
18061 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時10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
1：08．5
1：07．8

良
良

811 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 464－ 81：10．4 5．2�
67 トリニティハート 牝2黒鹿54 北村 宏司 �スピードファーム和田 正道 浦河 帰山 清貴 466－ 61：10．61� 4．5�
22 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 434－ 41：10．92 2．1�
812 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 462＋ 21：11．75 37．4�
79 ソ ン タ ク 牡2鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 444＋ 21：12．02 123．2�
68 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 456－ 2 〃 ハナ 15．9	
55 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 466＋ 81：12．1� 7．2

11 ビッグジュジュ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 402－ 2 〃 クビ 139．2�
710 クリノモリゾ 牝2鹿 54 石川裕紀人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420－ 41：12．41� 20．1�
56 キャンドルロード 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム 468－ 81：12．61� 196．5
44 スロットマシーン 牡2青鹿54 江田 勇亮田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 沼田 照秋 424－ 41：12．7� 249．3�
33 サイタグレイス 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也サイタグローバル 杉浦 宏昭 白老 習志野牧場 412－10 〃 クビ 227．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，556，000円 複勝： 29，942，800円 枠連： 11，149，000円
馬連： 47，700，700円 馬単： 29，594，200円 ワイド： 26，702，800円
3連複： 58，544，200円 3連単： 109，215，700円 計： 338，405，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 340円 �� 210円 �� 220円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 255560 的中 � 41255（3番人気）
複勝票数 計 299428 的中 � 48698（2番人気）� 41197（3番人気）� 109104（1番人気）
枠連票数 計 111490 的中 （6－8） 9971（4番人気）
馬連票数 計 477007 的中 �� 30161（4番人気）
馬単票数 計 295942 的中 �� 8345（10番人気）
ワイド票数 計 267028 的中 �� 17651（4番人気）�� 33638（1番人気）�� 32202（2番人気）
3連複票数 計 585442 的中 ��� 60690（1番人気）
3連単票数 計1092157 的中 ��� 12250（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．3―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．0―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ス モ ン ダ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．7．1 福島5着

2015．1．26生 牝2鹿 母 ノーブルウーマン 母母 Princess Atoosa 2戦1勝 賞金 5，700，000円

18062 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第2競走 ��1，800�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 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

59 ベイビーステップ 牡3鹿 56
53 ▲武藤 雅大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 480＋ 21：48．8 11．1�

714 ジャガーゲイム �3栗 56 江田 照男山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 420－ 2 〃 クビ 44．1�
24 ヴァントネール 牝3栗 54 菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 448＋ 61：49．11� 51．3�
35 スターライトブルー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 81：49．2� 1．8�
48 ウインドフォール 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 486＋ 21：49．41� 50．7�
815 リレントレス 牡3黒鹿56 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 490＋ 2 〃 クビ 21．5	
510 ラディアンスウェイ 牡3鹿 56 石橋 脩 
社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 430－ 21：49．5� 5．5�
612 コスモノーズプレス 牡3栗 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B452＋ 8 〃 ハナ 24．2�
11 リマインドミー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 492＋ 21：49．92 308．4
611 スズカサニーサイド 牝3黒鹿54 武士沢友治永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか タイヘイ牧場 416－ 81：50．0� 230．8�
23 パ サ デ ナ 牡3青鹿56 伊藤 工真前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 512－ 81：50．63� 75．4�
12 ゲ キ テ キ 牡3栃栗 56

55 ☆木幡 巧也 �CHEVAL AT-
TACHE 斎藤 誠 青森 今川 満良 452＋ 41：51．87 187．3�

713 ニューヨーカー 牡3黒鹿56 嶋田 純次田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 486－ 21：52．22� 403．9�
816 マダムフィガロ 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 田原橋本牧場 B472± 01：53．37 121．5�
36 ジェルミナシオン 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 470－ 4 〃 ハナ 22．0�
47 グラスルアー 牡3青鹿56 大野 拓弥半沢
 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 466＋ 8 （競走中止） 4．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，223，200円 複勝： 81，408，000円 枠連： 14，547，300円
馬連： 62，440，800円 馬単： 34，976，200円 ワイド： 37，757，700円
3連複： 82，541，700円 3連単： 130，514，800円 計： 472，409，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 580円 � 1，860円 � 1，960円 枠 連（5－7） 5，820円

馬 連 �� 20，930円 馬 単 �� 46，180円

ワ イ ド �� 4，060円 �� 4，170円 �� 8，920円

3 連 複 ��� 152，100円 3 連 単 ��� 727，870円

票 数

単勝票数 計 282232 的中 � 20333（4番人気）
複勝票数 計 814080 的中 � 39637（4番人気）� 11266（8番人気）� 10624（10番人気）
枠連票数 計 145473 的中 （5－7） 1937（14番人気）
馬連票数 計 624408 的中 �� 2312（34番人気）
馬単票数 計 349762 的中 �� 568（66番人気）
ワイド票数 計 377577 的中 �� 2411（32番人気）�� 2345（33番人気）�� 1086（52番人気）
3連複票数 計 825417 的中 ��� 407（165番人気）
3連単票数 計1305148 的中 ��� 130（775番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．9―48．7―1：01．1―1：13．4―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベイビーステップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．10．2 中山9着

2014．4．12生 牡3鹿 母 カルテブランシェ 母母 シェナンドアリバー 9戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走状況〕 マダムフィガロ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 グラスルアー号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 マダムフィガロ号・ジェルミナシオン号は，最後の直線コースで，競走を中止した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 マイティドリーム号

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６日



18063 7月16日 小雨 良 （29福島2）第6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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

610 レッドエレノア 牝3青鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 B528＋ 61：47．2 3．7�
713 エ テ レ イ ン 牝3鹿 54

52 △伴 啓太�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 514 ―1：47．51� 137．6�
611 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 柴田 大知田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 462± 01：48．13� 6．8�
59 スマイルメロディー 牝3栗 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 424－ 21：48．2� 9．4�
35 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 444＋101：48．52 21．0	
23 ヒ ス イ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B486± 01：48．6� 17．7

58 キ ュ ン メ ル 牝3栗 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 上原 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442－ 41：48．7クビ 8．9�
34 ゴールデンマクリス 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452－ 21：49．65 94．5�
712 ピ ネ ロ ー ロ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B446－ 41：49．81� 48．8
11 ハ マ オ リ 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 大和田 成 安平 追分ファーム 432＋ 41：49．9� 61．7�
22 スギノエンプレス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 482＋ 6 〃 ハナ 2．3�
46 シェリトリンド 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458± 01：50．85 57．4�
47 ラピッドチェンジ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子堀 祥子氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 446－181：51．11� 120．5�
815 タイセイキセキ 牝3鹿 54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464－121：51．52� 55．6�
814 ヤマニンアルバス 牝3芦 54 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 446＋ 4 〃 アタマ 465．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，662，000円 複勝： 45，876，500円 枠連： 19，217，600円
馬連： 64，801，500円 馬単： 33，907，500円 ワイド： 40，308，400円
3連複： 86，051，700円 3連単： 119，709，300円 計： 443，534，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 2，270円 � 230円 枠 連（6－7） 5，780円

馬 連 �� 30，450円 馬 単 �� 45，250円

ワ イ ド �� 6，790円 �� 470円 �� 10，230円

3 連 複 ��� 50，380円 3 連 単 ��� 347，150円

票 数

単勝票数 計 336620 的中 � 71617（2番人気）
複勝票数 計 458765 的中 � 80203（2番人気）� 3896（14番人気）� 53568（3番人気）
枠連票数 計 192176 的中 （6－7） 2575（17番人気）
馬連票数 計 648015 的中 �� 1649（46番人気）
馬単票数 計 339075 的中 �� 562（76番人気）
ワイド票数 計 403084 的中 �� 1448（49番人気）�� 24221（4番人気）�� 957（61番人気）
3連複票数 計 860517 的中 ��� 1281（104番人気）
3連単票数 計1197093 的中 ��� 250（608番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．1―12．9―13．2―12．0―12．5―12．6―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．6―43．5―56．7―1：08．7―1：21．2―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドエレノア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2016．8．13 新潟6着

2014．5．8生 牝3青鹿 母 サ ビ ア ー レ 母母 Sakura Fabulous 5戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パラシオプリンセサ号

18064 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第4競走 ��2，770�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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード2：59．3良

810 シャイニーサンダー 牡4青鹿60 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 486± 03：03．0 1．7�
66 � タイセイエナジー 牡5栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B472－ 63：03．1� 5．8�
55 シゲルシマダイ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 524＋163：03．2クビ 24．9�
811 ニホンピロボーラー 牡4鹿 60 北沢 伸也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 502＋ 83：03．41� 6．2�
79 マイネルヴァッサー 牡4鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 63：03．61� 9．1�
33 スリージェット 牡4栗 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482± 03：04．13 54．0	
67 � ドリームパワー 牝8鹿 58 金子 光希
大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 464＋ 43：04．63 31．0�
22 � ユアーザワン 牡5青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 490－ 43：06．19 13．9�
44 オ イ チ 牝3青鹿56 小野寺祐太石井 義孝氏 浅野洋一郎 新冠 岩見牧場 470＋ 83：06．41	 29．9
11 � ロードリゲル 牡4鹿 60 上野 翔 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 480＋143：12．2大差 85．6�
78 � セルリアンシュロス 牡6青鹿60 江田 勇亮
イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 486－ 23：12．51	 50．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，255，400円 複勝： 19，429，600円 枠連： 13，141，500円
馬連： 40，483，400円 馬単： 24，832，800円 ワイド： 22，942，300円
3連複： 54，989，100円 3連単： 99，149，100円 計： 297，223，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 160円 � 350円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，020円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 222554 的中 � 103538（1番人気）
複勝票数 計 194296 的中 � 52810（1番人気）� 30505（3番人気）� 9943（7番人気）
枠連票数 計 131415 的中 （6－8） 27882（1番人気）
馬連票数 計 404834 的中 �� 51875（2番人気）
馬単票数 計 248328 的中 �� 20625（2番人気）
ワイド票数 計 229423 的中 �� 22692（2番人気）�� 5352（11番人気）�� 4128（16番人気）
3連複票数 計 549891 的中 ��� 11097（11番人気）
3連単票数 計 991491 的中 ��� 7086（25番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．0－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーサンダー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．10．18 京都7着

2013．3．22生 牡4青鹿 母 ブライティアダンス 母母 スプリングネヴァー 障害：5戦1勝 賞金 12，900，000円



18065 7月16日 曇 良 （29福島2）第6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

34 ノ ー ム コ ア 牝2芦 54 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 436 ―1：49．1 5．9�
712 マイティテソーロ 牡2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 494 ―1：49．73� 8．2�
59 ムーランナヴァン 牝2鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 420 ―1：49．91� 3．5�
814 ウーマンレジェンド 牝2黒鹿54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 478 ―1：50．21� 20．8�
47 コスモジラソウ 牡2栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 市川フアーム 474 ― 〃 クビ 36．8�
713 トーセンヴィータ 牡2青鹿54 北村 宏司島川 	哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 514 ―1：50．41� 6．8

35 エンジェルリード 牝2鹿 54 柴田 善臣広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 450 ―1：50．5クビ 20．5�
11 トキメキジュピター 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 494 ―1：50．82 146．6
22 ヘッドストリーム 牡2栗 54 戸崎 圭太犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 444 ―1：51．01� 3．8�
58 コールシーム 牝2青 54

51 ▲野中悠太郎�下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 406 ―1：51．21 92．7�
23 サノノツルギ 牡2黒鹿54 石橋 脩佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 460 ―1：52．47 43．1�
815 フジノシャイン 牝2鹿 54 柴田 大知遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 474 ―1：52．72 58．4�
611 フレールフォーコン 牡2鹿 54 江田 照男 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 福田牧場 430 ― 〃 ハナ 196．2�
46 エスポワールカフェ 牡2栗 54 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 450 ―1：53．65 68．7�
610 スプレンダドシング 牡2黒鹿54 武士沢友治山科 統氏 大竹 正博 浦河 谷川牧場 488 ―1：54．55 116．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，570，700円 複勝： 33，493，400円 枠連： 17，455，100円
馬連： 56，864，400円 馬単： 28，680，200円 ワイド： 30，640，400円
3連複： 70，648，400円 3連単： 91，556，300円 計： 360，908，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 220円 � 140円 枠 連（3－7） 820円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 710円 �� 380円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 315707 的中 � 44344（3番人気）
複勝票数 計 334934 的中 � 47185（3番人気）� 32796（5番人気）� 77522（1番人気）
枠連票数 計 174551 的中 （3－7） 16435（5番人気）
馬連票数 計 568644 的中 �� 21652（8番人気）
馬単票数 計 286802 的中 �� 5131（17番人気）
ワイド票数 計 306404 的中 �� 10547（8番人気）�� 21850（2番人気）�� 14941（4番人気）
3連複票数 計 706484 的中 ��� 27202（3番人気）
3連単票数 計 915563 的中 ��� 4459（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．6―48．0―59．9―1：12．1―1：24．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ノ ー ム コ ア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．2．25生 牝2芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 スプレンダドシング号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプレンダドシング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月16日まで平

地競走に出走できない。

18066 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第6競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走13時00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

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 472＋ 21：48．7 2．8�

23 ロジキャロル 牡3栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 浦河 栄進牧場 452＋ 4 〃 ハナ 6．7�
611 ラッキーパンチ 牡3鹿 56 柴田 大知田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 488－ 4 〃 クビ 7．5�
11 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 丸田 恭介古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B478＋ 21：49．55 5．4�
46 ブライトインベガス 牡3黒鹿56 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－101：49．92� 30．5�
22 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 482＋ 2 〃 クビ 7．7	
58 ペイシャオーシャン 牝3栗 54 江田 照男北所 直人氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 462－ 81：50．43 13．2

713 クードゥシャポー 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 498± 0 〃 ハナ 207．2�
814 ダンディードリーム 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 日高 三輪牧場 486－ 81：50．61� 205．2
35 サントリーニ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 460± 01：50．91	 141．6�
59 パーティーピーポー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �いとはんホール

ディングス 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－ 41：51．0クビ 20．3�
610 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 468－ 41：51．53 11．3�
34 ディスカバー 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456－ 21：52．24 53．2�
815 ハヤットアージ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 508－141：52．41 246．4�
47 ムードメーカー 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 562 ―1：53．03� 50．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，335，900円 複勝： 52，498，300円 枠連： 21，065，100円
馬連： 74，429，600円 馬単： 34，923，900円 ワイド： 45，767，100円
3連複： 104，179，400円 3連単： 124，746，500円 計： 494，945，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 180円 � 220円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 390円 �� 440円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 計 373359 的中 � 104576（1番人気）
複勝票数 計 524983 的中 � 130813（1番人気）� 67884（3番人気）� 50469（5番人気）
枠連票数 計 210651 的中 （2－7） 27405（1番人気）
馬連票数 計 744296 的中 �� 59759（2番人気）
馬単票数 計 349239 的中 �� 17117（2番人気）
ワイド票数 計 457671 的中 �� 31520（1番人気）�� 26780（3番人気）�� 14114（9番人気）
3連複票数 計1041794 的中 ��� 33201（3番人気）
3連単票数 計1247465 的中 ��� 9517（6番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．4―12．9―13．2―12．6―12．5―13．0―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．9―43．8―57．0―1：09．6―1：22．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイエピローグ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Fairy King デビュー 2016．9．3 新潟9着

2014．4．22生 牡3栗 母 フェアリーテールタイム 母母 Minnie Hauk 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔発走状況〕 サントリーニ号は，枠入り不良。

ランボシ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ムードメーカー号の騎手菊沢一樹は，4コーナーで蛇行したことについて戒告。（被害馬：4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 ロマンスマジック号



18067 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第7競走 ��
��2，600�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 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
2：37．3
2：37．3

良
良

11 フレスコパスト 牝3鹿 54
51 ▲武藤 雅岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 404＋ 42：42．4 4．5�

22 マンボスカイ 牝3黒鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490＋162：43．03� 8．2�
45 マイネルハレオ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 424－ 4 〃 クビ 4．4�
33 ベストダンス 牡3黒鹿56 大野 拓弥平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492± 02：43．1クビ 5．9�
34 ベルウッドミライ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 462± 02：43．31� 5．3�
711 ショウナンアリスト 牡3黒鹿56 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 480－ 22：43．51 96．2	
57 アウトオンアリム 牡3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 2 〃 クビ 7．7

813 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－122：43．81� 46．3�

610 センノギモーヴ 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 422－ 42：44．22� 19．3�

58 バトルセキトバ 牡3栗 56 石橋 脩宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 502± 02：44．62� 21．0
712 レインボーショット 牝3芦 54 石川裕紀人 �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 450＋ 62：45．45 34．5�
814 ローレルモナルカ 牡3青鹿 56

54 △伴 啓太 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 496± 02：45．61� 89．6�
46 マ ズ ル カ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 オリエント牧場 548＋ 22：45．7クビ 202．2�
69 オーブルージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 522－ 42：46．76 41．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，935，000円 複勝： 38，831，800円 枠連： 20，522，800円
馬連： 69，144，500円 馬単： 30，081，400円 ワイド： 37，509，900円
3連複： 88，466，200円 3連単： 112，339，900円 計： 422，831，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 210円 � 160円 枠 連（1－2） 1，770円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 680円 �� 440円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 16，020円

票 数

単勝票数 計 259350 的中 � 45433（2番人気）
複勝票数 計 388318 的中 � 59356（3番人気）� 44280（5番人気）� 65491（1番人気）
枠連票数 計 205228 的中 （1－2） 8944（7番人気）
馬連票数 計 691445 的中 �� 28604（9番人気）
馬単票数 計 300814 的中 �� 6410（15番人気）
ワイド票数 計 375099 的中 �� 13804（9番人気）�� 22750（1番人気）�� 15092（6番人気）
3連複票数 計 884662 的中 ��� 25303（7番人気）
3連単票数 計1123399 的中 ��� 5081（42番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．2―13．0―13．1―13．2―12．6―13．5―12．4―12．1―12．1―11．8―12．2

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�
12．9―24．2―36．4―49．4―1：02．5―1：15．7―1：28．3―1：41．8―1：54．2―2：06．3―2：18．4―2：30．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレスコパスト �
�
父 コンデュイット �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．10．22 東京11着

2014．4．21生 牝3鹿 母 ダ フ ィ ー ナ 母母 Dafayna 8戦1勝 賞金 6，800，000円

18068 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

610 タケショウベスト 牝3鹿 52 大野 拓弥�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 458＋141：09．1 3．9�
58 フェルクレール 牝4芦 55 嶋田 純次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 416－ 41：09．31� 18．2�
46 フ ァ ド 牝4栗 55 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 496＋ 6 〃 クビ 6．8�
814 ワンダフルラッシュ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 446＋ 21：09．4� 9．0�
712 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 438－101：09．5クビ 5．2	

59 サトノアイリ 牝4黒鹿55 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 432± 0 〃 クビ 22．1

815 ダイワプロパー 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム B496± 01：09．6� 17．8�
713 キュイキュイ 牝3栗 52 津村 明秀 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 14．2�
23 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 466－ 61：09．7クビ 11．3

47 リルティングインク 牝4黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 8 〃 クビ 5．3�
34 	 プラチナダイヤ 牝4栗 55

52 ▲菊沢 一樹村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 上村 清志 436± 01：09．91 131．9�
22 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 426－ 21：10．22 99．9�
35 	 ヒマラヤキンラン 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 千代田牧場 428＋ 61：10．52 222．4�
611	 デルマアツヒメ 牝4栗 55 宮崎 北斗南條 浩輝氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 388－101：10．71� 265．0�
11 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 52 田中 勝春鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 464＋ 21：11．55 38．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，571，400円 複勝： 61，196，400円 枠連： 27，732，500円
馬連： 95，006，500円 馬単： 41，454，300円 ワイド： 54，070，500円
3連複： 118，619，900円 3連単： 148，050，300円 計： 583，701，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 380円 � 230円 枠 連（5－6） 2，050円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 600円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 38，440円

票 数

単勝票数 計 375714 的中 � 75737（1番人気）
複勝票数 計 611964 的中 � 119987（1番人気）� 34481（7番人気）� 69016（4番人気）
枠連票数 計 277325 的中 （5－6） 10451（11番人気）
馬連票数 計 950065 的中 �� 19859（16番人気）
馬単票数 計 414543 的中 �� 5203（23番人気）
ワイド票数 計 540705 的中 �� 10539（15番人気）�� 24511（3番人気）�� 6935（27番人気）
3連複票数 計1186199 的中 ��� 12779（23番人気）
3連単票数 計1480503 的中 ��� 2792（116番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．7―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 ・（5，6）9（1，4，10）（7，14）（2，3，12）（8，15）13，11 4 ・（5，6）（9，10）（1，4，14）（2，3，7，12，15）（8，13）11

勝馬の
紹 介

タケショウベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．9 福島1着

2014．5．10生 牝3鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 9戦2勝 賞金 28，441，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



18069 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第9競走

ウインズ種市10周年記念

��
��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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

47 ビートマッチ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 532－ 41：59．0 3．8�
610 マヤノピナクル 牡4鹿 57 石橋 脩田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B448－ 41：59．85 11．0�
58 ストーリーセラー 牡6鹿 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 522－ 42：00．01� 16．7�
815 ファントムグレイ 牡4芦 57 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 438＋ 6 〃 クビ 66．4�
59 セイウングロリアス 牡3鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか 山野牧場 466－ 22：00．1	 6．5�
46 ヴァンデミエール 牝6鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444± 02：00．2
 81．7	
712 ウェルブレッド 牡5黒鹿57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 42：00．51	 33．6

611 ヴァルコイネン 牡6芦 57 丸田 恭介吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 466－ 42：00．6
 56．4�
814 マツリダバッハ 牡4青鹿57 北村 宏司髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488－ 42：00．7
 13．2�
22 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 490＋ 2 〃 ハナ 13．4
713 シャリオヴァルト 牡4鹿 57 横山 典弘前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 4 〃 クビ 3．1�
34 キークラッカー 牡4鹿 57 柴田 善臣北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 524－ 42：01．12
 7．6�
35 エドノジョンソン �5鹿 57 的場 勇人遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 456± 02：01．2
 234．4�
11 クイントゥープル 牝3栗 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 426± 02：01．3
 142．1�
23 ラスカルグレイ �4芦 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 42：02．25 227．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，772，500円 複勝： 58，845，600円 枠連： 26，430，500円
馬連： 115，188，300円 馬単： 49，499，600円 ワイド： 58，759，400円
3連複： 147，298，500円 3連単： 205，552，500円 計： 701，346，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 260円 � 380円 枠 連（4－6） 1，670円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，340円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 39，740円

票 数

単勝票数 計 397725 的中 � 83496（2番人気）
複勝票数 計 588456 的中 � 100414（2番人気）� 55887（4番人気）� 34784（8番人気）
枠連票数 計 264305 的中 （4－6） 12249（8番人気）
馬連票数 計1151883 的中 �� 42357（8番人気）
馬単票数 計 494996 的中 �� 12056（10番人気）
ワイド票数 計 587594 的中 �� 19520（8番人気）�� 11199（19番人気）�� 7454（26番人気）
3連複票数 計1472985 的中 ��� 11124（39番人気）
3連単票数 計2055525 的中 ��� 3750（140番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．9―12．7―12．5―12．2―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．0―34．3―46．2―58．9―1：11．4―1：23．6―1：35．6―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビートマッチ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．4 中山1着

2014．2．6生 牝3鹿 母 パーフェクトマッチ 母母 マッチザピース 4戦2勝 賞金 19，664，000円

18070 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第10競走 ��
��1，150�

つ る が じ ょ う

鶴 ヶ 城 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
1：06．9
1：06．9

良
良

35 ウインオスカー 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B514＋ 81：09．5 2．8�
510� スーパーモリオン 牡3青鹿54 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 498± 0 〃 クビ 4．4�
714 タイセイラナキラ 牝4栗 55 北村 宏司田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 514＋141：09．6クビ 15．8�
12 メイショウタラチネ 牝5黒鹿55 丸田 恭介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B466－ 7 〃 クビ 43．5�
48 パッシングブリーズ 牡6鹿 57 津村 明秀三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496－ 41：09．7クビ 13．9�
11 ジャストザヨコハマ 牡5栗 57 木幡 巧也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 514＋ 81：09．8	 117．9

815 サンビショップ 
5栗 57 武士沢友治加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 458－ 21：09．9	 14．4�
36 アフターバーナー 牡3鹿 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510＋ 21：10．0� 3．9�
23 � サウスキング 牡6黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 B476－ 21：10．1� 100．8
59 タイセイラルーナ 牝4栗 55 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 478± 01：10．31 21．0�
24 ベルエスメラルダ 牝3黒鹿52 田中 勝春内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 440± 0 〃 ハナ 16．4�
611 サンレイルージュ 牝5鹿 55 野中悠太郎永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 474－ 61：10．62 403．3�
816 リリーウイナー 牡5鹿 57 中谷 雄太土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 510± 0 〃 クビ 26．5�
713 クラウンカイザー 牡8黒鹿57 宮崎 北斗�クラウン 松永 康利 新冠 奥山 博 492－201：10．7クビ 258．4�
612 レディーピンク 牝7鹿 55 西田雄一郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 460＋ 81：11．34 326．6�
47 ダイワエキスパート 牡5芦 57 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 438－ 8 （競走中止） 39．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，230，000円 複勝： 67，278，300円 枠連： 38，890，200円
馬連： 161，260，900円 馬単： 67，161，400円 ワイド： 71，751，200円
3連複： 210，479，100円 3連単： 294，114，700円 計： 963，165，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 190円 � 380円 枠 連（3－5） 430円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 380円 �� 860円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 522300 的中 � 145369（1番人気）
複勝票数 計 672783 的中 � 166292（1番人気）� 87954（3番人気）� 33385（8番人気）
枠連票数 計 388902 的中 （3－5） 69707（1番人気）
馬連票数 計1612609 的中 �� 181484（2番人気）
馬単票数 計 671614 的中 �� 33439（4番人気）
ワイド票数 計 717512 的中 �� 53683（2番人気）�� 20649（7番人気）�� 13321（16番人気）
3連複票数 計2104791 的中 ��� 45114（10番人気）
3連単票数 計2941147 的中 ��� 14960（31番人気）

ハロンタイム 9．5―11．4―11．8―12．1―11．9―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．9―32．7―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインオスカー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．6．6 阪神1着

2013．3．31生 牡4鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 17戦4勝 賞金 66，158，000円
〔発走状況〕 ジャストザヨコハマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ダイワエキスパート号は，競走中に疾病〔右副手根骨粉砕骨折〕を発症し，向正面で騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 メイショウタラチネ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 サザンボルケーノ号・ツーエムカイザー号

２レース目



18071 7月16日 曇 良 （29福島2）第6日 第11競走 ��
��1，200�バーデンバーデンカップ

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，28．7．16以降29．7．9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

バーデンバーデン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

77 フミノムーン 牡5栗 55 戸崎 圭太谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452－121：09．0 3．4�
22 コスモドーム 牡6鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 518＋ 2 〃 アタマ 4．6�
89 アルマワイオリ 牡5黒鹿55 石橋 脩コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 482＋ 4 〃 クビ 4．1�
66 トウカイセンス 牝6鹿 52 丸田 恭介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 464＋201：09．21� 20．1�
44 ナガラオリオン 牡8鹿 56 中谷 雄太長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 476＋ 41：09．41� 9．9�
55 スマートオリオン 	7栗 56 横山 典弘大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 510－161：09．71
 13．7	
88 � オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿54 柴田 善臣小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 B476－ 21：09．91� 6．8

33 ショウナンアチーヴ 牡6黒鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 21：10．11� 25．2�
11 ジャストドゥイング 牡5鹿 54 津村 明秀前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540－ 61：11．69 10．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 91，040，900円 複勝： 92，967，200円 枠連： 43，227，800円 馬連： 265，657，600円 馬単： 111，990，300円
ワイド： 104，246，600円 3連複： 322，877，000円 3連単： 622，722，200円 5重勝： 444，137，400円 計： 2，098，867，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 140円 � 140円 枠 連（2－7） 860円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 350円 �� 320円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，360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����� 117，940円

票 数

単勝票数 計 910409 的中 � 211292（1番人気）
複勝票数 計 929672 的中 � 171487（1番人気）� 164496（3番人気）� 169829（2番人気）
枠連票数 計 432278 的中 （2－7） 38561（3番人気）
馬連票数 計2656576 的中 �� 234443（2番人気）
馬単票数 計1119903 的中 �� 57708（1番人気）
ワイド票数 計1042466 的中 �� 73410（3番人気）�� 83843（2番人気）�� 85408（1番人気）
3連複票数 計3228770 的中 ��� 223176（1番人気）
3連単票数 計6227222 的中 ��� 103494（1番人気）
5重勝票数 差引計4441374（返還計1508123） 的中 ����� 2636

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．4―45．7―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 8，5（1，3，7）（2，9）6，4 4 8－（3，5）（1，7）（2，9）（4，6）

勝馬の
紹 介

フミノムーン 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2014．10．25 京都1着

2012．3．30生 牡5栗 母 フミノシンデレラ 母母 リ フ ァ ン 18戦6勝 賞金 112，130，000円
〔騎手変更〕 トウカイセンス号の騎手石川裕紀人は，第10競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。

18072 7月16日 雨 良 （29福島2）第6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

59 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 55
52 ▲菊沢 一樹武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462－ 21：46．3 17．7�

611 アルーフクライ 牡3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452－ 21：46．4� 8．5�
814 ラインフェルス 牡5栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482± 01：46．5	 15．9�
815 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 490＋ 2 〃 クビ 9．1�
610
 アポロノホウリン 牡4鹿 57 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 486－ 21：46．92	 5．1�
713 ブラスロック 牡4鹿 57 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 日高 日高大洋牧場 494＋ 81：47．43 167．4

46 グラスレグナム 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 490± 01：47．5	 22．7�
34 ビレッジゴールド 牡4栗 57 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B476－ 21：47．71� 61．7�
23 デフィニール 牝4鹿 55 津村 明秀 	ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B476± 01：48．02 77．6
712 スズカゴーディー 牡3黒鹿54 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 482＋ 2 〃 アタマ 4．4�
22 �
 オーバーウェルム 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行	Basic 池上 昌和 加 Ballycroy

Training Centre B452－ 21：48．53 244．4�
47 ファンヴィー 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B504－121：48．6クビ 46．0�
35 
 マ イ テ ィ 4栗 57

54 ▲野中悠太郎	カネツ牧場 根本 康広 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 21：48．7� 40．5�

11 トーホウデサント 牡4鹿 57 江田 照男東豊物産	 田中 清隆 日高 竹島 幸治 482＋ 41：49．01� 105．7�
58 � チリーシルバー 牝3栗 52 戸崎 圭太吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest

Farm, LLC 486－10 〃 アタマ 2．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 90，402，300円 複勝： 116，534，000円 枠連： 56，649，600円
馬連： 218，398，900円 馬単： 97，744，600円 ワイド： 123，108，600円
3連複： 300，469，100円 3連単： 483，474，200円 計： 1，486，781，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 350円 � 290円 � 390円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 16，020円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 2，410円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 26，030円 3 連 単 ��� 184，380円

票 数

単勝票数 計 904023 的中 � 40684（7番人気）
複勝票数 計1165340 的中 � 85677（6番人気）� 110390（5番人気）� 75428（7番人気）
枠連票数 計 566496 的中 （5－6） 86326（1番人気）
馬連票数 計2183989 的中 �� 24311（23番人気）
馬単票数 計 977446 的中 �� 4574（50番人気）
ワイド票数 計1231086 的中 �� 15582（23番人気）�� 13092（27番人気）�� 17586（20番人気）
3連複票数 計3004691 的中 ��� 8656（77番人気）
3連単票数 計4834742 的中 ��� 1901（490番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．9―12．5―12．5―12．4―12．6―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．2―42．7―55．2―1：07．6―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサプリプリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．12．27 中山5着

2013．4．21生 牝4鹿 母 プリモウェイ 母母 Preeminence 12戦2勝 賞金 21，100，000円
〔騎手変更〕 ブラスロック号の騎手石川裕紀人は，第10競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タニガワ号

５レース目



（29福島2）第6日 7月16日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

196，880，000円
2，530，000円
15，220，000円
1，310，000円
21，710，000円
66，108，000円
5，008，200円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
515，555，300円
698，301，900円
310，029，000円
1，271，377，100円
584，846，400円
653，564，900円
1，645，164，300円
2，541，145，500円
444，137，400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 8，664，121，800円

総入場人員 13，213名 （有料入場人員 11，207名）
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