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17037 7月12日 曇 重 （2福島2） 第4日 第1競走 ��2，750�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 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� 基準タイム2：57．4良

46 ベストサポーター 牡7青鹿60 伊藤 工真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 B516－ 83：03．9 18．3�
34 � キタノテイオウ 牡5黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 462－ 23：05．07 7．5�
58 � トキメキジュピター 牡5黒鹿60 熊沢 重文杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 518＋ 6 〃 クビ 9．6�
814� クリノカナロアオー �5黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 450－143：06．17 176．8�
45 ド ゴ ー ル 牡4鹿 60 小野寺祐太 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 474± 03：06．31� 7．8�
711 ゲインスプレマシー �4鹿 60 石神 深一 	サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 478＋ 63：06．4	 2．2

712 ファストアプローチ �5栗 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 556＋ 43：07．46 9．5�

11 ララエクラテール 牡8鹿 60 高田 潤フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 438＋ 8 〃 クビ 5．8�
（法942）

69 ギブアンドテイク �9栗 60 蓑島 靖典嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 476＋ 43：07．93 72．4
33 � シゲルアメジスト 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 488＋143：08．11 22．2�
813 シャイニードラード 牡5栗 60 山本 康志小林 昌志氏 稲垣 幸雄 平取 雅 牧場 522＋ 43：08．52
 170．3�
610 トーアクルス 牡3芦 58 草野 太郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 518－ 43：12．8大差 180．8�
57 ニシノゴウウン �4青鹿60 大庭 和弥西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 492＋103：19．5大差 73．1�
22 メ ス キ ー タ 牡4鹿 60 白浜 雄造岡 浩二氏 新谷 功一 浦河 大柳ファーム 520＋10 （競走中止） 31．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，919，700円 複勝： 31，199，200円 枠連： 12，301，500円
馬連： 44，862，900円 馬単： 21，720，700円 ワイド： 36，212，000円
3連複： 78，023，500円 3連単： 87，709，400円 計： 335，948，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 410円 � 210円 � 240円 枠 連（3－4） 1，070円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 15，630円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，340円 �� 910円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 96，780円

票 数

単勝票数 計 239197 的中 � 10438（7番人気）
複勝票数 計 311992 的中 � 17110（7番人気）� 43104（2番人気）� 34520（3番人気）
枠連票数 計 123015 的中 （3－4） 8874（6番人気）
馬連票数 計 448629 的中 �� 5706（22番人気）
馬単票数 計 217207 的中 �� 1042（51番人気）
ワイド票数 計 362120 的中 �� 6811（17番人気）�� 6884（16番人気）�� 10381（11番人気）
3連複票数 計 780235 的中 ��� 4403（49番人気）
3連単票数 計 877094 的中 ��� 657（307番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 52．3－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストサポーター �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 Diktat デビュー 2016．1．11 中山14着

2013．4．23生 牡7青鹿 母 ア シ ュ ワ ー 母母 ア ナ ー ム 障害：26戦1勝 賞金 31，480，000円
〔競走中止〕 メスキータ号は，競走中に前進気勢を欠いたため5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 メスキータ号は，競走中に前進気勢を欠き，5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〕。
※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 ストロングヘヴン号

17038 7月12日 曇 不良 （2福島2） 第4日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 マーキュリーセブン 牡3黒鹿56 田辺 裕信ライオンレースホース� 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B450± 01：46．3 3．5�
46 ファクトベース 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 492± 0 〃 クビ 25．4�
11 スペラメント 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 510＋ 21：46．51� 2．6�
34 キャプティベート �3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 438－141：46．81� 16．2�
23 サイヤダンサー 牡3鹿 56 M．デムーロ西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 448＋ 8 〃 クビ 13．5	
22 ス ウ ェ ア ー 牡3鹿 56 木幡 初也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B498－ 61：46．9クビ 6．8

815 ペイシャフラッシュ 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 清水スタッド 476－ 4 〃 クビ 14．6�
712 ザサンアップライト 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 438± 01：47．11 264．1�

59 ビッグゴシップ 牡3鹿 56 西田雄一郎吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 クビ 154．9
35 ジオパークアポロ 牡3栗 56

54 △木幡 育也小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 436－ 21：48．58 9．1�
610 アルトゥーロ 牡3黒鹿56 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 428＋ 21：48．6クビ 70．7�
713 レーニンテソーロ 牡3栗 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：49．55 18．8�
814 ダブルマーク 牡3青 56 木幡 巧也河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 B506－ 21：49．6� 90．8�
611 サイモンバトラー 牡3鹿 56 石川裕紀人澤田 昭紀氏 矢野 英一 新ひだか 本桐牧場 B460＋ 8 〃 クビ 294．2�
47 グラスフレイバー 牡3黒鹿56 内田 博幸尾田 信夫氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 468－ 41：49．7� 254．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，323，500円 複勝： 57，922，300円 枠連： 11，761，700円
馬連： 67，460，500円 馬単： 28，522，000円 ワイド： 57，694，900円
3連複： 99，407，500円 3連単： 99，674，100円 計： 465，766，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 420円 � 140円 枠 連（4－5） 4，160円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 290円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 22，500円

票 数

単勝票数 計 433235 的中 � 97242（2番人気）
複勝票数 計 579223 的中 � 122629（2番人気）� 23912（9番人気）� 123646（1番人気）
枠連票数 計 117617 的中 （4－5） 2187（16番人気）
馬連票数 計 674605 的中 �� 15211（16番人気）
馬単票数 計 285220 的中 �� 4693（15番人気）
ワイド票数 計 576949 的中 �� 13765（11番人気）�� 57803（1番人気）�� 9219（20番人気）
3連複票数 計 994075 的中 ��� 17299（13番人気）
3連単票数 計 996741 的中 ��� 3211（63番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．6―43．3―55．8―1：07．7―1：20．0―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーキュリーセブン �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．7．6 中京11着

2017．4．29生 牡3黒鹿 母 クイーンキセキ 母母 ダンスミュージカル 7戦1勝 賞金 8，360，000円
〔3走成績による出走制限〕 ビッグゴシップ号・ダブルマーク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トップヴェスパー号・ブラックシャウト号

第２回 福島競馬 第４日



17039 7月12日 小雨 不良 （2福島2） 第4日 第3競走 ��
��1，150�2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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

良
良

612 ニシノミズカゼ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 462－ 61：07．4レコード 4．4�
36 ニシノライトニング 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 482－ 41：08．35 22．6�
713 スペクタクル 牡2栗 54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 482－ 61：08．4� 28．6�
815 ア ヴ ォ カ ド 牝2鹿 54

51 ▲原 優介小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 462＋ 21：08．72 9．1�
11 ベネフィサンス 牝2鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：08．91� 2．2�
24 マイネルアミスター 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下
ファーム 480＋ 41：09．21� 26．3	

59 エクレウステソーロ 牡2青鹿 54
52 △菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 430－ 41：09．73 152．5

510 タイセイコマンド 牡2鹿 54 武士沢友治田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 470－ 4 〃 クビ 99．8�
816 ミカンタルト 牝2黒鹿54 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 浦河 宮内牧場 424± 01：09．91� 15．3�
714 ハンデンローズ 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 456－ 41：10．0� 52．2
611 ヒカルマドンナ 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 420＋ 21：10．2� 201．1�
12 トーセンミシェル 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 438－ 41：10．83� 180．4�

23 ライヴクラッカー 牡2黒鹿54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 470± 01：10．9� 46．5�
35 マイネルデルフト 牡2黒鹿54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 大北牧場 462＋ 21：11．11	 54．8�
48 ロイヤルウィーブ 牡2鹿 54 石川裕紀人本間 茂氏 相沢 郁 新冠 村上牧場 492＋ 61：12．69 23．6�
47 ヒューリット 牝2栗 54 石橋 脩 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 482＋ 21：12．81� 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，077，700円 複勝： 53，795，500円 枠連： 13，724，200円
馬連： 61，793，200円 馬単： 28，349，200円 ワイド： 56，338，100円
3連複： 94，245，100円 3連単： 100，072，800円 計： 458，395，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 600円 � 620円 枠 連（3－6） 2，720円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，530円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 18，460円 3 連 単 ��� 52，680円

票 数

単勝票数 計 500777 的中 � 94563（2番人気）
複勝票数 計 537955 的中 � 113955（2番人気）� 19566（8番人気）� 18781（9番人気）
枠連票数 計 137242 的中 （3－6） 3901（10番人気）
馬連票数 計 617932 的中 �� 16003（10番人気）
馬単票数 計 283492 的中 �� 4021（16番人気）
ワイド票数 計 563381 的中 �� 14664（8番人気）�� 9516（17番人気）�� 2982（46番人気）
3連複票数 計 942451 的中 ��� 3828（56番人気）
3連単票数 計1000728 的中 ��� 1377（153番人気）

ハロンタイム 9．8―10．5―10．6―11．4―12．3―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．3―30．9―42．3―54．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノミズカゼ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．6．28 東京4着

2018．3．19生 牝2栗 母 フィールドメジャー 母母 ギャラリートーク 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 エクレウステソーロ号は，枠入り不良。
〔その他〕 ロイヤルウィーブ号・ヒューリット号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

17040 7月12日 小雨 重 （2福島2） 第4日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

815 アルピニズム 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 484＋ 21：10．6 5．3�

610 レイチェリー 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 420－ 81：10．7� 38．0�

713 レオハイセンス 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 438＋ 21：10．8� 3．5�

814 テンジュイン 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 426＋ 41：10．9� 9．0�
22 コスモカンツォーネ 牡3黒鹿56 横山 武史 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 槇本牧場 434＋ 41：11．75 25．7	
611 メイリバティ 牝3鹿 54 M．デムーロ千明牧場 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：12．33� 5．0

35 マサノゴールデン 牝3鹿 54 北村 宏司中村 時子氏 木村 哲也 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋18 〃 アタマ 16．8�
46 ナイトブリーズ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 484 ―1：12．51� 6．1�
23 ブランブランブラン 牝3芦 54

52 △木幡 育也飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B472－ 41：13．24 106．6
47 ラ ブ オ ー ソ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 430－ 41：13．52 75．3�
11 プチジュラシック 牡3栗 56 西田雄一郎吉田 和美氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 512－ 21：13．6クビ 146．1�
34 ビ バ ー ナ ム 牝3黒鹿 54

52 △菅原 明良飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 396＋ 21：15．19 156．5�
59 フッカツムコウジマ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 片山牧場 476± 01：15．52� 33．4�
58 ダウンタウンスピカ 牝3鹿 54 石川裕紀人林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 432＋ 21：16．77 8．4�
712 サンマルロッソ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹相馬 勇氏 中野 栄治 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 438 ―1：17．01� 164．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，351，400円 複勝： 57，598，400円 枠連： 13，429，200円
馬連： 67，150，900円 馬単： 28，573，600円 ワイド： 57，629，500円
3連複： 104，392，000円 3連単： 101，532，200円 計： 474，657，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 650円 � 170円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 7，720円 馬 単 �� 12，080円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 350円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 43，470円

票 数

単勝票数 計 443514 的中 � 66301（3番人気）
複勝票数 計 575984 的中 � 78604（3番人気）� 17335（10番人気）� 108442（1番人気）
枠連票数 計 134292 的中 （6－8） 15600（2番人気）
馬連票数 計 671509 的中 �� 6734（26番人気）
馬単票数 計 285736 的中 �� 1774（43番人気）
ワイド票数 計 576295 的中 �� 5844（32番人気）�� 47602（1番人気）�� 8508（20番人気）
3連複票数 計1043920 的中 ��� 11550（21番人気）
3連単票数 計1015322 的中 ��� 1693（143番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．1―11．8―11．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．0―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルピニズム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．19 中山3着

2017．3．4生 牡3鹿 母 パイクスピーク 母母 アルヴァーダ 5戦1勝 賞金 8，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フッカツムコウジマ号・ダウンタウンスピカ号・サンマルロッソ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和2年8月12日まで平地競走に出走できない。
ビバーナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月12日まで平地競走に
出走できない。

※出走取消馬 アテザムール号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。
（非抽選馬） 3頭 ダイワリチャード号・ネージュフォレスト号・ハーディン号



17041 7月12日 雨 重 （2福島2） 第4日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．9
1：58．9

良
良

57 カガフラッシュ 牡2黒鹿54 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 448 ―2：07．6 16．5�
33 ソ ラ フ ネ 牡2鹿 54 石橋 脩山口 裕介氏 中竹 和也 様似 猿倉牧場 498 ―2：07．92 42．7�
11 フ ル ネ ー ズ 牡2鹿 54 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 クビ 15．0�
69 サトノフォーチュン 牡2黒鹿54 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484 ―2：08．21� 4．3�
34 アイリッシュムーン 牝2栗 54 福永 祐一�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 458 ― 〃 ハナ 15．4	
813 タイキドミニオン 牡2鹿 54 北村 友一
大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496 ―2：08．3クビ 6．2�
22 グランスエーニョ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 488 ―2：09．04 7．7�
711 ガトーバスク 牡2鹿 54 D．レーン 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 ハナ 4．5

（豪）

610 ウインザナドゥ 牡2栗 54 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 458 ―2：09．2� 5．6�
58 デルマフドウ 牡2鹿 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 458 ―2：11．2大差 166．0�
814 グラスミリオン 牡2黒鹿54 木幡 巧也半沢
 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 444 ―2：11．41� 137．4�
45 コスモオニアシゲ 牡2芦 54 宮崎 北斗 
ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―2：11．5クビ 40．8�
712 コスモチョコラトル 牡2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 472 ―2：12．13	 78．9�
46 ホウオウハイエスト 牝2栗 54 北村 宏司小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 512 ―2：12．73	 115．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，472，100円 複勝： 59，045，200円 枠連： 12，737，500円
馬連： 68，097，800円 馬単： 30，779，500円 ワイド： 56，993，800円
3連複： 98，579，000円 3連単： 105，204，200円 計： 485，909，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 530円 � 1，110円 � 540円 枠 連（3－5） 7，150円

馬 連 �� 37，210円 馬 単 �� 72，820円

ワ イ ド �� 7，250円 �� 2，170円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 88，970円 3 連 単 ��� 640，940円

票 数

単勝票数 計 544721 的中 � 27836（8番人気）
複勝票数 計 590452 的中 � 30460（6番人気）� 13324（10番人気）� 29875（7番人気）
枠連票数 計 127375 的中 （3－5） 1380（22番人気）
馬連票数 計 680978 的中 �� 1418（60番人気）
馬単票数 計 307795 的中 �� 317（116番人気）
ワイド票数 計 569938 的中 �� 2012（55番人気）�� 6896（26番人気）�� 2237（53番人気）
3連複票数 計 985790 的中 ��� 831（177番人気）
3連単票数 計1052042 的中 ��� 119（1060番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．4―49．7―1：03．3―1：16．4―1：29．1―1：42．0―1：54．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カガフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 デザートキング 初出走

2018．3．10生 牡2黒鹿 母 ジーントウショウ 母母 ウイッチトウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17042 7月12日 雨 重 （2福島2） 第4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

812 ショウナンラスボス 牡2栗 54 野中悠太郎国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 482 ―1：12．9 3．9�
55 エンテレケイア 牡2栗 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 浦河 谷川牧場 490 ―1：13．0� 4．8�
79 ラブリークイーン 牝2栗 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 462 ― 〃 クビ 12．5�
44 ハンデンディオーネ 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 村上 進治 410 ―1：13．21� 70．3�
22 アッシュグレー 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 446 ―1：13．41� 78．4�
56 ス タ ー マ ン 牡2黒鹿54 北村 友一坂巻 勝彦氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 434 ― 〃 ハナ 4．8	
33 トキノワンカラット 牝2鹿 54 石橋 脩田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 412 ― 〃 ハナ 9．2

710 ヴォンタリエール 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：14．25 18．0�
67 ウキウキホリデー 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 470 ―1：14．83� 33．8�
11 ナムラアダーラ 牝2芦 54 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 448 ― 〃 クビ 7．0
811 パンナコッタ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 西村牧場 418 ―1：15．75 92．1�
68 フィジータイム 牡2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 456 ―1：16．12� 14．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，379，300円 複勝： 31，866，000円 枠連： 10，278，000円
馬連： 51，318，600円 馬単： 22，370，300円 ワイド： 36，205，800円
3連複： 69，405，700円 3連単： 81，222，900円 計： 334，046，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 190円 � 300円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 440円 �� 780円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 16，450円

票 数

単勝票数 計 313793 的中 � 67839（1番人気）
複勝票数 計 318660 的中 � 55824（1番人気）� 45379（3番人気）� 22874（7番人気）
枠連票数 計 102780 的中 （5－8） 14120（1番人気）
馬連票数 計 513186 的中 �� 35562（1番人気）
馬単票数 計 223703 的中 �� 7370（2番人気）
ワイド票数 計 362058 的中 �� 22316（1番人気）�� 11578（10番人気）�� 10004（12番人気）
3連複票数 計 694057 的中 ��� 15515（9番人気）
3連単票数 計 812229 的中 ��� 3579（42番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―11．6―12．3―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．5―36．1―48．4―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラスボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea The Stars 初出走

2018．2．12生 牡2栗 母 プリンセスオブザスターズ 母母 Wadud 1戦1勝 賞金 7，000，000円



17043 7月12日 雨 不良 （2福島2） 第4日 第7競走 ��1，150�3歳未勝利
発走13時35分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

24 ラブアドベンチャー 牝3鹿 54 横山 典弘�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋101：07．9 2．5�

59 ピュアプリンセス 牝3栗 54
52 △木幡 育也田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 470＋141：08．11� 10．2�

713 トミケンリフリーク 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子冨樫 賢二氏 竹内 正洋 青森 マルシチ牧場 440－ 21：08．2� 11．7�

48 ク サ ヒ バ リ 牝3黒鹿 54
51 ▲原 優介�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 442－ 6 〃 ハナ 13．1�
611 エリーウェイ 牝3芦 54 武士沢友治谷川 正純氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 462± 01：08．94 7．0	
815 ステラディウス 牝3芦 54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 むかわ 市川牧場 492－ 41：09．0� 87．5

510 ジュンヒトカップ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行河合 裕明氏 勢司 和浩 浦河 宮内牧場 486＋ 81：09．74 152．7�
35 スズカアイドル 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 420＋ 41：09．8クビ 42．0�
36 ロ マ ー シ カ 牝3栗 54 石橋 脩 シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：10．01� 13．1�
23 キ ュ ア ノ ス 牝3青鹿 54

52 △菅原 明良日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B456＋ 8 〃 クビ 5．7�
11 ロ ー ダ ン テ 牝3鹿 54 木幡 巧也小林 由明氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 33．6�
816 ダ ニ ュ ー ブ 牝3栗 54 田中 勝春ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 21：10．1クビ 94．4�
714 スーリエドヴェール 牝3鹿 54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 タニグチ牧場 478－ 61：10．2� 9．9�
12 サクラトップホーム 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 454＋181：10．51� 170．2�
612 サンマルジョオー 牝3鹿 54 国分 優作相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 412＋141：10．71� 178．6�
47 ピ ュ ア 牝3黒鹿54 杉原 誠人和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム B486＋ 61：12．4大差 139．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，377，100円 複勝： 44，855，100円 枠連： 13，238，900円
馬連： 61，222，400円 馬単： 26，484，100円 ワイド： 49，376，400円
3連複： 92，353，000円 3連単： 99，883，700円 計： 418，790，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 270円 � 320円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 720円 �� 870円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 313771 的中 � 99592（1番人気）
複勝票数 計 448551 的中 � 97696（1番人気）� 38271（5番人気）� 31143（7番人気）
枠連票数 計 132389 的中 （2－5） 9076（6番人気）
馬連票数 計 612224 的中 �� 29213（5番人気）
馬単票数 計 264841 的中 �� 8227（6番人気）
ワイド票数 計 493764 的中 �� 18029（4番人気）�� 14825（8番人気）�� 5824（30番人気）
3連複票数 計 923530 的中 ��� 11292（21番人気）
3連単票数 計 998837 的中 ��� 3482（48番人気）

ハロンタイム 9．6―10．6―10．9―11．9―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．2―31．1―43．0―55．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブアドベンチャー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2020．2．1 東京2着

2017．4．1生 牝3鹿 母 ナ ギ ッ ト 母母 Freedom Flag 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 ローダンテ号の調教師牧光二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 パシフィックスター号・ボウイッシュ号

17044 7月12日 雨 重 （2福島2） 第4日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

814 ウイングセクション 牡5栗 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500± 02：04．5 9．2�

11 � ラブインブルーム 牝4青鹿 55
52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 436＋102：04．71 25．4�
58 インペリアルフィズ 牡6栗 57 石橋 脩 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B474－ 42：05．02 13．4�
33 ビートザウイングス �3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B470＋ 22：05．32 5．4�
34 クルミネイト 牝4鹿 55 D．レーン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：05．51 7．4�

（豪）

57 テトラクォーク 牝5鹿 55
52 ▲原 優介 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：05．6� 125．2	

45 � ホウオウビクトリー 牡4鹿 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 472－ 62：05．7	 62．5

22 � シャドウアロング �4鹿 57 福永 祐一飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 466－ 9 〃 アタマ 25．7�
813 ミ チ ビ キ 牝4黒鹿55 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 486± 02：06．33� 8．8
46 ルヴェルソー 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 450＋ 42：06．51� 3．7�
712 レッドヴァール 牝5鹿 55 横山 武史 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484＋ 22：07．45 6．1�
69 レッドサーシャ 牝3栗 52 内田 博幸 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 462± 02：07．5クビ 42．2�
711 パシフィスタ �4黒鹿57 西田雄一郎 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム B466＋ 42：08．24 16．5�
610 クィーンユニバンス 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：10．2大差 43．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，781，800円 複勝： 72，226，100円 枠連： 17，864，300円
馬連： 94，536，700円 馬単： 35，940，800円 ワイド： 78，074，300円
3連複： 139，988，500円 3連単： 136，873，300円 計： 623，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 280円 � 540円 � 420円 枠 連（1－8） 6，920円

馬 連 �� 9，380円 馬 単 �� 14，240円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 1，470円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 27，420円 3 連 単 ��� 157，260円

票 数

単勝票数 計 477818 的中 � 41470（6番人気）
複勝票数 計 722261 的中 � 73758（4番人気）� 33039（9番人気）� 43822（7番人気）
枠連票数 計 178643 的中 （1－8） 2000（25番人気）
馬連票数 計 945367 的中 �� 7804（37番人気）
馬単票数 計 359408 的中 �� 1892（59番人気）
ワイド票数 計 780743 的中 �� 8415（31番人気）�� 13927（18番人気）�� 5407（45番人気）
3連複票数 計1399885 的中 ��� 3828（100番人気）
3連単票数 計1368733 的中 ��� 631（582番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―34．9―47．7―1：00．5―1：13．0―1：25．3―1：37．9―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイングセクション �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．12．24 中山1着

2015．5．8生 牡5栗 母 ウイングオブラック 母母 バブルウイングス 16戦2勝 賞金 23，697，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クィーンユニバンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月12日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



17045 7月12日 曇 重 （2福島2） 第4日 第9競走 ��1，800�
お り ひ め

織 姫 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

48 ホウオウエミーズ 牝3鹿 52 M．デムーロ小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448＋ 41：50．9 10．9�
510� オールステリーナ 牝5黒鹿55 田辺 裕信宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 478＋ 61：51．0� 11．1�
611 セイウンヴィーナス 牝3青鹿52 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 436± 01：51．1� 5．0�
24 ハートウォーミング 牝4青鹿55 D．レーン ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 61：51．52� 8．5�
（豪）

713 シンハリング 牝3青鹿52 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 21：51．71	 4．0�
36 チビラーサン 牝4栗 55 石橋 脩瀬谷 	雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 446＋16 〃 クビ 33．6

11 ライレローズ 牝5黒鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：52．12� 80．1�
815 ウエスタンランポ 牝4鹿 55 菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 402± 0 〃 クビ 104．7
59 マ ロ リ ン 牝4鹿 55 木幡 巧也吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 470－ 41：52．41� 164．9�
816 アカノニジュウイチ 牝3鹿 52 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 440－ 41：52．61	 3．3�
23 ダイワクンナナ 牝3鹿 52 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 81：52．91� 23．8�
612 バトーブラン 牝3芦 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 21：53．0� 13．8�
12 シャワークライム 牝4黒鹿55 木幡 育也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444± 01：53．63� 40．3�
714 イッツアワターン 牝3黒鹿52 石川裕紀人田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 422－ 21：54．87 165．5�
47 � スノーベリー 牝4芦 55 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小手川 準 浦河 日進牧場 452＋ 61：57．3大差 204．3�
（15頭）

35 ナリノクリスティー 牝3青鹿52 三浦 皇成成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 59，171，700円 複勝： 91，074，900円 枠連： 20，035，200円
馬連： 120，563，000円 馬単： 43，645，900円 ワイド： 96，351，000円
3連複： 174，033，300円 3連単： 185，298，000円 計： 790，173，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 320円 � 260円 � 180円 枠 連（4－5） 4，980円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 10，220円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 910円 �� 780円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 58，970円

票 数

単勝票数 計 591717 的中 � 43093（5番人気）
複勝票数 計 910749 的中 � 66224（6番人気）� 84617（5番人気）� 157332（2番人気）
枠連票数 計 200352 的中 （4－5） 3116（17番人気）
馬連票数 計1205630 的中 �� 18016（21番人気）
馬単票数 計 436459 的中 �� 3200（37番人気）
ワイド票数 計 963510 的中 �� 16720（19番人気）�� 27449（10番人気）�� 32435（7番人気）
3連複票数 計1740333 的中 ��� 14857（32番人気）
3連単票数 計1852980 的中 ��� 2278（199番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―48．9―1：01．4―1：13．7―1：25．9―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウエミーズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．18 新潟6着

2017．5．20生 牝3鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 7戦2勝 賞金 18，863，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔出走取消〕 ナリノクリスティー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スノーベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月12日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17046 7月12日 曇 不良 （2福島2） 第4日 第10競走 ��
��1，700�

あま がわ

天 の 川 賞
発走15時10分 （ダート・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

35 ダノンファスト 牡3黒鹿54 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 458－ 21：43．7 1．5�
58 ブラックヘイロー 牡4青鹿57 D．レーン 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496－ 21：44．12� 8．5�

（豪）

815 ショウナンマリオ 牡3黒鹿54 三浦 皇成�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 474＋ 4 〃 アタマ 8．9�
22 ブリッツェンシチー 牡4鹿 57 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 530－ 41：44．52� 34．8�
713	 リーピングリーズン 牝4青鹿55 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 494＋ 6 〃 クビ 7．5	

712 エバンタイユドール 牝3栗 52 菊沢 一樹井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 508－ 61：44．6クビ 89．5


34 ラ ン パ ク 牡5芦 57 菅原 明良一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 502＋ 61：44．7
 81．3�
11 デルマオニキス 牡3芦 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 476＋ 8 〃 アタマ 14．9�
611 インザバブル 牡7鹿 57 蛯名 正義�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 2 〃 クビ 64．3
610 オウケンスターダム 牡6鹿 57 国分 優作福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 472－ 81：45．01� 80．6�
59 グラスボイジャー 牡4黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 530－ 61：46．610 108．2�
23 アイアムジュピター 牡6鹿 57 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 516＋ 81：47．87 254．2�
47 エイムアンドエンド 牡5鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 504＋12 〃 クビ 64．7�
814	 カーブドシール 牡4鹿 57 木幡 育也前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506± 01：47．9� 23．2�
46 ギ ン ゴ ー 牡7鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 478－241：48．32� 206．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，353，300円 複勝： 190，726，700円 枠連： 24，351，800円
馬連： 143，760，400円 馬単： 74，855，700円 ワイド： 106，429，300円
3連複： 213，194，000円 3連単： 358，654，900円 計： 1，182，326，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 230円 �� 660円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 703533 的中 � 374658（1番人気）
複勝票数 計1907267 的中 � 1308279（1番人気）� 119746（2番人気）� 105870（4番人気）
枠連票数 計 243518 的中 （3－5） 32708（3番人気）
馬連票数 計1437604 的中 �� 195915（2番人気）
馬単票数 計 748557 的中 �� 81347（2番人気）
ワイド票数 計1064293 的中 �� 112090（2番人気）�� 131382（1番人気）�� 34388（7番人気）
3連複票数 計2131940 的中 ��� 180426（1番人気）
3連単票数 計3586549 的中 ��� 108836（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．5―41．7―54．3―1：06．4―1：18．8―1：31．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンファスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．11．3 東京3着

2017．5．4生 牡3黒鹿 母 ダンスファンタジア 母母 ダンスインザムード 7戦3勝 賞金 41，079，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オーケストラ号・ソールライト号・タイトロープウィン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



17047 7月12日 曇 重 （2福島2） 第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第56回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1．7．6以降2．7．5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

福島県知事賞・福島商工会議所会頭賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 クレッシェンドラヴ 牡6鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 498＋ 42：02．5 7．4�
713 ブ ラ ヴ ァ ス 牡4鹿 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：02．71 12．4�
612 ヴァンケドミンゴ 牡4鹿 54 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 464± 02：02．8� 11．8�
611 ヒンドゥタイムズ 牡4鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：03．12 5．8�
12 ウインイクシード 牡6黒鹿56 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 42：03．2� 14．1	
24 パッシングスルー 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B492－ 1 〃 アタマ 17．8

816 レッドローゼス 牡6鹿 56 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 488± 0 〃 アタマ 46．4�
815 リュヌルージュ 牝5鹿 52 M．デムーロ窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 480＋ 22：03．41� 10．7�
36 ジ ナ ン ボ ー 牡5黒鹿56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 ハナ 4．8
（豪）

11 バ レ リ オ 牡5芦 55 石橋 脩 �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 504＋ 42：03．5	 30．5�

35 マイネルサーパス 牡4黒鹿56．5 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 22：03．6クビ 8．4�

714 オセアグレイト 牡4鹿 55 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 488± 02：03．91	 19．1�
59 ノーブルマーズ 牡7栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 492－ 22：04．75 15．6�
48 アウトライアーズ 牡6鹿 54 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B496＋ 42：05．44 70．2�
47 エアウィンザー 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 512－ 42：05．5� 22．5�
510 ソールインパクト 牡8芦 54 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 02：06．67 112．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 270，856，600円 複勝： 387，308，200円 枠連： 166，846，200円 馬連： 869，017，700円 馬単： 269，169，700円
ワイド： 646，390，100円 3連複： 1，996，709，100円 3連単： 2，027，892，400円 5重勝： 701，003，100円 計： 7，335，193，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 390円 � 370円 枠 連（2－7） 2，100円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 1，750円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 19，850円 3 連 単 ��� 111，330円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／福島10R／函館11R／阪神11R／福島11R

キャリーオーバー なし����� 218，280円

票 数

単勝票数 計2708566 的中 � 289010（3番人気）
複勝票数 計3873082 的中 � 427723（3番人気）� 247372（9番人気）� 264347（7番人気）
枠連票数 計1668462 的中 （2－7） 61397（10番人気）
馬連票数 計8690177 的中 �� 142098（20番人気）
馬単票数 計2691697 的中 �� 23069（30番人気）
ワイド票数 計6463901 的中 �� 76417（32番人気）�� 95674（19番人気）�� 61740（40番人気）
3連複票数 計19967091 的中 ��� 75427（76番人気）
3連単票数 計20278924 的中 ��� 13205（414番人気）
5重勝票数 計7010031 的中 ����� 2248

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―36．6―49．0―1：01．3―1：13．4―1：25．2―1：37．3―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレッシェンドラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．22 東京12着

2014．4．14生 牡6鹿 母 ハイアーラヴ 母母 Dollar Bird 22戦7勝 賞金 188，404，000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 アンノートル号・グローブシアター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17048 7月12日 曇 不良 （2福島2） 第4日 第12競走 ��
��1，150�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走16時30分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

23 � ダンシングプリンス 牡4鹿 57 三浦 皇成吉田 千津氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 508＋ 41：06．1レコード 1．2�
611 メ デ ィ ク ス 牡4栗 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 468± 01：06．84 8．1�
815 イナズママンボ 牝6鹿 55 石川裕紀人小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B470－121：07．54 31．5�
47 シルバーストーン 牡6芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 504± 01：07．6クビ 50．8�
11 マイネルワルツ 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 6 〃 ハナ 24．4�
59 コウギョウブライト 牡5芦 57 M．デムーロ小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B452－ 6 〃 ハナ 16．9	
713 グ ラ ス レ オ 牡5黒鹿57 田辺 裕信半沢
 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 508－ 2 〃 ハナ 14．6�
22 ポルタメント 牡4栗 57 北村 友一前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 466＋ 2 〃 クビ 66．1�
35 マイネルバトゥータ 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 492－ 41：07．7クビ 68．6
610� エタニティーワルツ 牡7黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B492－ 61：07．8	 187．1�
814 クリノレオノール 牝6鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 482－ 41：07．9
 215．2�
58 � メイショウアワジ 牡6鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 470－161：08．11	 102．7�
46 ショーテンシ 牝4鹿 55 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 460－ 21：08．2
 58．5�
34 キョウエイオビエド 牡5芦 57 菊沢 一樹田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 486＋ 21：08．51
 127．7�
712 メールデゾレ 牝4栗 55 戸崎 圭太吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460± 01：08．92	 15．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 153，242，200円 複勝： 270，568，300円 枠連： 45，985，900円
馬連： 229，230，300円 馬単： 139，775，500円 ワイド： 211，917，600円
3連複： 371，062，500円 3連単： 689，975，800円 計： 2，111，758，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 180円 � 290円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 250円 �� 460円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計1532422 的中 � 943236（1番人気）
複勝票数 計2705683 的中 � 1610545（1番人気）� 204827（2番人気）� 99161（6番人気）
枠連票数 計 459859 的中 （2－6） 75609（2番人気）
馬連票数 計2292303 的中 �� 398294（1番人気）
馬単票数 計1397755 的中 �� 193544（1番人気）
ワイド票数 計2119176 的中 �� 255005（1番人気）�� 115542（5番人気）�� 37623（17番人気）
3連複票数 計3710625 的中 ��� 99006（6番人気）
3連単票数 計6899758 的中 ��� 99149（7番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―10．7―11．6―11．8―12．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―30．7―42．3―54．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダンシングプリンス �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 バブルガムフェロー

2016．5．17生 牡4鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 4戦2勝 賞金 24，964，000円
初出走 JRA

５レース目



（2福島2）第4日 7月12日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 177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

249，630，000円
1，730，000円
26，750，000円
2，460，000円
29，700，000円
76，548，500円
5，965，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
880，306，400円
1，348，185，900円
362，554，400円
1，879，014，400円
750，187，000円
1，489，612，800円
3，531，393，200円
4，073，993，700円
701，003，100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 15，016，250，900円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回福島競馬第4日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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