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18073 7月20日 曇 良 （1福島2） 第7日 第1競走 ��2，770�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （ 芝 ）

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

66 インフルエンサー 牡5鹿 60 小野寺祐太中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 434－ 63：05．4 2．7�
55 � クラウンレガシー �4黒鹿60 大庭 和弥矢野まり子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 498± 03：06．78 73．6�
77 キャプテンロブロイ 牡6青鹿60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 43：06．91� 2．9�
810 トーセンクリーガー 牡4栗 60 上野 翔島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－143：07．21	 12．4�

44 � ナンヨーウラヌス 牡5黒鹿60 草野 太郎�佐藤牧場 田島 俊明 浦河 三好牧場 440－ 23：07．51
 10．5	
（法529）

22 ソウラセブン 牝4青鹿58 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト
クラブ 448＋ 23：07．6	 59．9


78 シャイニードラード 牡4栗 60 山本 康志小林 昌志氏 稲垣 幸雄 平取 雅 牧場 514＋ 23：07．8	 33．7�
11 ア イ コ ン 牡4鹿 60 石神 深一ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 43：08．65 5．9�
89 アンヴェイルド 牡8鹿 60 伴 啓太窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 510± 03：09．34 31．5
33 � アドバンスゴード 牡7芦 60 熊沢 重文ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 502－14 （競走中止） 8．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 13，495，000円 複勝： 15，359，800円 枠連： 6，157，100円
馬連： 26，901，000円 馬単： 15，152，300円 ワイド： 18，374，300円
3連複： 42，169，600円 3連単： 65，146，200円 計： 202，755，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 820円 � 130円 枠 連（5－6） 7，920円

馬 連 �� 7，940円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 190円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 35，780円

票 数

単勝票数 計 134950 的中 � 38607（1番人気）
複勝票数 計 153598 的中 � 54616（1番人気）� 2388（10番人気）� 30267（2番人気）
枠連票数 計 61571 的中 （5－6） 602（20番人気）
馬連票数 計 269010 的中 �� 2623（22番人気）
馬単票数 計 151523 的中 �� 941（39番人気）
ワイド票数 計 183743 的中 �� 2105（22番人気）�� 33079（1番人気）�� 1764（26番人気）
3連複票数 計 421696 的中 ��� 6524（18番人気）
3連単票数 計 651462 的中 ��� 1320（113番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 52．8－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インフルエンサー �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．2 中京6着

2014．4．13生 牡5鹿 母 ヒシアリエル 母母 ヒ シ タ エ コ 障害：7戦1勝 賞金 13，400，000円
〔競走中止〕 アドバンスゴード号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕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20日 曇 稍重 （1福島2） 第7日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

牝；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
1：43．1
1：40．9

不良
重

59 タイトロープウィン 牝3栗 54 三浦 皇成浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 416－ 41：47．5 5．9�
814 アルジェンタータ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 432＋141：48．35 4．9�
34 ストラトフォード 牝3鹿 54 内田 博幸下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B476－10 〃 クビ 2．3�
611 レイバーリフォーム 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 21：48．4クビ 12．1�

23 シークザトゥルース 牝3栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B472± 01：48．5� 16．3�

11 マメールロア 牝3栗 54
52 △野中悠太郎 	キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B386－121：48．81� 42．4


610 アイアムビクトリア 牝3栗 54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 450－ 81：49．01� 14．0�
712 エミネントローズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 61：49．21� 11．1�
713 ランドスケープ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 	社台レースホース武井 亮 千歳 社台ファーム B482－12 〃 ハナ 83．9
35 スイートウィスパー 牝3鹿 54 丸山 元気 	シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452＋121：49．51� 12．3�
47 クワイエットナウ 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 430－ 81：50．24 236．7�
22 ミスティネイル 牝3栗 54 柴田 大知 �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 前川 勝春 520＋ 21：50．41� 139．2�
815 ヴ ェ ネ レ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 赤石牧場 438－ 2 〃 クビ 78．5�
46 マ リ ー 牝3青鹿54 伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 474＋ 61：52．2大差 125．7�
58 ベイオブレインボー 牝3鹿 54 江田 照男飯田 政子氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：52．41 210．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，666，900円 複勝： 42，580，500円 枠連： 12，652，200円
馬連： 51，963，000円 馬単： 24，086，600円 ワイド： 36，162，900円
3連複： 70，974，000円 3連単： 82，191，700円 計： 347，277，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 150円 � 140円 � 110円 枠 連（5－8） 1，390円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 230円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計 266669 的中 � 36039（3番人気）
複勝票数 計 425805 的中 � 58147（3番人気）� 69250（2番人気）� 140605（1番人気）
枠連票数 計 126522 的中 （5－8） 7021（6番人気）
馬連票数 計 519630 的中 �� 30627（5番人気）
馬単票数 計 240866 的中 �� 7116（8番人気）
ワイド票数 計 361629 的中 �� 19232（4番人気）�� 31186（2番人気）�� 42794（1番人気）
3連複票数 計 709740 的中 ��� 55274（1番人気）
3連単票数 計 821917 的中 ��� 8461（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．4―42．9―55．7―1：08．2―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4F51．8―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

タイトロープウィン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．7．14 福島14着

2016．4．25生 牝3栗 母 プリモウェイ 母母 Preeminence 9戦1勝 賞金 12，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ミスティネイル号・クワイエットナウ号・ベイオブレインボー号・ランドスケープ号は，「3走成績による出走

制限」のため，令和元年9月20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 オルオル号

第２回 福島競馬 第７日



18075 7月20日 曇 稍重 （1福島2） 第7日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

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
1：43．1
1：40．9

不良
重

713 デッドアヘッド 牡3鹿 56 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B478－ 21：46．2 10．5�

815 モッシュピット 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460＋ 21：46．73 5．0�
47 ラインコマンダー 牡3鹿 56 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 448＋ 41：47．87 2．6�
610 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56 内田 博幸�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B492－12 〃 クビ 9．4�
712 バイプレーヤー 牡3鹿 56

54 △木幡 育也佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 えりも 熊沢牧場 468± 01：47．9� 6．4	
46 イニシアティブ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士西森 功氏 高橋 裕 新冠 カミイスタット 484± 01：48．11� 27．6

611 ア ケ ル 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎西森 鶴氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 466＋ 81：48．52� 6．4�
59 キーフェイス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 中本牧場 440＋ 61：49．03 92．5�
58 ステンカラージン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 524－ 21：49．21 159．5
34 ジェラーニオ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 468－ 21：49．52 13．6�
35 ユキノディライト 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 490＋ 21：49．6クビ 204．4�
814 ヴァトナヨークトル 牝3黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 488－ 21：49．81� 121．4�
22 イベントホライズン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 590＋ 41：50．11� 71．3�
23 トミケンヴァール 牝3黒鹿54 柴田 大知冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 松田牧場 408－ 2 〃 ハナ 243．3�
11 コヨキチボンバー 牡3鹿 56 武士沢友治折井 祐介氏 杉浦 宏昭 新冠 ハシモトフアーム 514－161：50．31 303．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，316，700円 複勝： 35，047，600円 枠連： 14，446，200円
馬連： 48，437，300円 馬単： 22，287，400円 ワイド： 31，553，600円
3連複： 62，252，800円 3連単： 74，879，200円 計： 316，220，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 250円 � 180円 � 120円 枠 連（7－8） 1，030円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 680円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 18，810円

票 数

単勝票数 計 273167 的中 � 20679（6番人気）
複勝票数 計 350476 的中 � 26579（6番人気）� 46155（3番人気）� 98563（1番人気）
枠連票数 計 144462 的中 （7－8） 10857（6番人気）
馬連票数 計 484373 的中 �� 20459（7番人気）
馬単票数 計 222874 的中 �� 3129（25番人気）
ワイド票数 計 315536 的中 �� 7424（14番人気）�� 11749（8番人気）�� 19997（3番人気）
3連複票数 計 622528 的中 ��� 17897（7番人気）
3連単票数 計 748792 的中 ��� 2885（60番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．8―43．9―56．9―1：09．0―1：21．4―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デッドアヘッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2019．2．17 東京13着

2016．3．21生 牡3鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 コヨキチボンバー号・トミケンヴァール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月20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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シントークロヒメ号
（非抽選馬） 2頭 スズカルージュ号・チューダーローズ号

18076 7月20日 曇 良 （1福島2） 第7日 第4競走 ��3，380�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （ 芝 ）

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

44 コウユーヌレエフ 牡5黒鹿61 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 494＋ 23：45．0 2．5�
22 マイネルヴァッサー 牡6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 426－ 23：45．1� 18．3�
11 トラキアンコード �7芦 60 石神 深一原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 502± 03：45．73	 3．2�
55 マイネルピクトル 牡8鹿 63 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 506＋ 23：46．87 4．5�
810
 ヤマタケジャイアン �6芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 460－103：47．54 70．2�
77 ドラゴンストーム �7青鹿60 大江原 圭窪田 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 464＋ 43：48．45 28．9	
89 ホウオウカーニバル 牡4鹿 60 江田 勇亮小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 456± 03：50．3大差 34．4

66 ロードショー 牡4鹿 60 金子 光希�キーウエスト 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 492＋ 63：50．4クビ 8．3�
33 シゲルピーマン �4鹿 60 上野 翔森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 470± 03：50．5� 16．8
78 
 シゲルノマオイ 牡7栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 476－ 23：51．24 91．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，466，600円 複勝： 17，932，100円 枠連： 8，589，200円
馬連： 32，220，900円 馬単： 19，323，800円 ワイド： 21，535，200円
3連複： 48，108，900円 3連単： 83，587，800円 計： 250，764，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 240円 � 120円 枠 連（2－4） 2，740円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 790円 �� 200円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 194666 的中 � 61493（1番人気）
複勝票数 計 179321 的中 � 42528（2番人気）� 12634（6番人気）� 46855（1番人気）
枠連票数 計 85892 的中 （2－4） 2429（13番人気）
馬連票数 計 322209 的中 �� 10562（9番人気）
馬単票数 計 193238 的中 �� 4857（11番人気）
ワイド票数 計 215352 的中 �� 6016（10番人気）�� 34786（1番人気）�� 8029（7番人気）
3連複票数 計 481089 的中 ��� 22856（4番人気）
3連単票数 計 835878 的中 ��� 6508（26番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．1－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウユーヌレエフ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．7．31 小倉9着

2014．4．28生 牡5黒鹿 母 フォンティーン 母母 サドラーズメイド 障害：6戦3勝 賞金 38，150，000円
〔制裁〕 コウユーヌレエフ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　エースヲネラエ号は，競走中に疾病〔左第３中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



18077 7月20日 小雨 稍重 （1福島2） 第7日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35分 （芝・右）
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
1：46．2
1：45．6

良
良

612 トランシルヴァニア 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460 ―1：53．1 9．3�
12 セクシーフェイス 牝2黒鹿54 丸山 元気 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 5．8�
714 オーシャンバローズ 牡2鹿 54 戸崎 圭太猪熊 広次氏 奥村 武 むかわ 真壁 信一 474 ―1：53．2クビ 21．0�
35 マイネルソラス 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 454 ― 〃 クビ 9．2�

36 トリッキーカフェ 牡2鹿 54 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 452 ―1：53．52 25．3	
11 ハットルヴァン 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472 ―1：53．6アタマ 41．8

815 ダビデヴィットリオ 牡2鹿 54 江田 照男加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：53．81� 11．6�
611 グローサーベア 牡2芦 54

52 △木幡 育也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 460 ―1：54．43� 3．2�
713 ミスターサンライズ 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 428 ― 〃 クビ 113．5
48 ロードカバチ 牡2青鹿 54

52 △野中悠太郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 泊 寿幸 424 ―1：54．5	 85．1�
816 ドバウィビクトリー 牡2鹿 54 柴田 善臣後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 458 ―1：54．6クビ 25．8�
47 ヤマタケピースフル 牡2鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 458 ― 〃 クビ 90．1�
59 レ ヴ ィ 牝2鹿 54 蛯名 正義松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 438 ―1：55．45 108．9�
24 マルゼンスター 牡2青鹿 54

51 ▲大塚 海渡坪野谷和平氏 勢司 和浩 安平 
橋本牧場 496 ―1：55．71	 222．0�
23 コスモボンバルダ 牡2芦 54 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 466 ―1：56．55 80．8�
510 ヴァルトグリーン 牡2鹿 54 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 416 ― （競走中止） 4．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，507，300円 複勝： 40，488，400円 枠連： 18，021，500円
馬連： 54，469，800円 馬単： 23，722，200円 ワイド： 36，439，000円
3連複： 71，330，300円 3連単： 77，202，400円 計： 354，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 220円 � 440円 枠 連（1－6） 750円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，520円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 14，530円 3 連 単 ��� 77，950円

票 数

単勝票数 計 325073 的中 � 29447（5番人気）
複勝票数 計 404884 的中 � 29836（6番人気）� 55065（2番人気）� 21875（7番人気）
枠連票数 計 180215 的中 （1－6） 18519（2番人気）
馬連票数 計 544698 的中 �� 13761（12番人気）
馬単票数 計 237222 的中 �� 2754（26番人気）
ワイド票数 計 364390 的中 �� 9996（10番人気）�� 6143（17番人気）�� 4977（23番人気）
3連複票数 計 713303 的中 ��� 3680（49番人気）
3連単票数 計 772024 的中 ��� 718（241番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．8―13．8―12．7―12．3―12．1―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．7―51．5―1：04．2―1：16．5―1：28．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

トランシルヴァニア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Real Quiet 初出走

2017．5．10生 牡2鹿 母 ワンダーレディアンエル 母母 Ancho 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヴァルトグリーン号は，最後の直線コースで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヴァルトグリーン号は，令和元年7月21日から令和元年8月11日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラッキーボーイ号

18078 7月20日 小雨 稍重 （1福島2） 第7日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05分 （芝・右）

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

815 グ ラ イ ユ ル 牝2栗 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 鹿戸 雄一 新ひだか 土居牧場 426 ―1：12．4 2．2�
713 タイキスウォード 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 440 ―1：12．5� 61．3�
47 ヴォールヴィコント 牝2鹿 54 戸崎 圭太栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 482 ― 〃 クビ 9．3�
510 ビーポーレン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 472 ―1：12．6� 7．6�
59 パラティーノヒル 牝2栗 54 津村 明秀吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404 ―1：12．81� 11．7	
714 ナックローズ 牝2鹿 54 柴田 大知小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 426 ―1：13．43� 15．7

24 カ ナ ラ イ ズ 牡2黒鹿54 丸山 元気水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 454 ― 〃 アタマ 6．3�
35 アスピラシオン 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 360 ―1：13．5� 71．2�
611 バルドダンサー 牡2栗 54

52 △野中悠太郎 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 456 ―1：13．6クビ 45．0
612 テリオスベル 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 434 ― 〃 クビ 10．8�
12 ソレユケタケコ 牡2芦 54 宮崎 北斗大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 444 ―1：13．7クビ 79．4�
36 プリザーブドローズ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也 �コスモヴューファーム 青木 孝文 浦河 笹島 智則 418 ―1：14．55 140．5�
11 スキニチーノ 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 474 ―1：15．24 82．9�
816 ブ ル ー ベ ル 牡2黒鹿54 井上 敏樹�和田牧場 石毛 善彦 新冠 対馬 正 446 ―1：15．3� 127．0�
48 マ キ リ 牡2鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 456 ―1：16．25 89．2�
23 ハップウトウゲ 牡2鹿 54

51 ▲大塚 海渡諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 北田 剛 504 ―1：24．2大差 210．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，060，400円 複勝： 37，480，300円 枠連： 15，173，200円
馬連： 51，434，600円 馬単： 24，137，400円 ワイド： 36，426，200円
3連複： 68，577，000円 3連単： 75，387，100円 計： 340，676，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 920円 � 210円 枠 連（7－8） 1，080円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 410円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 61，270円

票 数

単勝票数 計 320604 的中 � 119040（1番人気）
複勝票数 計 374803 的中 � 119642（1番人気）� 6540（10番人気）� 41276（3番人気）
枠連票数 計 151732 的中 （7－8） 10883（5番人気）
馬連票数 計 514346 的中 �� 7848（23番人気）
馬単票数 計 241374 的中 �� 2814（20番人気）
ワイド票数 計 364262 的中 �� 4759（22番人気）�� 25725（2番人気）�� 1852（41番人気）
3連複票数 計 685770 的中 ��� 3574（51番人気）
3連単票数 計 753871 的中 ��� 892（198番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．0―12．2―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（5，7）（12，15）14－（9，10）（4，11）－（2，13）6＝（1，16）＝8＝3 4 ・（12，5，7，15）－（14，9，10）4－11，13，2＝6－1，16＝8＝3

勝馬の
紹 介

グ ラ イ ユ ル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2017．3．29生 牝2栗 母 オールウェイズラブ 母母 ラ イ ヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 バルドダンサー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 バルドダンサー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハップウトウゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月20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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イキトウゴウ号・ヴィルベル号・スターズウィッシュ号・ソイチーノ号・バーナム号



18079 7月20日 小雨 稍重 （1福島2） 第7日 第7競走 ��
��1，150�3歳未勝利

発走13時35分 （ダート・右）
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

24 リトルエイト 牝3鹿 54 三浦 皇成中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 61：08．7 12．4�
815 ボルンタード 牡3鹿 56 内田 博幸西森 功氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 464＋ 41：09．23 15．6�
612 エンシャントロア 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：09．3� 3．3�

611 アカンダナパワー 牝3鹿 54 丸山 元気聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 438± 0 〃 クビ 7．1�
816 カシノブレンド �3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 442＋ 21：09．62 9．2	
714 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 456＋ 41：09．7クビ 6．7

35 イデアノオモイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 428＋ 21：09．91	 40．6�
36 ラスヴェート �3黒鹿56 津村 明秀�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：10．11 78．3�
11 ロサデラルス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 492－ 2 〃 ハナ 39．7
48 カネショウベリー 牝3芦 54 武士沢友治清水 正裕氏 古賀 史生 日高 サンシャイン

牧場 432－ 2 〃 クビ 12．3�
47 エリーピクシー 牝3芦 54

52 △木幡 育也谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 萩澤 俊雄 416＋ 61：10．42 59．8�
23 アイアンユウキャン 牡3鹿 56 江田 照男池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 518－ 21：10．5クビ 7．3�
59 リ ゼ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 450＋101：11．03 11．5�
510 ケイティパッション 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士瀧本 和義氏 小野 次郎 安平 ノーザンファーム 428± 01：11．95 300．3�
713 マハロモアナ 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 440－ 21：12．64 138．5�
12 バイラビエン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 浦河 酒井牧場 468 ―1：13．98 73．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，645，400円 複勝： 45，124，900円 枠連： 22，691，600円
馬連： 63，845，500円 馬単： 25，747，900円 ワイド： 47，598，500円
3連複： 92，836，700円 3連単： 101，020，000円 計： 427，510，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 370円 � 370円 � 170円 枠 連（2－8） 1，130円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 16，490円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 1，230円 �� 950円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 89，530円

票 数

単勝票数 計 286454 的中 � 18408（8番人気）
複勝票数 計 451249 的中 � 27695（9番人気）� 28340（8番人気）� 86282（1番人気）
枠連票数 計 226916 的中 （2－8） 15476（4番人気）
馬連票数 計 638455 的中 �� 5402（37番人気）
馬単票数 計 257479 的中 �� 1171（72番人気）
ワイド票数 計 475985 的中 �� 4179（37番人気）�� 10017（16番人気）�� 13173（8番人気）
3連複票数 計 928367 的中 ��� 6980（38番人気）
3連単票数 計1010200 的中 ��� 818（400番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．2―11．9―12．3―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．7―43．6―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．0
3 4（7，12，15）3（8，13，16）1（6，9，14）－11，5，10＝2 4 4（12，15）－（7，16）3，1（6，8，13，14）（9，11）5－10＝2

勝馬の
紹 介

リトルエイト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2019．1．14 中山5着

2016．4．1生 牝3鹿 母 エイトディズアパート 母母 Raska 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バイラビエン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月20日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ケイティパッション号・マハロモアナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月20日まで

平地競走に出走できない。

18080 7月20日 小雨 稍重 （1福島2） 第7日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：45．3
1：43．9

良
良

813 レッドイリーゼ 牝4青鹿55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448± 01：49．3 2．5�
58 タマノジュメイラ 牝3鹿 52

51 ☆木幡 巧也玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 462± 01：49．51 7．6�
69 ウィナーポイント 牝4黒鹿55 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 414－ 2 〃 アタマ 7．2�
712 ムーンライトナイト 牝4鹿 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋101：49．71� 15．0�
814 ポ リ ア ン サ 牝3栗 52 津村 明秀佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 8 〃 ハナ 5．8	
711 ブルーグローブ 牝3黒鹿52 内田 博幸林 正道氏 矢野 英一 日高 白井牧場 448± 01：50．23 32．3

22 プロスペリティ 牝3黒鹿 52

49 ▲大塚 海渡 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：50．94 19．6�
33 � レイナデルビエント 牝4鹿 55 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 462－ 51：51．11� 105．1�
45 � フジジェットレディ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士�フジレーシング 尾形 和幸 むかわ 桑原牧場 422＋ 41：51．31	 321．1
57 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 81：51．51	 12．8�
11 クィーンユニバンス 牝3鹿 52

50 △木幡 育也亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500± 01：52．13� 14．1�
34 � アイスバーグアリー 牝3青鹿 52

49 ▲小林 凌大杉浦 和也氏 的場 均 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 11：52．84 169．3�

610 ミッキーフォンテン 牝3青鹿 52
51 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 420＋101：53．54 11．1�

46 コスモダリア 牝4鹿 55
53 △野中悠太郎田中 由子氏 小島 茂之 新冠 大栄牧場 444＋241：54．13� 114．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，040，200円 複勝： 49，325，900円 枠連： 20，369，300円
馬連： 70，702，500円 馬単： 32，052，000円 ワイド： 50，147，100円
3連複： 96，667，100円 3連単： 120，889，100円 計： 473，193，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 200円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 420円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 330402 的中 � 105112（1番人気）
複勝票数 計 493259 的中 � 140233（1番人気）� 58661（3番人気）� 53474（4番人気）
枠連票数 計 203693 的中 （5－8） 30069（2番人気）
馬連票数 計 707025 的中 �� 52946（2番人気）
馬単票数 計 320520 的中 �� 15516（2番人気）
ワイド票数 計 501471 的中 �� 35148（2番人気）�� 31427（3番人気）�� 14323（8番人気）
3連複票数 計 966671 的中 ��� 34101（3番人気）
3連単票数 計1208891 的中 ��� 10934（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．8―48．6―1：01．0―1：13．1―1：25．0―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

レッドイリーゼ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．12．28 中山1着

2015．4．1生 牝4青鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 12戦2勝 賞金 28，017，000円
〔制裁〕 ミッキーフォンテン号の騎手菊沢一樹は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・6番・2

番）
〔その他〕 コスモダリア号は，3コーナーで他の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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月20日まで平地

競走に出走できない。



18081 7月20日 曇 稍重 （1福島2） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

く り こ

栗 子 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

711 ハギノカエラ 牝6栗 55 内田 博幸安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 426± 02：01．7 5．5�
813 ウェディングベール 牝4芦 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 444－ 22：02．12	 133．6�
57 マイネルベレーロ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 82：02．84 48．4�
33 クリスタルバローズ 牡3鹿 54 蛯名 正義猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 シンユウフアーム 478－ 4 〃 ハナ 9．8�
69 ギャラントグリフ 
6黒鹿57 野中悠太郎岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 512－ 72：02．9� 263．4�
68 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474± 02：03．0クビ 9．3	
22 ダイワダグラス 牡3鹿 54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502± 02：03．42	 2．2

812� レッドリュンヌ 牝6栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 430＋ 22：03．61	 373．0�
710� レ ヴ ァ ン テ 牡4栗 57 横山 典弘寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 22：03．7	 34．7�
45 チェサピークベイ 牡3芦 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482－ 22：03．91 3．8
44 � スプリングボックス 牡5黒鹿57 菊沢 一樹�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 478－122：05．07 44．2�
11 イタリアンホワイト 牝5芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－10 〃 クビ 15．0�
56 スターリバー 牝4栗 55 伴 啓太田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 456＋ 82：05．85 269．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，847，400円 複勝： 56，873，600円 枠連： 17，625，500円
馬連： 94，339，200円 馬単： 43，365，800円 ワイド： 56，956，200円
3連複： 119，503，500円 3連単： 172，555，000円 計： 609，066，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 1，770円 � 930円 枠 連（7－8） 7，830円

馬 連 �� 25，640円 馬 単 �� 34，710円

ワ イ ド �� 4，490円 �� 1，920円 �� 17，390円

3 連 複 ��� 104，330円 3 連 単 ��� 781，880円

票 数

単勝票数 計 478474 的中 � 69382（3番人気）
複勝票数 計 568736 的中 � 104939（3番人気）� 6965（10番人気）� 13857（9番人気）
枠連票数 計 176255 的中 （7－8） 1744（22番人気）
馬連票数 計 943392 的中 �� 2851（36番人気）
馬単票数 計 433658 的中 �� 937（62番人気）
ワイド票数 計 569562 的中 �� 3258（33番人気）�� 7780（19番人気）�� 832（52番人気）
3連複票数 計1195035 的中 ��� 859（118番人気）
3連単票数 計1725550 的中 ��� 160（719番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．8―12．4―12．3―12．5―12．6―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―34．8―46．6―59．0―1：11．3―1：23．8―1：36．4―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノカエラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．28 阪神5着

2013．5．6生 牝6栗 母 ハギノプリンセス 母母 サベージレディ 31戦2勝 賞金 52，723，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。

18082 7月20日 曇 稍重 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

814 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 54 野中悠太郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 454－ 41：49．1 4．6�
815 ジョブックコメン 牝4黒鹿55 山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 424－ 41：49．2� 15．2�
22 ショワドゥロワ 牡5黒鹿57 内田 博幸村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 ハナ 19．3�
46 フォーラウェイ 牡6鹿 57 菊沢 一樹 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442－121：49．41	 35．4�
611 ダディーズマインド 牡3鹿 54 宮崎 北斗田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 472± 01：49．5� 3．7	
58 キボウノダイチ 牡4黒鹿57 丸山 元気三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド 496－ 21：49．92� 9．1

47 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 6 〃 クビ 105．2�
713 トーホウアイレス 牝5青鹿55 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472± 01：50．0クビ 5．7�
59 エバーミランダ 牝4鹿 55 大野 拓弥宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 ハナ 11．2
712 シベリアンタイガー 
8鹿 57 柴田 善臣岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 474－12 〃 クビ 214．4�
610 ロードアルバータ 
5青鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 458－ 21：50．1� 37．6�
35 エイムアンドエンド 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 492＋ 41：50．31	 6．5�
11 グレンガリー 
4鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 436－ 21：51．15 31．9�
23 ヴェロニカグレース 牝4黒鹿55 木幡 育也 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 51．8�
34 � フィールドシャルム 牡6鹿 57 木幡 巧也岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 506＋ 61：51．41� 249．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，427，400円 複勝： 81，162，100円 枠連： 30，683，800円
馬連： 133，006，900円 馬単： 47，645，200円 ワイド： 86，089，300円
3連複： 177，020，900円 3連単： 202，768，100円 計： 808，803，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 380円 � 430円 枠 連（8－8） 2，950円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，490円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 16，740円 3 連 単 ��� 69，630円

票 数

単勝票数 計 504274 的中 � 86545（2番人気）
複勝票数 計 811621 的中 � 118863（2番人気）� 52078（7番人気）� 44801（8番人気）
枠連票数 計 306838 的中 （8－8） 8055（14番人気）
馬連票数 計1330069 的中 �� 32867（14番人気）
馬単票数 計 476452 的中 �� 6797（20番人気）
ワイド票数 計 860893 的中 �� 23238（9番人気）�� 14883（20番人気）�� 7300（34番人気）
3連複票数 計1770209 的中 ��� 7928（61番人気）
3連単票数 計2027681 的中 ��� 2111（251番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―12．6―12．1―12．0―12．1―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．5―48．1―1：00．2―1：12．2―1：24．3―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴァンケドミンゴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．20 東京4着

2016．4．6生 牡3鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 9戦3勝 賞金 36，644，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔制裁〕 ショワドゥロワ号の騎手内田博幸は，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：6番）



18083 7月20日 曇 稍重 （1福島2） 第7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，3勝クラス（1600万円以下），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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

44 シ ョ ー ム 牡4栗 57 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 494＋ 21：44．1 3．3�
813 ビルジキール 牡3黒鹿54 横山 典弘玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 484＋ 21：44．31� 4．0�
710 ワイルドカード 牡5鹿 57 丸山 元気ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 558＋ 61：44．51� 4．5�
22 ノ ー ウ ェ イ 牡4鹿 57 戸崎 圭太宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 492＋ 4 〃 アタマ 14．1�
711 サクラエンパイア 牡6鹿 57 柴田 善臣�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 476－ 4 〃 クビ 25．6�
56 ロジペルレスト 牡4栗 57 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 522＋ 41：44．6クビ 6．2	
812 フォーハンドレッド 牡5黒鹿57 大野 拓弥窪田 康志氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 482＋ 21：44．7	 9．3

57 ネ コ ワ シ 牡4鹿 57 武士沢友治節 英司氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 512－ 41：44．91	 109．5�
68 スウィフトレイド 
6栗 57 内田 博幸 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 498－ 61：45．11 18．8
11 ミスズフリオーソ 牡4栗 57 柴田 大知永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492± 0 〃 ハナ 52．6�
69 ワイルドゲーム 牡6鹿 57 五十嵐雄祐合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B502＋ 41：45．73	 279．9�
33 クラウンシャイン 牡7栗 57 江田 照男�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 480± 01：45．8� 144．6�
45 サイドチェンジ 牡5黒鹿57 野中悠太郎大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B528＋121：46．33 85．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 85，407，200円 複勝： 108，429，800円 枠連： 50，466，000円
馬連： 265，673，200円 馬単： 99，233，100円 ワイド： 136，436，000円
3連複： 370，204，400円 3連単： 484，503，400円 計： 1，600，353，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（4－8） 540円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 320円 �� 290円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 854072 的中 � 204749（1番人気）
複勝票数 計1084298 的中 � 245139（1番人気）� 183630（2番人気）� 150577（3番人気）
枠連票数 計 504660 的中 （4－8） 71426（1番人気）
馬連票数 計2656732 的中 �� 309670（1番人気）
馬単票数 計 992331 的中 �� 54898（2番人気）
ワイド票数 計1364360 的中 �� 113305（2番人気）�� 124792（1番人気）�� 61216（6番人気）
3連複票数 計3702044 的中 ��� 228403（1番人気）
3連単票数 計4845034 的中 ��� 60161（2番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．7―12．5―12．3―12．3―12．0―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．5―42．0―54．3―1：06．6―1：18．6―1：31．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ー ム �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．18 阪神2着

2015．5．17生 牡4栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 13戦4勝 賞金 74，848，000円

18084 7月20日 曇 稍重 （1福島2） 第7日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
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
1：07．0
1：06．5

良
良

34 シャインサンデー 牝5栗 55 戸崎 圭太森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420± 01：09．9 2．1�
813 マイネルアルケミー 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 462± 01：10．64 4．1�
69 � サウンドオブビット 牡6鹿 57

54 ▲山田 敬士馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 478＋ 2 〃 クビ 20．8�
814 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470＋161：10．7� 105．1�
58 ジ ャ ッ キ ー 牡5栗 57

55 △木幡 育也本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484－ 4 〃 クビ 19．7�
45 ウインレフィナード 牡3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 442＋ 2 〃 アタマ 13．8	
712 ス ピ ア ー ノ 牝4黒鹿55 大野 拓弥清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 460＋ 81：10．8クビ 9．0

11 � マ リ ー ツ ァ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 松田牧場 468－ 4 〃 クビ 137．3�
610 ノーブルプルート 牝5鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 488－ 4 〃 ハナ 5．5�
46 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿57 江田 照男ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B488－ 4 〃 アタマ 51．0�
57 クロムウェル 牡3栗 54 西田雄一郎ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 428＋ 21：11．01 64．6�
711 ブラックギムレット 牡5黒鹿 57

55 △野中悠太郎黒澤 尚氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：11．31� 68．2�
22 ポ ン ポ ン 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 452－ 6 〃 クビ 123．9�
33 � ヨドノローズ 牝6栗 55 井上 敏樹海原 聖一氏 高橋 義博 浦河 林農場 460＋ 41：11．72� 233．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 65，453，300円 複勝： 78，517，600円 枠連： 33，888，000円
馬連： 139，189，100円 馬単： 75，672，500円 ワイド： 97，837，400円
3連複： 202，811，100円 3連単： 338，290，200円 計： 1，031，659，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 280円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 290円 �� 620円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 計 654533 的中 � 244180（1番人気）
複勝票数 計 785176 的中 � 230697（1番人気）� 119924（3番人気）� 50980（6番人気）
枠連票数 計 338880 的中 （3－8） 48248（1番人気）
馬連票数 計1391891 的中 �� 193814（1番人気）
馬単票数 計 756725 的中 �� 71409（1番人気）
ワイド票数 計 978374 的中 �� 97069（2番人気）�� 39166（7番人気）�� 16455（16番人気）
3連複票数 計2028111 的中 ��� 53794（9番人気）
3連単票数 計3382902 的中 ��� 33185（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―11．4―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．2―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインサンデー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．7 中山3着

2014．5．10生 牝5栗 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 19戦3勝 賞金 55，492，000円



（1福島2）第7日 7月20日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

207，650，000円
5，180，000円
18，080，000円
1，360，000円
22，910，000円
69，652，000円
5，506，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
462，333，800円
608，322，600円
250，763，600円
1，032，183，000円
452，426，200円
655，555，700円
1，422，456，300円
1，878，420，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，762，461，400円

総入場人員 8，405名 （有料入場人員 6，873名）
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