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18073 7月22日 曇 良 （29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 7，800，000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

710 スプレーモゲレイロ 牡4鹿 60 植野 貴也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462＋ 23：03．0 14．2�

67 トーアディラン �4栗 60 西谷 誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478－ 43：03．21� 3．6�
11 マイネルヴォーダン 牡5栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 518＋ 83：04．47 8．3�
68 ケントヒーロー 牡7栗 60 江田 勇亮田畑 富子氏 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 492－ 43：04．5� 89．4�
33 デルマヌラリヒョン 牡7鹿 60 浜野谷憲尚浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 498－ 23：04．92	 6．5�
55 ニシノファルコン 牡4黒鹿60 高野 和馬西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B452－ 23：05．0	 58．1	
811 バンダムザブラッド 牡4黒鹿60 草野 太郎山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 460－ 63：06．38 28．8

79 ア ツ コ 牝4鹿 58 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 豊洋牧場 502＋ 63：06．5� 14．8�
56 シャドウチェイサー �5黒鹿60 北沢 伸也飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 480± 03：07．98 9．5�
22 フクノドービル �5鹿 60 蓑島 靖典福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 492＋103：09．39 140．1
812 サンアルパイン �5鹿 60 上野 翔 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 498－ 43：14．1大差 73．0�
44 インパルスヒーロー 牡7鹿 60 石神 深一佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 2 （競走中止） 2．6�
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売 得 金
単勝： 13，226，400円 複勝： 19，353，400円 枠連： 8，154，500円
馬連： 29，775，200円 馬単： 15，638，700円 ワイド： 16，739，900円
3連複： 44，122，400円 3連単： 65，979，000円 計： 212，989，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 350円 � 140円 � 230円 枠 連（6－7） 1，040円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，270円 �� 570円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 42，930円

票 数

単勝票数 計 132264 的中 � 7431（6番人気）
複勝票数 計 193534 的中 � 11406（7番人気）� 45534（2番人気）� 19890（4番人気）
枠連票数 計 81545 的中 （6－7） 6039（4番人気）
馬連票数 計 297752 的中 �� 9452（10番人気）
馬単票数 計 156387 的中 �� 1861（23番人気）
ワイド票数 計 167399 的中 �� 4772（11番人気）�� 3258（16番人気）�� 7896（5番人気）
3連複票数 計 441224 的中 ��� 6138（20番人気）
3連単票数 計 659790 的中 ��� 1114（142番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．3－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプレーモゲレイロ �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．11．21 京都11着

2013．4．13生 牡4鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 障害：5戦1勝 賞金 8，580，000円
〔競走中止〕 インパルスヒーロー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

18074 7月22日 曇 良 （29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 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

58 ハ ナ サ キ 牝3青 54
51 ▲菊沢 一樹鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 458－ 81：47．4 3．0�
34 シェリーカスク 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 414－101：47．72 7．2�
46 フルオブグレース 牝3黒鹿54 内田 博幸 �社台レースホース木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：48．02 2．9�
610 ムーンロード 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 388± 0 〃 ハナ 49．8�
814 マ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 大野 拓弥吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 488± 01：48．42 5．6	
611 ヘ イ ポ ー ラ 牝3鹿 54 武士沢友治稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 504 ― 〃 クビ 98．8

23 スウィートグロリア 牝3鹿 54 丸田 恭介 �グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B460± 01：48．82� 8．9�
59 キーポップス 牝3青鹿54 吉田 豊北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 492 ―1：49．22� 30．2
815 ミステキサス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎窪田 康志氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム B402－ 41：49．3� 22．5�
47 フ レ ス カ 牝3栗 54 津村 明秀水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 474＋16 〃 クビ 88．6�
11 カ ホ テ ィ 牝3栗 54 北村 宏司瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：49．93� 47．0�
713 エフティリンダ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉野 英子氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 426－101：50．64 264．8�
712 ハートマンボ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 420＋ 41：50．7� 124．4�
35 カフェアルカノ 牝3黒鹿54 田中 勝春西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 416－121：50．91� 216．4�
22 メロディオーソ 牝3鹿 54 柴田 大知伊東 純一氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 464－ 41：51．53� 252．4�
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売 得 金
単勝： 22，940，100円 複勝： 38，389，900円 枠連： 11，462，200円
馬連： 49，400，100円 馬単： 24，969，000円 ワイド： 30，332，800円
3連複： 65，537，600円 3連単： 86，226，900円 計： 329，258，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 170円 � 120円 枠 連（3－5） 1，360円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 520円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 6，970円

票 数

単勝票数 計 229401 的中 � 60270（2番人気）
複勝票数 計 383899 的中 � 72650（2番人気）� 45484（4番人気）� 102575（1番人気）
枠連票数 計 114622 的中 （3－5） 6515（7番人気）
馬連票数 計 494001 的中 �� 28059（7番人気）
馬単票数 計 249690 的中 �� 8780（9番人気）
ワイド票数 計 303328 的中 �� 13267（8番人気）�� 40081（1番人気）�� 19852（4番人気）
3連複票数 計 655376 的中 ��� 44637（3番人気）
3連単票数 計 862269 的中 ��� 8957（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．4―43．1―56．2―1：08．6―1：21．2―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハ ナ サ キ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．23 新潟7着

2014．5．15生 牝3青 母 エルメスグリーン 母母 エルメスティアラ 7戦1勝 賞金 7，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キューティロンプ号・パラシオプリンセサ号
（非抽選馬） 1頭 クリノアンヌ号

第２回 福島競馬 第７日



18075 7月22日 曇 良 （29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 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

713 ディライトラッシュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B492－ 41：46．9 58．8�

34 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 506－ 21：47．11� 9．2�
59 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 B510＋121：47．31� 22．3�
23 エルドールサージュ 牡3栗 56 戸崎 圭太原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 61：47．51� 5．1�
46 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 486－ 21：48．03 3．0�
611 エーブルーティン 牡3青 56

53 ▲藤田菜七子 �レーシングホース
ジャパン 根本 康広 平取 川向高橋育

成牧場 520－ 81：48．21� 10．3	
815 マッジョネラ �3黒鹿 56

54 △伴 啓太堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 478＋ 21：48．84 138．4

47 カジノシップ 牡3鹿 56 柴田 善臣窪田 康志氏 奥村 武 新冠 小泉 学 520± 01：48．9クビ 368．1�
11 ブラウンスビト 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 元茂 義一 470＋ 41：49．0� 62．8�
35 ショウナンアリオン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 武 牧場 466－ 21：49．1	 174．4
610 コスモオペラ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 岡田 猛 480－ 41：49．73	 6．5�
712 アルングリム 牡3青鹿56 吉田 豊村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B526－221：50．02 45．2�
22 ロイヤルアイザック 牡3栗 56 大野 拓弥保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 456＋ 41：50．85 15．4�
58 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿54 内田 博幸宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 484－ 81：51．22	 5．4�
814 ダノンハヤブサ 牡3芦 56 津村 明秀�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：53．5大差 281．6�
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売 得 金
単勝： 24，573，100円 複勝： 40，600，700円 枠連： 14，399，600円
馬連： 51，299，300円 馬単： 24，755，600円 ワイド： 33，673，400円
3連複： 72，490，100円 3連単： 88，268，100円 計： 350，059，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，880円 複 勝 � 1，430円 � 300円 � 650円 枠 連（3－7） 10，890円

馬 連 �� 30，860円 馬 単 �� 81，790円

ワ イ ド �� 7，750円 �� 10，700円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 142，690円 3 連 単 ��� 941，090円

票 数

単勝票数 計 245731 的中 � 3342（10番人気）
複勝票数 計 406007 的中 � 6718（11番人気）� 41196（5番人気）� 15970（8番人気）
枠連票数 計 143996 的中 （3－7） 1024（23番人気）
馬連票数 計 512993 的中 �� 1288（49番人気）
馬単票数 計 247556 的中 �� 227（112番人気）
ワイド票数 計 336734 的中 �� 1114（51番人気）�� 805（57番人気）�� 3750（23番人気）
3連複票数 計 724901 的中 ��� 381（189番人気）
3連単票数 計 882681 的中 ��� 68（1129番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．7―42．8―55．7―1：08．0―1：20．8―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディライトラッシュ �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2016．11．26 京都3着

2014．5．16生 牡3鹿 母 チ ャ ラ ン ダ 母母 ハセベルテツクス 7戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンハヤブサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月22日まで平地競

走に出走できない。

18076 7月22日 曇 良 （29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 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：38．5良

11 � コ ン コ ー ド 牡5鹿 61 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 520－ 83：43．5 4．1�
77 マイネルイルミナル 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 470± 03：44．67 8．5�
44 シゲルヒノクニ 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 中村 雅明 504－ 63：45．13 5．4�
88 コージェント 牡4鹿 60 浜野谷憲尚水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 524＋ 23：47．3大差 22．5�
33 � グリーティングワン 牡7黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－243：47．93� 99．7�
55 マジックダイオウ 牡4栗 60 林 満明	杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 456－ 43：48．43 26．8

22 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 478± 03：48．61 22．7�
66 ドクタールキア 牝7鹿 58 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 460－163：55．1大差 67．2�
89 ダノンゴールド �8黒鹿62 西谷 誠�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B538± 0 （競走中止） 1．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，134，200円 複勝： 27，376，300円 枠連： 7，533，900円
馬連： 29，453，200円 馬単： 22，132，500円 ワイド： 18，254，500円
3連複： 40，993，400円 3連単： 97，579，400円 計： 260，457，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 220円 � 270円 � 230円 枠 連（1－7） 2，190円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 270円 �� 380円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 11，610円

票 数

単勝票数 計 171342 的中 � 32669（2番人気）
複勝票数 計 273763 的中 � 32786（2番人気）� 25125（4番人気）� 32091（3番人気）
枠連票数 計 75339 的中 （1－7） 2658（9番人気）
馬連票数 計 294532 的中 �� 13589（5番人気）
馬単票数 計 221325 的中 �� 5216（12番人気）
ワイド票数 計 182545 的中 �� 18410（4番人気）�� 11836（5番人気）�� 9405（6番人気）
3連複票数 計 409934 的中 ��� 15488（5番人気）
3連単票数 計 975794 的中 ��� 6089（39番人気）
上り 1マイル 1：49．6 4F 53．1－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コ ン コ ー ド �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．4．6生 牡5鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 障害：9戦3勝 賞金 47，550，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ダノンゴールド号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ダノンゴールド号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目1号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審

査〔平地調教を含む〕。



18077 7月22日 曇 良 （29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

610 ナスノシンフォニー 牝2栗 54
53 ☆木幡 巧也�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456 ―1：52．8 3．9�
58 プ ト ラ ナ 牝2栗 54 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 新冠 細川農場 468 ― 〃 ハナ 7．9�
712 ヴェロニカグレース 牝2黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 474 ―1：53．11� 14．0�
814 モルフェオルフェ 牝2鹿 54 北村 宏司並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 412 ―1：53．2� 7．2�
22 ダノンポピー 牝2栗 54 戸崎 圭太	ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454 ―1：53．3� 3．0

813 エレガントテソーロ 牝2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 和田 雄二 安平 追分ファーム 434 ― 〃 クビ 19．7�
46 エイワファースト 牝2鹿 54 田中 勝春永井公太郎氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：53．72� 10．6�
34 ニシノオリーブ 牝2青 54

51 ▲武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 456 ―1：53．8� 39．5
11 コスモフェリーク 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 412 ―1：54．01� 20．7�
69 クリアロマンス 牝2芦 54 横山 典弘伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 444 ―1：54．21� 114．4�
57 ジャンニーナ 牝2鹿 54 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 日高 チャンピオン

ズファーム 450 ―1：55．26 65．1�
711 シーザライト 牝2鹿 54 丸田 恭介広尾レース	 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 490 ―1：55．51� 42．6�
33 カマルグミストラル 牝2鹿 54 江田 照男 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 468 ―1：56．35 330．1�
45 シ ャ コ ッ ク 牝2栗 54 岩部 純二新井原 博氏 伊藤 正徳 日高 中前牧場 442 ―1：57．15 268．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，412，900円 複勝： 39，193，600円 枠連： 12，955，700円
馬連： 53，153，600円 馬単： 25，779，300円 ワイド： 31，508，300円
3連複： 63，746，000円 3連単： 79，270，400円 計： 340，019，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 230円 � 270円 枠 連（5－6） 1，520円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 500円 �� 840円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 18，080円

票 数

単勝票数 計 344129 的中 � 72528（2番人気）
複勝票数 計 391936 的中 � 85952（2番人気）� 40791（3番人気）� 31456（6番人気）
枠連票数 計 129557 的中 （5－6） 6604（6番人気）
馬連票数 計 531536 的中 �� 27324（5番人気）
馬単票数 計 257793 的中 �� 7041（8番人気）
ワイド票数 計 315083 的中 �� 17069（3番人気）�� 9568（9番人気）�� 5725（18番人気）
3連複票数 計 637460 的中 ��� 10210（16番人気）
3連単票数 計 792704 的中 ��� 3178（46番人気）

ハロンタイム 13．1―12．7―13．3―14．0―12．9―12．0―12．0―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．8―39．1―53．1―1：06．0―1：18．0―1：30．0―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナスノシンフォニー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2015．4．15生 牝2栗 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18078 7月22日 小雨 良 （29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

713 ラインギャラント 牝2芦 54 戸崎 圭太大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 438 ―1：11．0 6．1�
36 ノーモアサイレンス 牝2青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 418 ― 〃 クビ 46．5�
714 レ ト リ ッ ク 牡2芦 54

51 ▲野中悠太郎 �カナヤマホール
ディングス 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 434 ―1：11．1� 7．6�

24 フローラルシトラス 牝2黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 410 ―1：11．2クビ 4．8�

23 クイーンズテソーロ 牝2栗 54 大野 拓弥了德寺健二氏 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 434 ―1：11．3� 5．7�
35 エコロプリンセス 牝2栗 54 津村 明秀原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 中村 雅明 430 ―1：11．62 35．4	
47 ピ カ ピ カ 牝2鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 480 ―1：12．13 25．3�
510 ピ リ リ 牝2鹿 54 吉田 豊今中 俊平氏 田島 俊明 新ひだか 増本牧場 402 ―1：12．63 51．8�
12 テトラドラクマ 牝2鹿 54 内田 博幸吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 アタマ 4．6
816 ショウナンダズル 牝2青鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 510 ― 〃 アタマ 7．0�
815 カハラレインボー 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 432 ― 〃 クビ 128．8�
611 マリナアンナ 牝2鹿 54 石橋 脩萩原 和矢氏 浅野洋一郎 新ひだか 千代田牧場 426 ―1：14．08 82．3�
59 バイクトライアル 牡2鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 436 ―1：14．21� 155．8�
11 マインプリンセス 牝2鹿 54 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 418 ― 〃 ハナ 150．9�
48 パ レ ハ 牝2青鹿54 田中 勝春山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 松浦牧場 416 ― 〃 クビ 64．8�
612 ガンバルタキシード 牝2栗 54

52 △伴 啓太江﨑 聡氏 星野 忍 新冠 佐藤 静子 450 ―1：15．05 292．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，999，900円 複勝： 32，861，200円 枠連： 18，749，200円
馬連： 53，315，800円 馬単： 24，524，000円 ワイド： 28，281，100円
3連複： 62，870，500円 3連単： 76，136，800円 計： 323，738，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 870円 � 220円 枠 連（3－7） 2，490円

馬 連 �� 15，850円 馬 単 �� 22，670円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 660円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 25，100円 3 連 単 ��� 167，270円

票 数

単勝票数 計 269999 的中 � 37012（4番人気）
複勝票数 計 328612 的中 � 43299（4番人気）� 7873（9番人気）� 42234（5番人気）
枠連票数 計 187492 的中 （3－7） 5834（12番人気）
馬連票数 計 533158 的中 �� 2606（35番人気）
馬単票数 計 245240 的中 �� 811（64番人気）
ワイド票数 計 282811 的中 �� 1746（40番人気）�� 11718（6番人気）�� 2080（34番人気）
3連複票数 計 628705 的中 ��� 1878（78番人気）
3連単票数 計 761368 的中 ��� 330（449番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．5―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―35．0―46．9―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 4（6，10）（3，5，14）－7－13－（15，16）（2，9）12，11＝（1，8） 4 4，6（3，10）（5，14）（7，13）＝16－15－（2，9）11－12（1，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインギャラント �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2015．2．28生 牝2芦 母 アモールミーオ 母母 ミプラデーラ 1戦1勝 賞金 7，000，000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 ハガキノハナ号・ミネコガンバロウネ号



18079 7月22日 曇 良 （29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 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

47 ロマンスマジック 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 446± 01：10．0 31．7�
12 ヒロイックアゲン 牝3黒鹿54 内田 博幸浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 458－ 6 〃 クビ 12．2�
713� クロースリーニット 牡3鹿 56 北村 宏司飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 536＋ 41：10．1� 6．3�
612 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 434－ 21：10．2クビ 9．2�
714 ニシノキスミー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 438－ 4 〃 アタマ 19．4�
611 リネンマックス 牡3鹿 56 柴田 大知戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 456－ 4 〃 クビ 9．8	
36 ピ リ ナ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 444－ 21：10．3	 3．7

59 タニセンジュピター 牡3鹿 56 武士沢友治染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 448－ 21：10．4クビ 151．9�
24 レディーフランソワ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 484－ 2 〃 クビ 48．2�
35 ペイシャフローレス 牝3鹿 54 西田雄一郎北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 434－121：10．61
 101．4
48 ホーセズネック 牝3鹿 54 戸崎 圭太�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468＋121：10．8	 9．5�
816 フ ァ シ ル 牝3鹿 54

52 △伴 啓太�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 444－ 41：11．54 53．8�
510 グラスハーモニー 牝3鹿 54 石橋 脩半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 484＋121：12．13� 3．9�
815 トモジャストリーク 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 スイートフアーム B496－101：13．37 59．1�
23 ハ ワ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也田所 英子氏 大江原 哲 平取 北島牧場 438 ―1：13．4� 61．0�
11 イノデザイヤ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山際牧場 438－141：14．03� 110．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，980，200円 複勝： 41，500，200円 枠連： 17，851，300円
馬連： 60，218，400円 馬単： 26，368，900円 ワイド： 34，918，200円
3連複： 73，729，100円 3連単： 89，957，700円 計： 373，524，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 810円 � 360円 � 250円 枠 連（1－4） 3，680円

馬 連 �� 15，930円 馬 単 �� 46，970円

ワ イ ド �� 4，000円 �� 2，380円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 32，470円 3 連 単 ��� 286，040円

票 数

単勝票数 計 289802 的中 � 7303（9番人気）
複勝票数 計 415002 的中 � 11820（9番人気）� 30295（7番人気）� 48482（3番人気）
枠連票数 計 178513 的中 （1－4） 3758（14番人気）
馬連票数 計 602184 的中 �� 2928（46番人気）
馬単票数 計 263689 的中 �� 421（114番人気）
ワイド票数 計 349182 的中 �� 2213（44番人気）�� 3770（30番人気）�� 6466（17番人気）
3連複票数 計 737291 的中 ��� 1703（100番人気）
3連単票数 計 899577 的中 ��� 228（806番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．2―12．0―12．9―13．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．5―43．5―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．5
3 ・（1，2，13）（6，10）（7，12，16）4（8，11）15（9，14）－（3，5） 4 ・（2，13）1，6（4，7，10）12（8，16）11（9，14）（5，15）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロマンスマジック �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．1．21 中山2着

2014．2．27生 牝3栗 母 ケージーヒトメボレ 母母 ケージービューティ 7戦1勝 賞金 9，400，000円

18080 7月22日 曇 良 （29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

814 コスモジャーベ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 470± 02：40．2 4．4�
57 クレッシェンドラヴ 牡3鹿 54 石橋 脩広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 490－ 22：40．3� 8．5�
58 ロードゼスト 牡3鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 442－ 82：40．51� 17．6�
45 セシルクラウン 牡4黒鹿57 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム B490＋ 22：40．6� 25．1	
33 コウキチョウサン 牡4鹿 57 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 448± 0 〃 クビ 3．0

813 ド ン リ ッ チ 牡3鹿 54 内田 博幸山田 貢一氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B506＋ 42：40．7� 7．2�
712 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 494－ 82：41．44 39．3�
711 バレエダンサー 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 450－ 22：41．61� 31．7
46 ゴールデンハープ 牝5栗 55 吉田 豊窪田 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 464＋ 42：41．7� 52．6�
11 コスモヴェッキオ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 22：42．01� 62．7�
69 レ ジ ェ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 424－ 42：42．1� 5．1�
22 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 500－ 82：42．52� 21．9�
610 ボーントゥレイン 牡4鹿 57 北村 宏司窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 514－ 2 〃 ハナ 133．4�
34 	 ダイメイサンジ 牡8鹿 57

54 ▲野中悠太郎宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 490－102：45．8大差 207．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，058，000円 複勝： 43，303，600円 枠連： 20，052，000円
馬連： 70，520，800円 馬単： 32，508，700円 ワイド： 41，277，800円
3連複： 88，696，300円 3連単： 119，094，400円 計： 450，511，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 250円 � 350円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，180円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 44，480円

票 数

単勝票数 計 350580 的中 � 63071（2番人気）
複勝票数 計 433036 的中 � 71687（2番人気）� 45073（4番人気）� 27850（6番人気）
枠連票数 計 200520 的中 （5－8） 20472（2番人気）
馬連票数 計 705208 的中 �� 22675（9番人気）
馬単票数 計 325087 的中 �� 5003（17番人気）
ワイド票数 計 412778 的中 �� 11829（8番人気）�� 8990（13番人気）�� 7662（16番人気）
3連複票数 計 886963 的中 ��� 6738（35番人気）
3連単票数 計1190944 的中 ��� 1941（146番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―11．7―12．5―12．9―13．0―12．5―12．9―12．3―11．8―11．9―11．8―12．3

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―24．6―36．3―48．8―1：01．7―1：14．7―1：27．2―1：40．1―1：52．4―2：04．2―2：16．1―2：27．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．8―3F36．0
1
�
4（11，10）7（1，8）（3，2，9）（6，12）（5，13）14・（11，10，8）（7，1，9，13）2（4，3，12，14）（5，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモジャーベ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 モルフェデスペクタ デビュー 2015．9．6 新潟6着

2013．2．6生 牡4黒鹿 母 モルフェキイ 母母 ハセノグッドダンス 23戦3勝 賞金 51，380，000円
〔制裁〕 コウキチョウサン号の騎手石神深一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイサンジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月22日まで平地競

走に出走できない。



18081 7月22日 曇 良 （29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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

712 ワンパーセント 牡4栗 57 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 472－101：45．9 6．8�

35 バイタルフォース �5鹿 57 戸崎 圭太前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506－ 8 〃 クビ 5．5�

47 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± 01：46．22 4．8�
22 アポロナイスジャブ 牡4栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 432－ 2 〃 ハナ 16．1�
46 ゴールドブラッド 牡3栗 54 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 498＋ 21：46．73 13．3�
11 ララパルーザ 牡4鹿 57 江田 照男 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B520＋ 41：46．8クビ 25．9

610 リ ア リ ス ト 牡4鹿 57 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム 474－141：47．11� 2．8�
814 コットンボウル 牡3鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：47．31� 41．7
58 ワイルドゲーム 牡4鹿 57 嘉藤 貴行合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B488－ 41：47．51� 99．0�
815	 オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 岩部 純二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 524＋ 21：47．6
 58．4�
23 ナンヨーファミユ 牡4鹿 57 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 アタマ 23．6�
34 ケイティクエスト 牡3鹿 54 北村 宏司瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 460＋ 81：47．7� 68．8�
611 グッドラックサマー 牡3栗 54 横山 典弘澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 536＋ 41：47．9
 15．3�
59 ク テ ィ ノ ス 牡3鹿 54 丸田 恭介金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 490＋ 41：48．0� 122．9�
713	 ビービーアルボーレ 牡3青鹿54 柴田 善臣�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 482＋ 21：48．95 204．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，742，900円 複勝： 50，070，500円 枠連： 21，420，100円
馬連： 89，798，200円 馬単： 37，720，100円 ワイド： 46，919，600円
3連複： 113，765，600円 3連単： 152，098，500円 計： 543，535，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 170円 � 160円 枠 連（3－7） 2，380円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 860円 �� 570円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 22，040円

票 数

単勝票数 計 317429 的中 � 37276（4番人気）
複勝票数 計 500705 的中 � 59093（4番人気）� 77632（3番人気）� 84600（2番人気）
枠連票数 計 214201 的中 （3－7） 6967（11番人気）
馬連票数 計 897982 的中 �� 29738（8番人気）
馬単票数 計 377201 的中 �� 6010（17番人気）
ワイド票数 計 469196 的中 �� 13409（8番人気）�� 21378（5番人気）�� 24102（4番人気）
3連複票数 計1137656 的中 ��� 24681（6番人気）
3連単票数 計1520985 的中 ��� 5001（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．4―18．7―30．6―43．2―55．9―1：08．2―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
7－10，2（6，12，15）（11，14）（1，4，5）－（8，9）13，3・（7，10）（2，12，15，5）（6，14，1）3（11，4）（8，9，13）

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

勝馬の
紹 介

ワンパーセント �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．18 福島7着

2013．5．9生 牡4栗 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 15戦3勝 賞金 40，928，000円
〔発走状況〕 ワンパーセント号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アオイプリンス号・アルピニスト号・コットンパール号・スクラッタ号・タニガワ号・ブラウンアニマート号

18082 7月22日 曇 良 （29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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

55 コスモナインボール 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 478－ 61：48．5 14．1�
44 テスタメント 牡6鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 31．3�
78 ミッキースワロー 牡3鹿 54 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 アタマ 2．4�
89 ミッシングリンク 牝3栗 52 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 516± 0 〃 ハナ 4．3�
810 エニグマバリエート 牡5青鹿57 大野 拓弥平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 ハナ 5．9�
77 ロードリベラル 牡3黒鹿54 横山 典弘 	ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 418± 01：48．71� 4．6

11 サトノメサイア 牡5青鹿57 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 520＋ 21：48．8	 14．2�
66 ウインマハロ 牝5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 438＋ 41：49．01� 22．8�
33 
 サトノダヴィンチ 牡5鹿 57 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 486＋ 21：49．1� 95．6
22 スワンボート 牡7鹿 57 菅原 隆一田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 464－ 21：50．9大差 370．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，072，200円 複勝： 58，068，400円 枠連： 24，064，300円
馬連： 109，323，600円 馬単： 53，370，100円 ワイド： 54，130，200円
3連複： 128，497，400円 3連単： 234，794，200円 計： 707，320，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 300円 � 480円 � 140円 枠 連（4－5） 17，440円

馬 連 �� 14，560円 馬 単 �� 25，460円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 670円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 9，170円 3 連 単 ��� 102，170円

票 数

単勝票数 計 450722 的中 � 25462（5番人気）
複勝票数 計 580684 的中 � 42783（6番人気）� 24034（8番人気）� 149074（1番人気）
枠連票数 計 240643 的中 （4－5） 1069（19番人気）
馬連票数 計1093236 的中 �� 5818（27番人気）
馬単票数 計 533701 的中 �� 1572（52番人気）
ワイド票数 計 541302 的中 �� 4544（26番人気）�� 21748（7番人気）�� 12850（16番人気）
3連複票数 計1284974 的中 ��� 10500（33番人気）
3連単票数 計2347942 的中 ��� 1666（254番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―37．9―50．5―1：02．4―1：14．0―1：25．3―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモナインボール �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 Charismatic デビュー 2014．7．19 福島9着

2012．4．16生 牡5鹿 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 21戦4勝 賞金 60，701，000円
※サトノダヴィンチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18083 7月22日 曇 良 （29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，28．7．23以降29．7．16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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

44 � テ ン テ マ リ 牝6黒鹿52 戸崎 圭太合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442＋ 21：09．0 9．5�
812� リバティーホール 牝8鹿 50 野中悠太郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B450－ 61：09．21 79．4�
79 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 53 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 480＋ 21：09．3� 5．2�
68 スペチアーレ 牝5鹿 52 大野 拓弥青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 486＋ 2 〃 アタマ 10．4�
33 � アペルトゥーラ 牡6栗 55 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 508± 0 〃 クビ 8．3�
710 ミエノドリーマー 牡4栗 54 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 470＋ 4 〃 ハナ 2．7	
22 ダイトウキョウ 牡5鹿 56 吉田 豊市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 460－ 4 〃 ハナ 4．8

811 タカラジャンヌ 牝6鹿 51 菊沢 一樹村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 436－ 61：09．4	 37．2�
55 マンカストラップ 牡3青鹿53 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 480± 01：09．61
 14．2
56 フクノグローリア 牝5黒鹿51 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 460± 01：09．91� 33．7�
67 メイショウカイモン �6鹿 52 武士沢友治松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 474－ 41：10．43 218．1�
11 ツーエムカイザー 牡5鹿 52 藤田菜七子水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 502＋ 41：10．93 41．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，326，700円 複勝： 91，028，400円 枠連： 43，199，800円
馬連： 223，555，400円 馬単： 98，034，600円 ワイド： 102，861，300円
3連複： 281，132，200円 3連単： 455，213，200円 計： 1，370，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 320円 � 1，850円 � 220円 枠 連（4－8） 9，620円

馬 連 �� 35，930円 馬 単 �� 53，940円

ワ イ ド �� 7，820円 �� 1，000円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 62，170円 3 連 単 ��� 606，670円

票 数

単勝票数 計 753267 的中 � 63353（5番人気）
複勝票数 計 910284 的中 � 74601（6番人気）� 10431（11番人気）� 131053（3番人気）
枠連票数 計 431998 的中 （4－8） 3477（24番人気）
馬連票数 計2235554 的中 �� 4822（50番人気）
馬単票数 計 980346 的中 �� 1363（94番人気）
ワイド票数 計1028613 的中 �� 3314（48番人気）�� 27674（13番人気）�� 4218（45番人気）
3連複票数 計2811322 的中 ��� 3391（119番人気）
3連単票数 計4552132 的中 ��� 544（786番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．0―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．5―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テ ン テ マ リ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 ラ ム タ ラ

2011．4．12生 牝6黒鹿 母 テンイムホウ 母母 ラッキーダイアリー 27戦2勝 賞金 35，043，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 リバティーホール号の騎手野中悠太郎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：9番・10
番）

※ツーエムカイザー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18084 7月22日 曇 良 （29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

23 ドウカンヤマ 牡4栗 57
54 ▲武藤 雅一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 500± 01：08．0 4．2�

714 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿52 北村 宏司堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 448＋ 41：08．74 19．1�
24 カネトシユキミ 牝3黒鹿52 大野 拓弥兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 398－ 21：09．23 76．1�
47 � アサクサレーサー 牡6黒鹿57 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478－101：09．3クビ 38．1�
815 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 470－ 2 〃 ハナ 8．0�
36 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57 江田 照男井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 488± 0 〃 クビ 40．8�
611 デピュティプライム 	4栗 57

54 ▲菊沢 一樹丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472－12 〃 ハナ 18．0	
510 ウィズエモーション 牝4鹿 55 内田 博幸 
社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 3．9�
12 メイスンラック 牝3黒鹿52 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 452－101：09．72
 26．0�
48 ディオーサシチー 牝7鹿 55

53 △伴 啓太 友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 B474＋ 21：09．8
 353．2�
612 ラッキーポイント 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 476－ 4 〃 クビ 24．3�
35 ブランオラージュ 牡3芦 54 田中 勝春ディアレストクラブ 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 432＋16 〃 アタマ 12．6�
59 マイティジャック 牡4黒鹿57 丸田 恭介 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム B454＋ 61：10．22
 81．9�
11 スッチェッソ 牝3栗 52 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：10．41� 170．9�
816 バトルサンバ 牡3栗 54 戸崎 圭太山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 514＋ 4 〃 ハナ 4．5�
713 サンタアズライト 牡3栗 54

51 ▲藤田菜七子岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B458－ 41：11．03
 15．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，210，400円 複勝： 97，046，400円 枠連： 46，273，400円
馬連： 165，769，600円 馬単： 67，048，200円 ワイド： 98，644，600円
3連複： 227，855，900円 3連単： 307，774，900円 計： 1，080，623，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 600円 � 1，330円 枠 連（2－7） 1，900円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 7，660円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 4，420円 �� 12，580円

3 連 複 ��� 79，660円 3 連 単 ��� 270，790円

票 数

単勝票数 計 702104 的中 � 131633（2番人気）
複勝票数 計 970464 的中 � 171403（2番人気）� 38021（9番人気）� 15857（14番人気）
枠連票数 計 462734 的中 （2－7） 18855（8番人気）
馬連票数 計1657696 的中 �� 27060（20番人気）
馬単票数 計 670482 的中 �� 6558（30番人気）
ワイド票数 計 986446 的中 �� 14842（19番人気）�� 5731（51番人気）�� 1991（89番人気）
3連複票数 計2278559 的中 ��� 2145（214番人気）
3連単票数 計3077749 的中 ��� 824（849番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．0―11．6―12．3―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．1―42．7―55．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．9
3 ・（3，13）14，7，10（9，16）8（4，12，15）1（6，11）2－5 4 3（7，13，14）－10－9（8，4）（12，16）15（6，1，11）－2－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドウカンヤマ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．9．6 新潟2着

2013．3．10生 牡4栗 母 グラッドリー 母母 プ チ ア ノ 10戦3勝 賞金 24，650，000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 リオファンク号



（29福島2）第7日 7月22日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

201，630，000円
2，530，000円
13，380，000円
1，230，000円
21，430，000円
65，783，000円
5，486，200円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
425，677，000円
578，792，600円
246，116，000円
985，583，200円
452，849，700円
537，541，700円
1，263，436，500円
1，852，393，500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 6，342，390，200円

総入場人員 8，912名 （有料入場人員 7，495名）
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