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17049 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5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 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード2：59．3良

610� ストレイライトラン 牡5黒鹿60 石神 深一 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &
Katie Fitzgerald 498－ 63：04．3 4．0�

711 レイヴンキング �4青鹿60 伴 啓太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 522± 03：04．62 5．7�

11 � メジャーリーガー 牡7黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 498＋ 4 〃 ハナ 4．2�
69 モ ザ イ ク 牡6黒鹿60 高田 潤吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 470－103：04．8	 17．4�
22 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 488＋ 23：05．33 10．5�
58 � ブラックアンバー 牡4黒鹿60 高野 和馬田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 大栄牧場 522＋ 43：05．4
 7．2	
712 ショウボート 牡8栗 60 上野 翔馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496－ 63：05．72 23．9

813 マイネルバッカーノ 牡4黒鹿60 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 43：06．23 52．9�
46 フラットレー �5青鹿60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494－ 63：08．0大差 7．3
45 シングンハート 牝4黒鹿58 金子 光希伊坂 重憲氏 大江原 哲 日高 広富牧場 448＋183：08．31	 17．9�
814� サトノジェームス 牡6鹿 60 小野寺祐太 �サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 464± 0 〃 ハナ 60．8�
57 ミラクルヒッター 牡5芦 60 山本 康志丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 498± 03：08．51� 63．5�
34 � マリノパシフィカス 牝6黒鹿58 鈴木 慶太矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 460＋103：12．6大差 199．1�
33 � ヤマタケフリーダム 牡4黒鹿60 蓑島 靖典山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 462－ 63：15．1大差 84．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，885，200円 複勝： 27，484，100円 枠連： 8，771，000円
馬連： 38，310，800円 馬単： 17，508，100円 ワイド： 29，843，500円
3連複： 68，919，200円 3連単： 70，509，200円 計： 281，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（6－7） 790円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 420円 �� 310円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 198852 的中 � 39592（1番人気）
複勝票数 計 274841 的中 � 46286（2番人気）� 39554（3番人気）� 53555（1番人気）
枠連票数 計 87710 的中 （6－7） 8554（2番人気）
馬連票数 計 383108 的中 �� 26822（2番人気）
馬単票数 計 175081 的中 �� 6604（3番人気）
ワイド票数 計 298435 的中 �� 17657（2番人気）�� 25623（1番人気）�� 15432（3番人気）
3連複票数 計 689192 的中 ��� 37655（1番人気）
3連単票数 計 705092 的中 ��� 8270（3番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 53．5－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストレイライトラン �
�
父 Take Charge Indy �

�
母父 Rahy デビュー 2017．8．26 新潟18着

2015．5．15生 牡5黒鹿 母 Rahy Connection 母母 Connecting Link 障害：9戦1勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 メジャーリーガー号の騎手草野太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

メジャーリーガー号の騎手草野太郎は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000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 ヨコスカダンディー号

17050 7月18日 曇 重 （2福島2） 第5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 5，100，000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

34 ミモザゴール 牝3鹿 54
52 △木幡 育也 �京都ホースレーシング 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 482－ 21：45．6 80．1�

22 ピュアファンタジー 牝3鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 B472＋ 21：46．98 100．4�
47 トップブランド 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 41：47．11� 21．9�

35 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 M．デムーロ加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 486－ 41：47．73� 7．7�
610 ノーブルライラック 牝3鹿 54 石橋 脩吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454－ 61：47．8� 35．8�
712 ドライブラン 牝3栗 54 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 470＋ 21：47．9クビ 17．4	
11 ネイビーロマン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 466± 01：48．22 9．3

58 モノポリーアイズ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 432－ 41：48．62� 2．5�
23 ダイユウローズ 牝3鹿 54 内田 博幸大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 522＋ 61：48．7クビ 21．9�
814 マーチクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤士津八 日高 槇本牧場 450± 01：48．8� 85．7

611 ファーステストクー 牝3青鹿54 柴田 大知荒井 城志氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 462± 01：49．01 178．2�
46 リゼイエロー 牝3栗 54

51 ▲原 優介飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 492＋ 41：49．32 103．2�
713 リングアベル 牝3青鹿54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 41：49．4� 2．9�
59 クロトノーナ 牝3芦 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 414－ 21：49．82� 18．7�
815 サウンドティコ 牝3栗 54 武士沢友治増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 バンブー牧場 500 ― （競走中止） 170．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，552，400円 複勝： 51，781，900円 枠連： 11，014，000円
馬連： 59，828，100円 馬単： 27，297，900円 ワイド： 54，350，000円
3連複： 93，163，800円 3連単： 97，027，700円 計： 429，015，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，010円 複 勝 � 1，770円 � 1，840円 � 490円 枠 連（2－3） 4，640円

馬 連 �� 160，990円 馬 単 �� 511，830円

ワ イ ド �� 35，080円 �� 11，470円 �� 11，730円

3 連 複 ��� 623，860円 3 連 単 ��� 2，605，370円

票 数

単勝票数 計 345524 的中 � 3449（10番人気）
複勝票数 計 517819 的中 � 7444（11番人気）� 7134（12番人気）� 30314（7番人気）
枠連票数 計 110140 的中 （2－3） 1838（15番人気）
馬連票数 計 598281 的中 �� 288（90番人気）
馬単票数 計 272979 的中 �� 40（191番人気）
ワイド票数 計 543500 的中 �� 399（91番人気）�� 1225（64番人気）�� 1198（66番人気）
3連複票数 計 931638 的中 ��� 112（346番人気）
3連単票数 計 970277 的中 ��� 27（1784番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．6―43．6―56．5―1：08．6―1：20．8―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミモザゴール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2019．6．30 中京11着

2017．3．30生 牝3鹿 母 ハナズゴール 母母 シャンハイジェル 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ミモザゴール号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 サウンドティコ号は，競走中に前進気勢を欠いたため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ミモザゴール号は，発走調教再審査。

サウンドティコ号は，競走中に前進気勢を欠き，最後の直線コースで競走を中止したことについて平地調教再審査。

第２回 福島競馬 第５日



17051 7月18日 曇 重 （2福島2） 第5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 5，100，000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

22 ミストラルウインド 牡3青鹿 56
54 △木幡 育也島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 01：46．7 20．2�
713 ドリームメッセージ 牡3鹿 56 戸崎 圭太堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 B442－ 2 〃 クビ 2．7�
815 アンブローニュ 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 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 474－ 81：47．12� 10．2�
58 ブライトンビーチ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良坂巻 勝彦氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：47．2� 41．0�
814 ヴァリアントジョイ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 462＋ 21：47．73 13．9	
611 リョウランハート 牡3栗 56 菅原 隆一佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 高瀬 敦 464－ 41：47．8� 128．9

23 サトノトリガー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 458－ 41：48．11� 2．2�
11 ショウナンアクア 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 460－ 61：48．2� 31．5�
712 ニシノカリウド �3鹿 56 江田 照男西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 448＋ 21：48．83� 139．6
46 ウィシュワールド 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 川上牧場 504－141：49．22� 247．3�
47 ファナティックエロ 牡3芦 56 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：49．3� 217．3�
34 レオファイナリスト 牡3鹿 56 木幡 巧也�レオ 牧 光二 平取 坂東牧場 478－ 21：50．15 26．5�
59 スイートクラス 牡3黒鹿56 柴田 大知保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B482－ 21：50．95 12．1�
610 フルオブウィット 牡3黒鹿56 M．デムーロ吉田 晴哉氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 81：51．85 42．6�
35 デルマアパタイト 牡3栗 56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 520＋141：52．12 339．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，138，800円 複勝： 55，230，900円 枠連： 12，445，800円
馬連： 61，348，500円 馬単： 32，369，500円 ワイド： 52，278，500円
3連複： 92，798，600円 3連単： 121，119，300円 計： 469，729，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 410円 � 160円 � 250円 枠 連（2－7） 290円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，520円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 35，110円

票 数

単勝票数 計 421388 的中 � 16619（6番人気）
複勝票数 計 552309 的中 � 28233（6番人気）� 115682（2番人気）� 54057（3番人気）
枠連票数 計 124458 的中 （2－7） 32607（1番人気）
馬連票数 計 613485 的中 �� 24101（8番人気）
馬単票数 計 323695 的中 �� 4207（21番人気）
ワイド票数 計 522785 的中 �� 19779（8番人気）�� 8306（17番人気）�� 29074（2番人気）
3連複票数 計 927986 的中 ��� 16601（13番人気）
3連単票数 計1211193 的中 ��� 2501（106番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．6―30．7―43．3―56．2―1：08．4―1：21．0―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミストラルウインド �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．3．14 中山13着

2017．3．2生 牡3青鹿 母 トーセンウィンドウ 母母 アードゥイン 6戦1勝 賞金 7，170，000円
〔発走状況〕 サトノトリガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルオブウィット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地競

走に出走できない。
デルマアパタイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月18日まで平地競
走に出走できない。

17052 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5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

710 コウキチョウサン 牡7鹿 60 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 458± 03：47．3 6．5�
33 マイネルヴァッサー 牡7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 434＋ 23：47．4� 11．9�
812 アースドラゴン 牡4鹿 60 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 480± 03：48．03� 54．2�
79 ナリノレーヴドール 牡5鹿 60 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 アタマ 129．0�
11 � エアカーディナル 牡9鹿 62 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 504－ 23：48．21� 4．3�
67 � リボンナイト 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 446± 03：49．26 12．7	
811 ミュートエアー 牡7黒鹿62 草野 太郎岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 464－ 63：49．62 88．5

56 レジェンドパワー 	8黒鹿60 伊藤 工真西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 446－123：50．98 92．0�
68 
 エンシュラウド 	4芦 60 五十嵐雄祐ゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston

Racing Ltd 470＋ 23：52．39 6．7�
55 メイショウバイタル 牡5青鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 506－ 63：52．83 37．6
22 
 レヴァンテライオン 	6黒鹿60 平沢 健治ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

494＋ 2 （競走中止） 7．0�
44 クオンタムシフト 牡4鹿 60 北沢 伸也 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512＋ 2 （競走中止） 2．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，379，700円 複勝： 28，917，700円 枠連： 7，631，900円
馬連： 36，466，800円 馬単： 18，351，000円 ワイド： 28，955，200円
3連複： 61，200，800円 3連単： 75，976，900円 計： 282，880，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 370円 � 830円 枠 連（3－7） 3，350円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 3，720円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 37，190円 3 連 単 ��� 133，690円

票 数

単勝票数 計 253797 的中 � 31176（3番人気）
複勝票数 計 289177 的中 � 40507（3番人気）� 20124（6番人気）� 7797（8番人気）
枠連票数 計 76319 的中 （3－7） 1764（14番人気）
馬連票数 計 364668 的中 �� 9004（15番人気）
馬単票数 計 183510 的中 �� 2541（25番人気）
ワイド票数 計 289552 的中 �� 7210（14番人気）�� 1975（30番人気）�� 1612（37番人気）
3連複票数 計 612008 的中 ��� 1234（86番人気）
3連単票数 計 759769 的中 ��� 412（347番人気）
上り 1マイル 1：49．7 4F 55．2－3F 41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウキチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．26 福島4着

2013．4．28生 牡7鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：9戦2勝 賞金 30，700，000円
〔競走中止〕 クオンタムシフト号は，1周目1号障害〔ハードル〕手前で急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。

レヴァンテライオン号は，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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クオンタムシフト号は，令和2年7月19日から令和2年8月9日まで出走停止。停止期間の満了後に

障害調教再審査。
〔調教再審査〕 レヴァンテライオン号は，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〕。



17053 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5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
1：44．5

良
良

45 アオイゴールド 牝2黒鹿54 川又 賢治鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 448 ―1：53．2 37．8�
46 アラモードバイオ 牡2栗 54 石橋 脩バイオ� 牧 光二 日高 中館牧場 488 ―1：53．3� 3．8�
712 ファビュラスノヴァ 牡2栗 54 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 464 ― 〃 クビ 3．5�
814 トーセンケビン 牡2栗 54 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 498 ―1：54．04 44．8	
69 トーセンマーク 牡2栗 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 508 ―1：54．53 22．7

34 ケイツーマルカ 牝2鹿 54 横山 典弘楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 480 ― 〃 ハナ 16．2�
11 スティルライフ 牝2黒鹿54 田辺 裕信藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 450 ―1：54．71� 38．2�
711 ノアファンタジー 牝2鹿 54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 456 ―1：54．91� 5．9
22 ナイトアルニラム 牡2鹿 54 M．デムーロ菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 466 ―1：55．11	 17．6�
610 カミヤガルーラ 牡2鹿 54 木幡 初也佐藤 悠大氏 杉浦 宏昭 新冠 高瀬牧場 464 ―1：55．31� 89．4�
33 ソンノウジョウイ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 村上牧場 444 ―1：55．93	 152．8�
57 ベ ル リ ー ソ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：56．11	 14．5�
813 ド ラ ミ モ ン 牡2栗 54

52 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 448 ―1：57．05 8．2�
58 ファンキーボーイ 牡2鹿 54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 512 ―2：00．1大差 32．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，525，600円 複勝： 43，899，800円 枠連： 12，769，200円
馬連： 53，837，300円 馬単： 22，490，300円 ワイド： 43，742，500円
3連複： 72，726，300円 3連単： 75，220，400円 計： 361，211，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，780円 複 勝 � 530円 � 160円 � 150円 枠 連（4－4） 10，260円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 28，680円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 2，020円 �� 350円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 121，720円

票 数

単勝票数 計 365256 的中 � 8196（10番人気）
複勝票数 計 438998 的中 � 14658（9番人気）� 78711（2番人気）� 93389（1番人気）
枠連票数 計 127692 的中 （4－4） 964（25番人気）
馬連票数 計 538373 的中 �� 4180（33番人気）
馬単票数 計 224903 的中 �� 588（84番人気）
ワイド票数 計 437425 的中 �� 5532（23番人気）�� 5176（24番人気）�� 35845（1番人気）
3連複票数 計 727263 的中 ��� 5861（28番人気）
3連単票数 計 752204 的中 ��� 448（376番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．1―14．1―13．4―11．8―11．9―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．8―51．9―1：05．3―1：17．1―1：29．0―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アオイゴールド �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Red Ransom 初出走

2018．5．4生 牝2黒鹿 母 ボ ン ビ バ ン 母母 アーキオロジー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンキーボーイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地競

走に出走できない。
※ケイツーマルカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17054 7月18日 曇 重 （2福島2） 第5日 第6競走 ��1，150�2歳新馬
発走13時05分 （ダート・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
1：07．4
1：07．4

不良
不良

12 キモンブラウン 牝2栗 54 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 450 ―1：09．3 57．1�
713 サ ノ ラ カ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子佐野 信幸氏 牧浦 充徳 日高 豊洋牧場 418 ―1：09．93� 13．2�
714 ノアヴィグラス 牝2栗 54 内田 博幸佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 454 ―1：10．0� 22．8�
11 アジアノジュンシン 牝2鹿 54 丸田 恭介植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 468 ―1：10．31� 2．9�
612 グルナピーク 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 432 ―1：10．83 8．1�
35 イソエイヒカリ 牡2鹿 54

52 △菅原 明良磯部 敏夫氏 松山 将樹 浦河 栄進牧場 462 ―1：11．01� 31．9	
815 キタノインスパイア 牝2鹿 54 岩部 純二北所 直人氏 萱野 浩二 浦河 山田牧場 440 ―1：11．1� 154．7

510 アレナマエストロ 牝2栗 54 石橋 脩吉田 勝己氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 452 ―1：11．52� 4．2�
23 ルミナスライン 牝2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 404 ―1：11．6クビ 61．6
48 ドリームウィーバー 牡2黒鹿 54

52 △木幡 育也グリーンスウォード小笠 倫弘 新ひだか 中橋 正 464 ―1：11．7� 26．3�
36 オリンピックトーチ 牝2鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436 ―1：11．91� 8．0�
611 アルマヴァーゴ 牝2鹿 54 木幡 巧也コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 小島牧場 432 ― 〃 クビ 24．8�
816 エリンピチカート 牝2栗 54 江田 照男田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 472 ―1：12．0� 37．5�
59 ワンプレート 牡2鹿 54 北村 宏司中村 智幸氏 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 482 ― 〃 ハナ 16．7�
24 カミノエミニー 牝2栗 54 西田雄一郎村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 山春牧場 444 ―1：12．42� 251．6�
47 アサリチャン 牝2青鹿54 川又 賢治大田 恭充氏 浜田多実雄 新冠 中山 高鹿康 444 ―1：15．3大差 106．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，340，700円 複勝： 45，083，300円 枠連： 13，470，800円
馬連： 56，319，800円 馬単： 24，708，300円 ワイド： 46，637，500円
3連複： 79，115，900円 3連単： 78，429，800円 計： 387，106，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，710円 複 勝 � 1，280円 � 450円 � 570円 枠 連（1－7） 1，090円

馬 連 �� 25，620円 馬 単 �� 57，010円

ワ イ ド �� 6，520円 �� 10，220円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 120，840円 3 連 単 ��� 768，400円

票 数

単勝票数 計 433407 的中 � 6439（12番人気）
複勝票数 計 450833 的中 � 8679（12番人気）� 28099（5番人気）� 21163（7番人気）
枠連票数 計 134708 的中 （1－7） 9544（5番人気）
馬連票数 計 563198 的中 �� 1703（63番人気）
馬単票数 計 247083 的中 �� 325（129番人気）
ワイド票数 計 466375 的中 �� 1841（64番人気）�� 1169（81番人気）�� 4091（32番人気）
3連複票数 計 791159 的中 ��� 491（254番人気）
3連単票数 計 784298 的中 ��� 74（1521番人気）

ハロンタイム 9．5―11．2―11．5―12．0―12．5―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．7―32．2―44．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キモンブラウン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．5．9生 牝2栗 母 ゲイルプリムラ 母母 コ ウ ベ ッ コ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アサリチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18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 チャペルレーン号・マインヒーロー号



17055 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5日 第7競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走13時35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

816 マイネルチューダ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 442＋ 61：10．4 2．3�

59 フィオーレカフェ 牝3黒鹿54 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 414－ 21：10．61� 4．2�
35 ネージュフォレスト 牝3栗 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B490－ 81：10．92 88．2�
48 ゴールドシンガー 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 484＋12 〃 クビ 33．6�
611 スズオリーブ 牝3鹿 54 田辺 裕信森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 442＋141：11．0� 29．6�
36 ヤマニンガラッシア 牡3青鹿56 戸崎 圭太土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 416－ 41：11．1クビ 12．3	
612 ベ ン ガ ン 牡3芦 56 石橋 脩小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 B456± 01：11．31� 14．3

713 ブ ル ー ベ ル 牡3黒鹿56 岩部 純二�和田牧場 堀井 雅広 新冠 対馬 正 464－10 〃 ハナ 109．1�
12 ハ ー デ ィ ン 牡3青鹿56 三浦 皇成松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 434－ 41：11．62 8．3
815 クツワノオジョウ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 426－ 61：11．7� 216．8�
47 ダイワリチャード 牡3鹿 56 内田 博幸大城 正一氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B448－ 21：11．8� 13．7�
510 パシフィックスター 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 414＋ 21：11．9� 345．0�
714 スズカワッペン 牝3栗 54 吉田 豊永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 B410＋201：12．21	 175．0�
24 グリエクレール 牝3芦 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 444－ 41：12．3	 84．2�

23 アバグネイル 牡3栗 56
54 △菅原 明良 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524＋141：12．4� 11．7�
11 ホルダンモル 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 444－ 61：12．72 19．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，300，800円 複勝： 56，420，600円 枠連： 14，048，000円
馬連： 74，974，100円 馬単： 30，016，400円 ワイド： 58，235，100円
3連複： 103，874，700円 3連単： 110，723，900円 計： 492，593，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 150円 � 1，220円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，740円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 26，740円

票 数

単勝票数 計 443008 的中 � 151034（1番人気）
複勝票数 計 564206 的中 � 155396（1番人気）� 103023（2番人気）� 6988（12番人気）
枠連票数 計 140480 的中 （5－8） 22611（1番人気）
馬連票数 計 749741 的中 �� 136262（1番人気）
馬単票数 計 300164 的中 �� 30231（1番人気）
ワイド票数 計 582351 的中 �� 82679（1番人気）�� 4764（30番人気）�� 2861（45番人気）
3連複票数 計1038747 的中 ��� 7413（30番人気）
3連単票数 計1107239 的中 ��� 3001（69番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．3―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルチューダ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．8．18 新潟7着

2017．5．19生 牡3鹿 母 サワヤカスズカ 母母 ダンシングスズカ 11戦1勝 賞金 11，710，000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。
（非抽選馬） 3頭 ウイングシューズ号・ピースサイン号・ムーンライトリバー号

17056 7月18日 曇 重 （2福島2） 第5日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：43．1
1：40．9

不良
重

23 ストリートピアノ 牝3芦 52 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 458－ 41：45．1 5．9�
22 � リワードノルン 牝4黒鹿55 横山 典弘宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 464－ 61：45．41� 9．1�
46 ギャラクシーソウル 牝3芦 52 M．デムーロ吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 452± 01：45．61� 3．4�
713 ブーケオブジュエル 牝4栗 55 田辺 裕信 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 6．2�
815� フレンドアリス 牝5栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450－ 81：45．81	 9．6�
47 プ リ ン サ ン 牝3鹿 52

51 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 418－ 41：46．01� 20．5	
610 オイシイナア 牝4鹿 55 川又 賢治小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 472＋101：46．1� 101．4

59 ネオヴィットーリア 牝6黒鹿55 丸田 恭介ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 458＋ 81：46．31� 21．1�
35 エ ン ジ ョ イ 牝3栗 52 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 61：47．04 12．2
611 クールマキシマム 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 470－ 41：47．1クビ 7．8�
712� ホウオウサマンサ 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B466－ 41：47．31� 144．7�
11 セイウンヒロイン 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 脩斗西山 茂行氏 奥平 雅士 洞
湖 レイクヴィラファーム B490－ 81：47．83 21．5�
58 アピールバイオ 牝6鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 454± 01：48．86 72．6�
34 ラブオナヴィータ 牝3鹿 52

50 △菅原 明良由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 B450－121：49．33 77．7�
814� ケイティマドンナ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 岡野牧場 456－ 2 〃 クビ 39．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，501，800円 複勝： 67，837，100円 枠連： 14，573，500円
馬連： 78，798，700円 馬単： 27，492，500円 ワイド： 63，098，000円
3連複： 114，613，400円 3連単： 110，486，700円 計： 518，401，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 280円 � 150円 枠 連（2－2） 2，720円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 530円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 18，860円

票 数

単勝票数 計 415018 的中 � 55867（2番人気）
複勝票数 計 678371 的中 � 90045（2番人気）� 51224（6番人気）� 137063（1番人気）
枠連票数 計 145735 的中 （2－2） 4140（13番人気）
馬連票数 計 787987 的中 �� 20242（11番人気）
馬単票数 計 274925 的中 �� 4077（19番人気）
ワイド票数 計 630980 的中 �� 14004（12番人気）�� 31871（1番人気）�� 20841（6番人気）
3連複票数 計1146134 的中 ��� 26480（1番人気）
3連単票数 計1104867 的中 ��� 4246（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．4―41．7―54．4―1：07．0―1：19．7―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストリートピアノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．3．14 中山4着

2017．4．22生 牝3芦 母 トウカイメリー 母母 トウカイロータス 6戦2勝 賞金 15，670，000円
〔制裁〕 プリンサン号の騎手菊沢一樹は，3コーナー通過後に十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レディグレイ号
（非抽選馬） 2頭 ショウナンバービー号・パールデュー号



17057 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5日 第9競走 ��
��2，000�い わ き 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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

66 プリマヴィスタ 牡3栗 54 三浦 皇成加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋122：02．9 3．0�

79 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 丸田 恭介中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B458－ 2 〃 クビ 15．8�
810 ワセダウォリアー 牡3黒鹿54 北村 宏司大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460± 02：03．11� 42．9�
44 ナリノモンターニュ 牡3黒鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 496－ 22：03．31� 5．5�
33 スパークオブライフ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 410＋ 62：03．72	 3．4�
11 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 57 木幡 育也本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 478－ 42：03．8クビ 29．4�
22 ビギングローリー 牡4芦 57 江田 照男窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B472± 0 〃 ハナ 44．0	
67 ガ ト ン 
4芦 57 木幡 巧也畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 498－ 62：04．01	 8．7

811 ドルフィンマーク 
7黒鹿57 菊沢 一樹大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B486－ 82：04．31� 184．5�
55 � ファインスティール 牝4鹿 55 石橋 脩岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

516－ 42：04．93	 6．4�
78 アスクフラッシュ 牡4黒鹿57 内田 博幸廣崎利洋HD 田島 俊明 日高 下河辺牧場 492－ 62：05．53	 31．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，276，800円 複勝： 51，915，800円 枠連： 11，659，200円
馬連： 73，923，300円 馬単： 31，749，700円 ワイド： 51，320，100円
3連複： 101，103，100円 3連単： 133，954，300円 計： 493，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 300円 � 920円 枠 連（6－7） 1，390円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，860円 �� 5，670円

3 連 複 ��� 27，120円 3 連 単 ��� 92，840円

票 数

単勝票数 計 382768 的中 � 100130（1番人気）
複勝票数 計 519158 的中 � 112474（1番人気）� 41280（6番人気）� 11127（10番人気）
枠連票数 計 116592 的中 （6－7） 6481（6番人気）
馬連票数 計 739233 的中 �� 17491（12番人気）
馬単票数 計 317497 的中 �� 4829（22番人気）
ワイド票数 計 513201 的中 �� 16659（11番人気）�� 7051（20番人気）�� 2248（40番人気）
3連複票数 計1011031 的中 ��� 2795（70番人気）
3連単票数 計1339543 的中 ��� 1046（258番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―36．3―48．6―1：01．8―1：14．2―1：25．8―1：38．0―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリマヴィスタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．12．28 中山5着

2017．2．23生 牡3栗 母 サンヴァンサン 母母 ル ミ ネ ン ス 6戦2勝 賞金 19，214，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

17058 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5日 第10競走 ��
��1，200�

つ る が じ ょ う

鶴 ヶ 城 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

816 ヴェントヴォーチェ 牡3鹿 54 蛯名 正義エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 506＋ 61：09．0 4．3�
48 マイネルアルケミー 牡4栗 57 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 474＋ 41：09．21� 40．0�
612 ロードアクア 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 2 〃 ハナ 4．2�
59 ボンボヤージ 牝3鹿 52 北村 宏司廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 430＋ 2 〃 クビ 5．7�
36 ジュニパーベリー 牝3鹿 52 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B460－ 21：09．3	 11．5	
47 シャインサンデー 牝6栗 55 M．デムーロ森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420－ 41：09．51� 5．9

714
 ヴォイスオブジョイ 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 460－ 21：09．71 22．4�

713 ハ ウ ナ ニ 牝5白 55 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 クビ 18．9�
510 ジ オ ラ マ 牡7栗 57 田辺 裕信�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 530± 01：09．91� 16．1
35 マリノディアナ 牝5青鹿55 内田 博幸和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 446－ 2 〃 クビ 111．6�
23 ウインオルビット 牡5鹿 57 西田雄一郎�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B486－ 41：10．32	 150．9�
611 コスモリモーネ 牡3栗 54 藤田菜七子岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 504＋ 61：10．5� 28．1�
12 リッチクレマチス 牝3青 52 菅原 明良長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 442＋ 21：10．81� 25．6�
24 キ タ イ 牝4鹿 55 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 488－24 〃 ハナ 16．2�
815 カシノウィング 牡4鹿 57 上野 翔柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 490－261：11．33 316．2�
11 グ ラ ナ タ ス 牡4鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 468± 01：11．51� 56．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，870，500円 複勝： 88，530，800円 枠連： 23，475，500円
馬連： 136，052，500円 馬単： 43，395，500円 ワイド： 99，455，700円
3連複： 202，937，000円 3連単： 191，032，000円 計： 843，749，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 740円 � 180円 枠 連（4－8） 1，350円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 470円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 8，690円 3 連 単 ��� 44，510円

票 数

単勝票数 計 588705 的中 � 108802（2番人気）
複勝票数 計 885308 的中 � 128214（2番人気）� 23611（12番人気）� 145407（1番人気）
枠連票数 計 234755 的中 （4－8） 13407（6番人気）
馬連票数 計1360525 的中 �� 16909（29番人気）
馬単票数 計 433955 的中 �� 3780（32番人気）
ワイド票数 計 994557 的中 �� 11929（31番人気）�� 59588（1番人気）�� 11922（32番人気）
3連複票数 計2029370 的中 ��� 17514（25番人気）
3連単票数 計1910320 的中 ��� 3111（117番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．1―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．0―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（12，16）（4，7，8，13）（2，1，6，11）（5，9，10）（3，15）14 4 ・（12，16）（7，8，13）（4，6）（1，9，11）（2，3，5）（14，10）15

勝馬の
紹 介

ヴェントヴォーチェ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Distant View デビュー 2020．1．26 小倉1着

2017．4．20生 牡3鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 4戦3勝 賞金 35，891，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



17059 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5日 第11競走 ��
��2，000�

あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．7．13以降2．7．12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

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

611 ドリームソルジャー 牡6栗 55 横山 典弘 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト

クラブ 478－ 62：01．8 10．4�
815 シークレットラン 牡4鹿 55 田辺 裕信亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500－ 22：01．9� 3．6�
713 コスモカレンドゥラ 牡4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 4 〃 アタマ 17．8�
48 カフジジュピター 牡4鹿 55 川又 賢治加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋102：02．0� 8．8�
24 シングフォーユー 牝4鹿 53 M．デムーロ �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 6．0	
23 オーシャンビュー 牡7鹿 53 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 456－ 22：02．2� 56．6

11 ウィナーポイント 牝5黒鹿51 江田 照男岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 420－122：02．41	 45．3�
35 
 バ リ ン グ ラ �6鹿 56 丸田 恭介 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B542＋ 62：02．5� 15．0�
816 ジ ャ コ マ ル 牡6鹿 54 菊沢 一樹晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 468－10 〃 クビ 24．9
59 ラクローチェ 牡4鹿 54 石橋 脩畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 478＋ 22：02．6クビ 28．9�
47 マイネルラフレシア 牡7栗 53 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 42：02．92 78．1�
612 フィールインラヴ 牡5黒鹿55 武士沢友治大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 458－ 82：03．0� 36．9�
714 ショウナンバルディ 牡4黒鹿56 三浦 皇成国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 442－ 6 〃 ハナ 4．0�
36 ニューポート 牡4黒鹿55 吉田 豊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 クビ 19．8�
12 マイネルカレッツァ 牡8黒鹿54 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 日高 白井牧場 512－102：03．1クビ 47．9�
510 サウンドバーニング 牡8鹿 53 藤田菜七子増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B428＋ 42：03．2� 131．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，044，200円 複勝： 135，603，700円 枠連： 50，797，900円
馬連： 255，098，600円 馬単： 82，260，000円 ワイド： 168，116，200円
3連複： 417，839，200円 3連単： 416，535，200円 計： 1，619，295，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 280円 � 180円 � 460円 枠 連（6－8） 1，480円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 870円 �� 3，160円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 12，450円 3 連 単 ��� 79，860円

票 数

単勝票数 計 930442 的中 � 71540（5番人気）
複勝票数 計1356037 的中 � 123140（4番人気）� 243310（2番人気）� 63989（8番人気）
枠連票数 計 507979 的中 （6－8） 26422（7番人気）
馬連票数 計2550986 的中 �� 86024（7番人気）
馬単票数 計 822600 的中 �� 10875（17番人気）
ワイド票数 計1681162 的中 �� 51028（6番人気）�� 13273（39番人気）�� 31961（14番人気）
3連複票数 計4178392 的中 ��� 25164（37番人気）
3連単票数 計4165352 的中 ��� 3781（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．3―47．4―1：00．4―1：12．9―1：25．3―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3
14，16，2，9，13，8（10，15）6－3－4（11，5）12，1－7・（14，16，9）13（2，8）（15，7）（11，10，6）（1，3，4，12）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームソルジャー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．6．26 阪神3着

2014．3．22生 牡6栗 母 カレイメモワール 母母 ラ ピ ュ セ ル 32戦4勝 賞金 81，680，000円
※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 エターナルヴィテス号・シロニイ号・ダンサール号・ドラグーンシチー号・ネイビーブルー号

17060 7月18日 曇 稍重 （2福島2） 第5日 第12競走 ��
��1，150�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

35 タイキメサイア 牡5栗 57
54 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522＋ 61：08．0 5．8�
816 メモワールミノル 牡3芦 54

52 △木幡 育也吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 41：08．31� 19．5�
815	 アースコレクション 牡7鹿 57 戸崎 圭太 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

B510－181：08．61� 12．9�
714 ロマンスマジック 牝6栗 55 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 460＋201：08．7
 112．5�
11 ベ ル ポ ー ト 牝4青鹿55 北村 宏司大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458＋101：08．8� 43．0	
48 	� ベストマジック 牡4鹿 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

512－ 91：08．9
 3．3

510 プレジールドビブル 牡3鹿 54 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 458＋ 2 〃 ハナ 67．0�
611 デルマガーネット 牝3黒鹿 52

51 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 452± 01：09．11� 13．7�
36 オイデヤスダイジン 牝3鹿 52 伊藤 工真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 448± 01：09．2� 30．3
24 レーヌダンス 牝5青鹿 55

53 △菅原 明良酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 478＋ 41：09．3クビ 37．6�
59 ハルワタート 牝4黒鹿55 M．デムーロ�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480＋ 6 〃 ハナ 18．2�
23 ネバーランド 牡3鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 424－ 4 〃 ハナ 5．8�
612 カクカクシカジーカ 牝5芦 55 田中 勝春芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 436＋ 41：10．04 155．5�
47 シゲルガラテア 牡3栗 54 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B500＋ 41：10．64 14．4�
12 コーラルティアラ 牝3栗 52 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 456－ 41：10．7
 5．8�
（15頭）

713� ト ク ダ ワ ラ 牝4栗 55
52 ▲小林 凌大芳賀 克也氏 鈴木 伸尋 新冠 浜口牧場 512－13 （競走除外）

売 得 金
単勝： 106，810，900円 複勝： 130，934，400円 枠連： 35，070，900円
馬連： 175，498，700円 馬単： 67，763，200円 ワイド： 136，741，800円
3連複： 258，714，200円 3連単： 288，565，500円 計： 1，200，099，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 460円 � 350円 枠 連（3－8） 1，710円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 10，480円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，120円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 16，260円 3 連 単 ��� 90，920円

票 数

単勝票数 差引計1068109（返還計 11260） 的中 � 145248（4番人気）
複勝票数 差引計1309344（返還計 16616） 的中 � 197746（2番人気）� 66239（9番人気）� 91130（5番人気）
枠連票数 差引計 350709（返還計 749） 的中 （3－8） 15831（8番人気）
馬連票数 差引計1754987（返還計 48009） 的中 �� 25144（25番人気）
馬単票数 差引計 677632（返還計 19430） 的中 �� 4848（43番人気）
ワイド票数 差引計1367418（返還計 47581） 的中 �� 21249（23番人気）�� 32003（10番人気）�� 14586（30番人気）
3連複票数 差引計2587142（返還計130186） 的中 ��� 11930（64番人気）
3連単票数 差引計2885655（返還計137947） 的中 ��� 2301（323番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―10．8―11．8―12．4―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―30．9―42．7―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．1
3 ・（1，3，8）12－5，9（6，15，11，16）（4，10）14－7－2 4 1，3（5，8）12，15（6，11，9）16（4，10，14）＝7－2

勝馬の
紹 介

タイキメサイア �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．1．27 東京3着

2015．3．6生 牡5栗 母 タイキエイワン 母母 ヤエノジョオー 19戦2勝 賞金 34，360，000円
〔競走除外〕 トクダワラ号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。
※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 スターアイランド号・ヒロミ号・ワンモアバイト号



（2福島2）第5日 7月18日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

208，680，000円
8，640，000円
22，400，000円
1，370，000円
23，070，000円
74，440，500円
6，346，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
584，627，400円
783，640，100円
215，727，700円
1，100，457，200円
425，402，400円
832，774，100円
1，667，006，200円
1，769，580，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，379，216，000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5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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