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B456± 01：48．91 3．2	
58 グリフレット 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅 
社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B430＋ 2 〃 アタマ 84．6�
610 テンメイキング 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 浦河 小葉松 幸雄 472 ―1：49．43 72．2�
611 マスカレードシチー 牡3青鹿56 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 B478－ 41：49．5クビ 114．6
59 リープスプラウト 牡3栗 56 丸田 恭介多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 480－ 61：49．81� 15．9�
34 ストレンジャー 牡3黒鹿56 内田 博幸�KTレーシング 奥村 武 新冠 的場牧場 478－ 41：50．12 35．0�
46 ドリームキャンパス 牡3鹿 56

54 △伴 啓太堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 ヤナガワ牧場 464－101：50．2� 164．2�
713 キ リ フ ダ 牡3栗 56 津村 明秀�パニオロ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 474± 0 〃 アタマ 17．6�
814 コウジインポシブル 牡3芦 56 石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 478－ 21：51．37 221．3�
11 アクセルスナイパー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 沖田 博志 538 ―1：51．4� 92．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，350，500円 複勝： 36，461，100円 枠連： 13，135，800円
馬連： 50，892，900円 馬単： 26，889，800円 ワイド： 31，303，000円
3連複： 66，558，400円 3連単： 81，841，500円 計： 331，433，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 250円 � 140円 枠 連（2－2） 2，380円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 700円 �� 260円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 15，420円

票 数

単勝票数 計 243505 的中 � 46328（3番人気）
複勝票数 計 364611 的中 � 67860（2番人気）� 28795（5番人気）� 74156（1番人気）
枠連票数 計 131358 的中 （2－2） 4274（10番人気）
馬連票数 計 508929 的中 �� 16595（9番人気）
馬単票数 計 268898 的中 �� 4972（19番人気）
ワイド票数 計 313030 的中 �� 10604（8番人気）�� 35217（1番人気）�� 10624（7番人気）
3連複票数 計 665584 的中 ��� 21754（5番人気）
3連単票数 計 818415 的中 ��� 3847（43番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．1―12．4―13．2―12．7―12．7―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．6―30．7―43．1―56．3―1：09．0―1：21．7―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンスターダム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2016．6．11 東京5着

2014．3．20生 牡3鹿 母 メロウメロディ 母母 シスタースルー 9戦1勝 賞金 8，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニシノマッハ号・マイネルルタン号

18052 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時45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
1：57．3
1：56．1

良
良

713 ガ ジ ュ マ ル 牝3芦 54 北村 宏司山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 22：01．0 6．0�
34 ミ ラ グ レ 牝3鹿 54 大野 拓弥�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 466－ 42：01．1� 5．6�
712 メイグランデ 牝3青 54 内田 博幸千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484＋ 42：01．31� 6．6�
46 デ ィ ー チ ェ 牝3栗 54 丸田 恭介�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 448＋ 4 〃 クビ 10．8�
610 エスポワールママン 牝3栗 54 江田 照男吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B444－ 22：01．51� 11．0�
815 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 	シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 42：01．71� 2．2

59 ヴァッラータ 牝3芦 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 400－122：01．91� 19．8�
35 コスモエアターン 牝3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 82：02．0� 105．6�
22 エンジェルナンバー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 434－ 82：02．1� 95．8
814 ゴールデンチャンス 牝3青鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－10 〃 クビ 77．1�
23 サンマルスイート 牝3黒鹿54 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 462＋ 42：02．2クビ 57．7�
47 ダイワファッション 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 492－ 22：02．3� 367．0�
11 プリンセスアイリス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎山内 晃氏 和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 82：02．4クビ 405．6�

611 クイーンズスタイル 牝3鹿 54 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 444－ 42：02．61� 70．7�

58 ミサトウオッカ 牝3栗 54 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 454－ 42：03．34 217．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，804，700円 複勝： 37，398，500円 枠連： 15，846，400円
馬連： 55，051，900円 馬単： 32，617，600円 ワイド： 36，399，900円
3連複： 72，610，800円 3連単： 106，748，100円 計： 389，477，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 220円 � 200円 枠 連（3－7） 1，300円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 840円 �� 560円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 24，500円

票 数

単勝票数 計 328047 的中 � 43661（3番人気）
複勝票数 計 373985 的中 � 47113（3番人気）� 42414（4番人気）� 49058（2番人気）
枠連票数 計 158464 的中 （3－7） 9426（5番人気）
馬連票数 計 550519 的中 �� 20554（7番人気）
馬単票数 計 326176 的中 �� 5428（15番人気）
ワイド票数 計 363999 的中 �� 11019（8番人気）�� 17254（4番人気）�� 8564（14番人気）
3連複票数 計 726108 的中 ��� 11714（14番人気）
3連単票数 計1067481 的中 ��� 3158（72番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．3―12．9―12．5―12．1―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．4―47．7―1：00．6―1：13．1―1：25．2―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ジ ュ マ ル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2017．4．23 福島10着

2014．4．11生 牝3芦 母 ピースヴィクトリア 母母 プレシャスライフ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 ミサトウオッカ号は，装鞍所で左前肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。



18053 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

55 オジョーノキセキ 牝2鹿 54 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 494 ―1：10．4 6．5�
78 マドモアゼル 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 442 ―1：10．5� 1．4�
810 マイネルカルム 牡2青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 410 ―1：11．13� 5．9�
33 コ ト ブ キ 牝2黒鹿54 田中 勝春江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 444 ― 〃 ハナ 13．8�
22 イサチルルンルン 牝2鹿 54 津村 明秀小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 432 ―1：11．52� 26．9�
79 フレンドアリス 牝2栗 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 452 ―1：11．81� 40．0	
811 マイネルフィリップ 牡2黒鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 一珍棒牧場 442 ―1：12．12 58．2

44 ムーンライズ 牝2鹿 54 内田 博幸平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 436 ―1：12．31	 31．9�
66 ト ッ プ ギ ア 牡2鹿 54 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 452 ―1：12．51� 85．7�
11 シゲルソラマメ 牡2鹿 54 吉田 豊森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 新井 昭二 436 ―1：13．13� 58．3
67 チ ャ ス カ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 478 ―1：27．9大差 229．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，282，100円 複勝： 92，540，700円 枠連： 9，830，900円
馬連： 46，970，600円 馬単： 35，158，700円 ワイド： 28，968，300円
3連複： 56，483，800円 3連単： 113，950，900円 計： 420，186，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 200円 �� 370円 �� 180円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 362821 的中 � 46256（3番人気）
複勝票数 計 925407 的中 � 54039（2番人気）� 704908（1番人気）� 53607（3番人気）
枠連票数 計 98309 的中 （5－7） 16384（2番人気）
馬連票数 計 469706 的中 �� 72179（2番人気）
馬単票数 計 351587 的中 �� 16263（6番人気）
ワイド票数 計 289683 的中 �� 38908（2番人気）�� 16211（4番人気）�� 45442（1番人気）
3連複票数 計 564838 的中 ��� 69497（1番人気）
3連単票数 計1139509 的中 ��� 14656（14番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．6―11．8―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．3―35．9―47．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．5
3 5（1，8，11）（2，6，10）－3－（4，9）＝7 4 ・（5，8）11（1，2，10）3（6，9）4＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オジョーノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キャプテンスティーヴ 初出走

2015．1．21生 牝2鹿 母 キャプテンガール 母母 ツーツーエイプリル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 チャスカ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャスカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月15日まで平地競走に出

走できない。

18054 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系2歳
発走13時05分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

良
良

813 ココロノイコロ 牡2黒鹿54 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 416 ―1：10．7 12．7�
610 ハルキストン 牡2鹿 54 津村 明秀若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 422 ―1：10．91� 13．4�
712 ネ コ マ レ ー 牝2鹿 54 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 髙村 伸一 432 ―1：11．43 26．6�
814 ヴァローレネロ 牡2青 54 内田 博幸程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン

ズファーム 428 ― 〃 アタマ 32．3�
33 ウ メ タ ロ ウ 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 484 ―1：11．5クビ 24．4�
45 スガノインディ 牡2鹿 54 大野 拓弥菅原 光博氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 470 ―1：11．92� 43．3	
46 キャベンディッシュ 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 490 ―1：12．11� 119．7

57 ニシノシコン 牡2鹿 54 嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 日進牧場 446 ―1：12．2� 23．0�
58 シャイニーカラーズ 牡2栗 54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 494 ―1：12．3� 5．7�
69 ポ フ ツ カ ワ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 新ひだか 折手牧場 462 ―1：13．15 4．1
711 サクラトップライフ 牝2黒鹿54 江田 照男�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 444 ―1：13．31� 211．3�
34 デルマキュラソー 牡2栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 430 ―1：13．83 261．9�
22 タマモアモーレ 牡2栗 54 戸崎 圭太タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 470 ―1：13．9� 2．3�
11 ツァイトライゼ 牡2栗 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 418 ―1：14．53� 96．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，470，200円 複勝： 33，342，800円 枠連： 14，460，400円
馬連： 55，380，400円 馬単： 30，339，900円 ワイド： 33，179，700円
3連複： 68，683，200円 3連単： 86，894，500円 計： 359，751，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 310円 � 330円 � 500円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 13，480円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 2，170円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 27，540円 3 連 単 ��� 172，590円

票 数

単勝票数 計 374702 的中 � 24864（4番人気）
複勝票数 計 333428 的中 � 29190（4番人気）� 27286（5番人気）� 16520（7番人気）
枠連票数 計 144604 的中 （6－8） 9998（5番人気）
馬連票数 計 553804 的中 �� 7453（21番人気）
馬単票数 計 303399 的中 �� 1687（43番人気）
ワイド票数 計 331797 的中 �� 4579（22番人気）�� 3937（23番人気）�� 3690（24番人気）
3連複票数 計 686832 的中 ��� 1870（80番人気）
3連単票数 計 868945 的中 ��� 365（469番人気）

ハロンタイム 9．7―11．1―11．7―12．5―12．7―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．8―32．5―45．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココロノイコロ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2015．3．15生 牡2黒鹿 母 コペノイコロ 母母 コペルティーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



18055 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第7競走 ��
��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 アントレーン 牝3栗 54
51 ▲野中悠太郎鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 430－ 21：09．3 18．0�

24 カラーアゲン 牝3栗 54 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B474± 01：09．4� 5．0�
47 アシュランス 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 21：09．5� 3．0�
11 サクラメジャー 牝3鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 432－ 61：09．6� 5．7�
12 ノーティインパクト 牡3栗 56 嶋田 純次小関 昭次氏 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 422± 01：09．91� 60．2�
510 ダイメイピット 牡3鹿 56

54 △伴 啓太宮本 昇氏 本間 忍 日高 横井 哲 400＋ 2 〃 ハナ 157．8	
59 グローリアスイリス 牝3黒鹿54 石橋 脩日下部勝德氏 牧 光二 新冠 スカイビーチステーブル 494＋ 4 〃 クビ 21．3

612	 ノーザンライアン 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 462－ 2 〃 アタマ 6．0�
815 ア ロ エ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅橋詰 弘一氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 406＋ 61：10．22 296．3�

713 ユキノレーヌ 牝3栗 54 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 418－ 6 〃 アタマ 5．3
36 タニセンジュピター 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 450－ 41：10．3クビ 72．7�
816 デルマミセラレテ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 430＋ 41：10．72� 36．8�
48 フェアウエル 牝3栗 54 丸田 恭介加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 402－ 41：11．33� 195．5�
611 ラブリイメッセージ 牝3鹿 54 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B442－ 81：11．4� 71．6�
714 スタコラサッサ 牝3黒鹿54 吉田 豊吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B450－191：11．72 214．8�
35 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± 01：12．02 151．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，261，000円 複勝： 44，130，700円 枠連： 15，645，800円
馬連： 69，071，200円 馬単： 31，307，000円 ワイド： 38，989，800円
3連複： 83，937，500円 3連単： 110，313，000円 計： 425，656，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 310円 � 170円 � 140円 枠 連（2－2） 3，730円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 950円 �� 810円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 29，420円

票 数

単勝票数 計 322610 的中 � 14306（6番人気）
複勝票数 計 441307 的中 � 28376（6番人気）� 70138（2番人気）� 96440（1番人気）
枠連票数 計 156458 的中 （2－2） 3244（14番人気）
馬連票数 計 690712 的中 �� 14279（13番人気）
馬単票数 計 313070 的中 �� 2695（31番人気）
ワイド票数 計 389898 的中 �� 9834（13番人気）�� 11757（10番人気）�� 33515（1番人気）
3連複票数 計 839375 的中 ��� 20081（8番人気）
3連単票数 計1103130 的中 ��� 2718（92番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．1―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．1―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アントレーン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2016．6．25 函館4着

2014．3．11生 牝3栗 母 レイクマーメイド 母母 ゴールデンマザー 17戦1勝 賞金 16，250，000円
〔制裁〕 タニセンジュピター号の騎手菊沢一樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

ラブリイメッセージ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
アシュランス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戒告。（被害馬：10番）

18056 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

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

11 ピントゥリッキオ 牝4鹿 55 大野 拓弥大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社
松田牧場 462＋ 81：46．7 11．5�

712 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55
52 ▲藤田菜七子杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 466－ 21：47．01� 87．4�

815 サクレディーヴァ 牝4芦 55 横山 典弘 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 526＋ 61：47．1� 2．1�
22 パイルーチェ 牝3栗 52 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B454－ 4 〃 クビ 4．1�
814 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 488＋ 61：47．41� 10．5�
23 ゼロカラノキセキ 牝4鹿 55 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 480－ 41：47．5� 5．7	
47 エグランティエ 牝5栗 55 吉田 豊
ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 426－ 8 〃 クビ 17．6�
34 マースチェル 牝3栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 21：47．82 39．5�
59 ブルーヘヴン 牝3黒鹿 52

49 ▲菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492＋101：48．11� 69．4

713� ルミエールカフェ 牝4鹿 55 江田 照男西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 488－ 61：48．31	 178．7�
610 レッドアメリア 牝3鹿 52 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 452－ 41：48．72� 39．7�
58 ノーフェイト 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 470＋ 41：48．91� 52．3�
46 フレンドパリ 牝3黒鹿52 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 434－ 61：50．510 29．2�
35 � サダコチャン 牝3黒鹿 52

49 ▲武藤 雅ケンレーシング組合 根本 康広 青森 清水 貞信 402－ 61：53．5大差 239．9�
（14頭）

611 グリシーヌシチー 牝5鹿 55 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 468＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，546，400円 複勝： 49，944，300円 枠連： 23，563，000円
馬連： 75，600，800円 馬単： 33，864，700円 ワイド： 41，126，600円
3連複： 89，270，400円 3連単： 120，017，100円 計： 468，933，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 230円 � 1，110円 � 130円 枠 連（1－7） 22，940円

馬 連 �� 39，580円 馬 単 �� 74，480円

ワ イ ド �� 5，830円 �� 390円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 13，880円 3 連 単 ��� 151，580円

票 数

単勝票数 差引計 355464（返還計 3820） 的中 � 24597（5番人気）
複勝票数 差引計 499443（返還計 9319） 的中 � 51795（4番人気）� 7743（12番人気）� 139613（1番人気）
枠連票数 差引計 235630（返還計 459） 的中 （1－7） 796（30番人気）
馬連票数 差引計 756008（返還計 35253） 的中 �� 1480（56番人気）
馬単票数 差引計 338647（返還計 15011） 的中 �� 341（107番人気）
ワイド票数 差引計 411266（返還計 22417） 的中 �� 1680（51番人気）�� 30733（2番人気）�� 4424（24番人気）
3連複票数 差引計 892704（返還計 85624） 的中 ��� 4821（43番人気）
3連単票数 差引計1200171（返還計114191） 的中 ��� 574（366番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．5―12．4―13．2―13．1―13．0―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．2―41．6―54．8―1：07．9―1：20．9―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ピントゥリッキオ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．20 中山15着

2013．3．24生 牝4鹿 母 リモーネフレイバー 母母 ウルフコール 20戦3勝 賞金 30，300，000円
〔競走除外〕 グリシーヌシチー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サダコチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月15日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピサノベルベット号



18057 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第9競走 ��
��1，200�

こおりやま

郡 山 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

814 クリーンファンキー 牝4栗 55 津村 明秀石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 490＋ 41：09．2 1．9�
711 ブ ロ ワ 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 462－ 21：09．3� 23．7�
58 プリティマックス 牝3栗 52 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 428± 01：09．51	 14．5�
57 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿52 大野 拓弥岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：09．6
 28．4�
33 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：09．81 11．7	
610 ル ノ ー ト ル �4青鹿57 内田 博幸吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 9．5

46 プエルトプリンセサ 牝4鹿 55 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 434＋ 2 〃 クビ 7．9�
34 � ケイビイノキセキ 牡5鹿 57 西田雄一郎菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 518＋ 21：10．11
 166．1�
712 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿54 野中悠太郎久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 480－10 〃 クビ 11．2
69 クラウンルシフェル 牡6栗 57 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 492－ 4 〃 ハナ 38．5�
813� ホ ー ミ ー 牡4黒鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 472－ 41：10．52� 127．9�
22 � トーセンアルバータ 牝4鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

478＋ 41：10．6� 23．4�
45 � ココロノキャンバス 牝4栗 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 394＋ 8 〃 クビ 375．3�
11 � グレンデール 牡6鹿 57 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 488± 01：11．34 11．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，724，900円 複勝： 44，763，900円 枠連： 20，753，000円
馬連： 90，487，100円 馬単： 39，041，800円 ワイド： 46，711，900円
3連複： 110，311，600円 3連単： 144，899，900円 計： 534，694，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 400円 � 340円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 660円 �� 690円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 23，210円

票 数

単勝票数 計 377249 的中 � 158343（1番人気）
複勝票数 計 447639 的中 � 123874（1番人気）� 22588（10番人気）� 27368（7番人気）
枠連票数 計 207530 的中 （7－8） 21648（1番人気）
馬連票数 計 904871 的中 �� 43881（6番人気）
馬単票数 計 390418 的中 �� 13626（5番人気）
ワイド票数 計 467119 的中 �� 18799（6番人気）�� 17767（7番人気）�� 3744（40番人気）
3連複票数 計1103116 的中 ��� 14289（21番人気）
3連単票数 計1448999 的中 ��� 4526（60番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．7
3 11（7，14）9（8，6）（2，3）（1，4，13）（10，12）－5 4 11，14，7（8，9，6）（3，13）（2，12）（4，10）1－5

勝馬の
紹 介

クリーンファンキー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．11．1 東京4着

2013．4．9生 牝4栗 母 マヤノメメント 母母 ネ ガ ノ 11戦3勝 賞金 31，799，000円

18058 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．7．16以降29．7．9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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

33 デルマサリーチャン 牝6鹿 51 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 488－ 22：39．6 43．4�
55 ワイルドダンサー 牡5鹿 55 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 490± 02：39．7� 14．6�
66 サブライムカイザー 牡5鹿 56 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 498－ 6 〃 ハナ 4．9�
44 サトノシャーク 牡3鹿 53 戸崎 圭太里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 500－ 62：39．91� 2．1�
22 エアピザレー 牡6栗 55 北村 宏司 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 ハナ 10．0�
11 	 ハヤブサライデン 牡5鹿 53 柴田 善臣	吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 486＋ 22：40．22 45．9

810 ネイチャーレット 牡4鹿 57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 452－14 〃 アタマ 3．5�
89 	 ラルプデュエズ 牡7黒鹿54 内田 博幸吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：40．3クビ 25．0�
78 
 ヌ ー ナ 牝5黒鹿51 石川裕紀人岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

538＋ 82：40．93� 186．0
77 マシェリガール 牝4黒鹿51 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 B496－ 62：41．53� 20．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，723，200円 複勝： 48，804，100円 枠連： 20，426，900円
馬連： 98，073，800円 馬単： 52，209，000円 ワイド： 49，923，700円
3連複： 121，678，600円 3連単： 237，022，700円 計： 671，862，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，340円 複 勝 � 720円 � 340円 � 200円 枠 連（3－5） 11，170円

馬 連 �� 27，660円 馬 単 �� 60，990円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 2，410円 �� 880円

3 連 複 ��� 33，120円 3 連 単 ��� 347，850円

票 数

単勝票数 計 437232 的中 � 8059（8番人気）
複勝票数 計 488041 的中 � 14842（8番人気）� 36039（5番人気）� 79253（3番人気）
枠連票数 計 204269 的中 （3－5） 1416（24番人気）
馬連票数 計 980738 的中 �� 2747（36番人気）
馬単票数 計 522090 的中 �� 642（70番人気）
ワイド票数 計 499237 的中 �� 2489（35番人気）�� 5255（23番人気）�� 15303（12番人気）
3連複票数 計1216786 的中 ��� 2755（67番人気）
3連単票数 計2370227 的中 ��� 494（436番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．8―12．7―12．2―12．5―12．2―12．6―12．0―12．0―11．8―11．7―12．1

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―37．8―50．5―1：02．7―1：15．2―1：27．4―1：40．0―1：52．0―2：04．0―2：15．8―2：27．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマサリーチャン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．19 東京10着

2011．3．23生 牝6鹿 母 ローザロッサ 母母 マンボステップ 44戦3勝 賞金 38，505，000円



18059 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第11競走 ��
��1，700�

あ だ た ら

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

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

58 コスモカナディアン 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 474－ 61：45．5 3．6�
46 クラシックメタル �6鹿 57 石橋 脩吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 7．9�
814 クインズサターン 牡4芦 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B470± 01：45．6クビ 3．1�
23 スノーモンキー 牡7鹿 57 武士沢友治石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 458± 01：46．23	 62．2�
22 クロフネビームス 牝5芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 492＋ 8 〃 クビ 15．0	
610 キングストーン 牡6鹿 57 津村 明秀寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B502－ 4 〃 ハナ 35．0

34 ショウナンカサロ 牝5青鹿55 江田 照男国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 468± 01：46．73 76．6�
815 モ ン テ ネ オ 牡7黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 61：47．12	 58．5�
59 アサクサスターズ 牡6栗 57 西村 太一田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488－ 61：47．52	 192．1
47 
 ダイゴマサムネ 牡5栗 57 武藤 雅長谷川光司氏 寺島 良 浦河 ヒダカフアーム B502－ 81：47．92	 222．5�
713
 ビービートレイター 牡7黒鹿57 田中 勝春�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 504－ 81：48．0� 196．7�
712 トゥルーウインド 牡5栗 57 北村 宏司 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 450± 01：48．1	 8．1�
11 アドマイヤシャイ 牝5黒鹿55 丸田 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444－ 4 〃 ハナ 41．5�
35 エ ネ ス ク 牡4鹿 57 内田 博幸桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 502－121：48．41� 5．0�
611 ジャッカスバーク �6黒鹿57 石川裕紀人 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 21：48．82	 41．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 76，989，100円 複勝： 106，905，700円 枠連： 48，818，100円
馬連： 268，068，300円 馬単： 106，530，800円 ワイド： 116，705，800円
3連複： 359，814，800円 3連単： 537，338，400円 計： 1，621，171，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 180円 � 140円 枠 連（4－5） 1，600円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 8，870円

票 数

単勝票数 計 769891 的中 � 170290（2番人気）
複勝票数 計1069057 的中 � 201206（2番人気）� 127749（4番人気）� 217791（1番人気）
枠連票数 計 488181 的中 （4－5） 23593（7番人気）
馬連票数 計2680683 的中 �� 137095（6番人気）
馬単票数 計1065308 的中 �� 31867（10番人気）
ワイド票数 計1167058 的中 �� 59219（4番人気）�� 98967（1番人気）�� 57953（5番人気）
3連複票数 計3598148 的中 ��� 191978（2番人気）
3連単票数 計5373384 的中 ��� 43906（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．4―42．8―55．2―1：07．3―1：19．5―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモカナディアン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 With Approval デビュー 2015．7．12 福島11着

2013．5．3生 牡4鹿 母 カナディアンアプルーバル 母母 A Taste for Lace 20戦5勝 賞金 95，808，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 クインズサターン号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
30，000円。（被害馬：13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） 3頭 エバーキュート号・コアレスキング号・ロードシャリオ号

18060 7月15日 曇 良 （29福島2）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

612 シ ャ ラ ラ 牝4鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 484－ 41：46．9 9．4�
816 バリンジャー 牡3栗 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 446＋ 81：47．22 16．4�
11 アピールバイオ 牝3鹿 52 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 448－ 21：47．3クビ 4．6�
12 ラッシュアタック 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 498－ 4 〃 ハナ 7．2�
24 ネームユアポイズン 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 3．0	
48 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 538＋161：47．62 5．4

59 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 436－ 61：47．7� 276．9�
23 � ブランダルジャン 牝5芦 55

52 ▲武藤 雅河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 470－ 41：47．9� 32．9�
36 � キーフォーサクセス 牡5黒鹿57 江田 照男 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B446＋ 21：48．11	 82．3
47 シグネットリング 牡3黒鹿54 津村 明秀 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 14．6�
714 プランスシャルマン 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452± 01：48．63 26．7�
713 アーリーサプライズ 牡3青鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490＋ 41：48．7クビ 77．2�
510� ダイメイサンジ 牡8鹿 57 小野寺祐太宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 500＋ 41：49．33
 340．5�
815 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡5黒鹿57 石川裕紀人 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 406－14 〃 アタマ 113．1�
611 ホワイトウインド 牝5芦 55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 460± 01：49．93
 48．2�
35 ジュンスターホース 牡3栗 54 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B460－ 21：51．17 44．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，639，600円 複勝： 86，826，600円 枠連： 43，444，300円
馬連： 159，278，900円 馬単： 67，157，700円 ワイド： 92，828，900円
3連複： 215，015，700円 3連単： 317，098，700円 計： 1，045，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 260円 � 440円 � 180円 枠 連（6－8） 4，260円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 12，660円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 790円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 9，180円 3 連 単 ��� 66，610円

票 数

単勝票数 計 636396 的中 � 54093（5番人気）
複勝票数 計 868266 的中 � 83416（5番人気）� 43890（7番人気）� 148170（2番人気）
枠連票数 計 434443 的中 （6－8） 7902（17番人気）
馬連票数 計1592789 的中 �� 18125（22番人気）
馬単票数 計 671577 的中 �� 3976（42番人気）
ワイド票数 計 928289 的中 �� 11585（21番人気）�� 31217（8番人気）�� 17371（14番人気）
3連複票数 計2150157 的中 ��� 17565（27番人気）
3連単票数 計3170987 的中 ��� 3451（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―35．7―48．0―59．8―1：11．4―1：23．1―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．5
1
3

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

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

シ ャ ラ ラ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Miswaki デビュー 2015．11．7 東京2着

2013．4．11生 牝4鹿 母 ナムラクロシェット 母母 Romy 17戦2勝 賞金 26，500，000円
〔発走状況〕 バリンジャー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 バリンジャー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンスターホース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月15日まで平地

競走に出走できない。



（29福島2）第5日 7月15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 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
5，060，000円
17，020，000円
1，260，000円
20，530，000円
68，945，000円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
475，664，500円
661，412，100円
253，117，000円
1，074，095，300円
514，967，900円
588，859，500円
1，393，929，100円
2，060，626，700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 7，022，672，100円

総入場人員 8，821名 （有料入場人員 7，081名）
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