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2901310月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第1競走 ��1，150�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：08．5
1：08．5

良
良

815 サンクタリリアス 牝2芦 54 柴山 雄一�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 456－ 41：10．5 2．5�
12 パパラヴズマンボ 牝2青鹿54 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 420＋ 2 〃 ハナ 27．5�
816 スイートアリッサム 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか グランド牧場 442＋101：11．24 28．0�
611 カンタベリーキッズ 牝2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 400－ 21：11．41� 58．8�
48 マニワプリンセス 牝2鹿 54 丸田 恭介�サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436± 01：11．61� 9．7�
59 パ ピ プ ペ ポ 牝2鹿 54

52 △松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 454＋ 2 〃 クビ 5．9	
714 オージーアイドル 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 442＋ 21：11．7� 3．7

24 エマージングウルフ 牝2芦 54 松田 大作友水 達也氏 中野 栄治 浦河 有限会社

松田牧場 406＋ 21：12．12� 135．7�
35 ミックトゥルース 牝2栗 54 古川 吉洋 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 B450± 01：12．73� 147．4�
11 カンタベリーマミー 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 412＋ 2 〃 クビ 166．4
23 エンジェルネネ 牝2青鹿 54

52 △岩崎 翼森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 448＋ 41：12．8� 208．4�
612 ツクバカンターレ 牝2青鹿 54

51 ▲城戸 義政細谷 武史氏 蛯名 利弘 別海 野付ライディ
ングファーム 460＋ 41：12．9クビ 15．9�

47 アグネスレジーナ 牝2青 54
53 ☆中井 裕二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 410＋ 61：13．0� 69．9�

510 シゲルヒナマツリ 牝2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 448＋ 4 〃 アタマ 166．1�
36 メイスンヴィーナス 牝2栗 54 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 470＋161：14．17 8．1�
713 キセキノブーケ 牝2栗 54

51 ▲原田 和真 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 382± 01：14．95 149．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，400，400円 複勝： 19，465，800円 枠連： 7，396，400円
馬連： 26，164，600円 馬単： 16，654，400円 ワイド： 15，456，300円
3連複： 38，094，300円 3連単： 53，176，900円 計： 188，809，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 510円 � 530円 枠 連（1－8） 2，280円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，080円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 20，620円 3 連 単 ��� 82，370円

票 数

単勝票数 計 124004 的中 � 38579（1番人気）
複勝票数 計 194658 的中 � 68916（1番人気）� 6960（7番人気）� 6512（8番人気）
枠連票数 計 73964 的中 （1－8） 2504（9番人気）
馬連票数 計 261646 的中 �� 6017（13番人気）
馬単票数 計 166544 的中 �� 2425（20番人気）
ワイド票数 計 154563 的中 �� 3390（13番人気）�� 3760（11番人気）�� 670（39番人気）
3連複票数 計 380943 的中 ��� 1385（53番人気）
3連単票数 計 531769 的中 ��� 468（223番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．4―12．4―12．9―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―32．0―44．4―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクタリリアス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．7 東京3着

2012．3．5生 牝2芦 母 シルクアンフィニ 母母 ブラッシングインザレイン 6戦1勝 賞金 10，530，000円
〔制裁〕 サンクタリリアス号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キセキノブーケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月19日まで平地

競走に出走できない。

2901410月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

816 ファインライナー 牡2黒鹿55 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 438－ 41：09．4 6．4�
612 ノーモアベット 牡2青鹿55 柴山 雄一髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 450＋ 2 〃 クビ 4．0�
815� カフジオリオン 牡2鹿 55 古川 吉洋加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 462± 01：09．61� 12．0�
35 タイセイメテオ 牡2栗 55

53 △岩崎 翼田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 456＋ 41：09．81	 4．0�
714 カスミチャン 牝2芦 54 武 幸四郎吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 418－ 4 〃 クビ 25．3�
59 アイスイモン 牝2芦 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 432＋ 21：09．9クビ 33．2�
47 タイセイボニータ 牝2栗 54 丸田 恭介田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 452＋ 2 〃 クビ 8．4	
510 プリンセスケイ 牝2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 アタマ 14．0

11 アラビアンハート 牝2鹿 54 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 448＋ 41：10．22 111．8�
12 カ ガ テ デ ィ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹香川 憲次氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 434＋ 6 〃 ハナ 45．5�
36 ランバイワイルド 牡2鹿 55 大庭 和弥佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 442＋14 〃 ハナ 60．2
713 スカイワルツ 牝2栗 54 江田 照男岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 438－101：10．3クビ 112．9�
24 オルティラアスール 牝2鹿 54 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 470－ 21：10．61
 8．8�
23 ボストンヴィーナス 牝2黒鹿 54

52 △松若 風馬ボストンホース� 岩元 市三 安平 吉田牧場 476＋ 41：10．7
 12．4�
48 カシノプルミエ 牡2鹿 55

52 ▲城戸 義政柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 444＋ 61：10．8� 209．5�
611 キ ー セ ー ブ 牡2栗 55

52 ▲長岡 禎仁北前孔一郎氏 武市 康男 日高 村下 秀明 478＋ 61：11．22� 251．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，877，800円 複勝： 21，010，100円 枠連： 9，766，000円
馬連： 27，239，200円 馬単： 15，377，700円 ワイド： 15，200，400円
3連複： 37，440，500円 3連単： 47，805，500円 計： 188，717，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 160円 � 310円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，050円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 14，420円

票 数

単勝票数 計 148778 的中 � 18537（3番人気）
複勝票数 計 210101 的中 � 30068（3番人気）� 37925（2番人気）� 14748（6番人気）
枠連票数 計 97660 的中 （6－8） 10383（1番人気）
馬連票数 計 272392 的中 �� 19055（2番人気）
馬単票数 計 153777 的中 �� 4916（4番人気）
ワイド票数 計 152004 的中 �� 9734（2番人気）�� 3548（14番人気）�� 4362（10番人気）
3連複票数 計 374405 的中 ��� 9273（6番人気）
3連単票数 計 478055 的中 ��� 2403（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．7―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインライナー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．9．28 新潟2着

2012．4．29生 牡2黒鹿 母 メジロラルゴ 母母 メジロゲーベル 2戦1勝 賞金 7，800，000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 オーヴェール号・チャーミングマオ号

第３回 福島競馬 第２日



2901510月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

78 ニチドウリュンヌ 牡3青鹿55 武 幸四郎山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 472＋ 21：47．1 2．4�
79 � シングンカイロス 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 470－ 4 〃 クビ 9．1�
810 ワンダーシャスール 牡4鹿 57 高倉 稜山本 信行氏 梅内 忍 浦河 秋場牧場 454－ 21：47．73� 52．1�
11 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 53 丸田 恭介�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410＋ 21：48．01	 30．0�
33 メイショウミハタ 牡3黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 538＋ 21：48．31	 30．5�
66 ゴールデンアタック 牡6栗 57 松田 大作�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 478＋ 41：48．4クビ 5．7	
22 グラスティファニー 牝3栗 53

50 ▲木幡 初也半沢
 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 21：48．5� 10．7�
67 � グッドシーユー 牡6黒鹿57 小野寺祐太荒牧 政美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B494＋ 4 〃 クビ 63．1�
55 メイショウボンロク 牡3栗 55

52 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 490＋ 61：48．81	 3．6
811 ショウリュウバイオ 牡4栗 57 岡田 祥嗣バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 81：49．12 11．7�
44 � ゴールドシオン 牡6鹿 57

54 ▲井上 敏樹井上 久光氏 柴田 政人 新冠 八木 明広 486－ 91：49．2クビ 213．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 12，596，400円 複勝： 17，616，800円 枠連： 7，870，900円
馬連： 23，701，200円 馬単： 15，131，700円 ワイド： 12，885，100円
3連複： 30，700，700円 3連単： 53，210，400円 計： 173，713，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 200円 � 1，040円 枠 連（7－7） 1，290円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，800円 �� 5，190円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 31，540円

票 数

単勝票数 計 125964 的中 � 41112（1番人気）
複勝票数 計 176168 的中 � 42076（1番人気）� 22443（4番人気）� 2991（9番人気）
枠連票数 計 78709 的中 （7－7） 4694（5番人気）
馬連票数 計 237012 的中 �� 17823（4番人気）
馬単票数 計 151317 的中 �� 7770（4番人気）
ワイド票数 計 128851 的中 �� 9214（4番人気）�� 1751（21番人気）�� 592（39番人気）
3連複票数 計 307007 的中 ��� 2167（35番人気）
3連単票数 計 532104 的中 ��� 1223（99番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．1―12．8―12．6―11．9―12．7―13．0―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―43．2―55．8―1：07．7―1：20．4―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．4
1
3

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

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

ニチドウリュンヌ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．2．15 京都3着

2011．5．11生 牡3青鹿 母 ニチドウジョリーズ 母母 シャープエフォート 5戦2勝 賞金 13，550，000円

2901610月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム2：57．4良

11 ルペールノエル 牡4黒鹿60 白浜 雄造 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 514± 03：01．7 1．7�

68 プロフェッサー 牡5鹿 60 北沢 伸也近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 466＋ 23：02．02 4．5�
45 キュウシュウソダチ 牡4鹿 60 大江原 圭西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 452－ 23：02．21� 15．4�
812� アスターコリント �5黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 530± 03：02．41� 6．5�
44 ディープフォンテン 牡3栗 58 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 466－ 43：03．03	 59．8�
57 アウレオーラ 牝4黒鹿58 江田 勇亮 	シルクレーシング 大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518－ 23：03．42	 35．1

33 � バルダメンテ 牡5青鹿60 高野 和馬前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 526＋103：03．82	 12．9�
69 
 ブルーグランツ 牡4鹿 60

57 ▲原田 和真 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 506－ 23：04．12 17．2�
710 セイカシャルマン 牡3鹿 58 鈴木 慶太久米 大氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 456－ 23：05．16 135．0
22 カワキタバルク 牡5青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 468－ 23：05．31� 73．1�
711 クラバウターマン 牡3栗 58 金子 光希内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 474＋143：08．4大差 113．6�
56 ゾ ネ ブ ル ム 牡3鹿 58 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 西村 和夫 492－ 43：09．89 41．2�
813 バ ー ジ ェ ス 牝3鹿 56 蓑島 靖典加藤 徹氏 浅野洋一郎 日高 アイズスタッド株式会社 458－ 53：13．4大差 193．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 11，296，700円 複勝： 17，289，100円 枠連： 8，714，800円
馬連： 19，218，900円 馬単： 16，131，400円 ワイド： 11，363，900円
3連複： 30，678，200円 3連単： 59，121，600円 計： 173，814，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（1－6） 280円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 230円 �� 360円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 112967 的中 � 52007（1番人気）
複勝票数 計 172891 的中 � 95273（1番人気）� 19637（2番人気）� 10379（4番人気）
枠連票数 計 87148 的中 （1－6） 23505（1番人気）
馬連票数 計 192189 的中 �� 34037（2番人気）
馬単票数 計 161314 的中 �� 21749（1番人気）
ワイド票数 計 113639 的中 �� 14390（2番人気）�� 7904（3番人気）�� 4097（7番人気）
3連複票数 計 306782 的中 ��� 21183（2番人気）
3連単票数 計 591216 的中 ��� 17779（3番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．1－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルペールノエル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．4．14 阪神4着

2010．3．12生 牡4黒鹿 母 サ ン タ マ マ 母母 Sangue 障害：4戦1勝 賞金 11，700，000円
〔騎手変更〕 クラバウターマン号の騎手山本康志は，第1日第4競走での落馬負傷のため金子光希に変更。



2901710月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

55 シンキングロージス 牡2黒鹿 55
52 ▲木幡 初也佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 466＋ 42：04．0 2．5�

79 アキトプレスト 牡2栗 55 江田 照男岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B462－ 8 〃 アタマ 3．8�
11 ヤマチョウタンゴ 牡2鹿 55 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 488－ 42：04．21� 2．8�
33 クインズマルシアノ 牡2鹿 55 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 470－102：04．41 9．4�
44 スイートカリヨン 牝2鹿 54 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 444－ 62：04．61� 30．5�
67 テイエムソラトブ 牡2栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 446＋ 22：04．81� 72．9	
811 トーセンエクレール 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹島川 
哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 424＋ 6 〃 アタマ 48．3�
78 ダンスオーレ 牡2鹿 55

52 ▲小崎 綾也吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 446－ 82：05．11	 16．1�
22 ラプロムナード 牝2栗 54 小野寺祐太ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 362－142：05．31� 141．8�
810 シャオシンジュ 牡2栗 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 22：05．4� 123．2�
66 チームジャパン 牝2青 54

51 ▲長岡 禎仁西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 422－ 62：05．61� 130．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 13，158，100円 複勝： 18，866，300円 枠連： 7，807，300円
馬連： 25，055，200円 馬単： 19，789，300円 ワイド： 13，868，200円
3連複： 35，136，300円 3連単： 80，741，500円 計： 214，422，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（5－7） 360円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 180円 �� 140円 �� 170円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 131581 的中 � 40667（1番人気）
複勝票数 計 188663 的中 � 63614（1番人気）� 23795（3番人気）� 58370（2番人気）
枠連票数 計 78073 的中 （5－7） 16558（2番人気）
馬連票数 計 250552 的中 �� 44117（2番人気）
馬単票数 計 197893 的中 �� 19288（3番人気）
ワイド票数 計 138682 的中 �� 17290（3番人気）�� 26834（1番人気）�� 19811（2番人気）
3連複票数 計 351363 的中 ��� 95367（1番人気）
3連単票数 計 807415 的中 ��� 40346（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．4―36．8―50．6―1：04．4―1：17．7―1：29．9―1：41．4―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンキングロージス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2014．8．9 札幌2着

2012．5．2生 牡2黒鹿 母 ソフィーズローズ 母母 スカーレットブーケ 3戦1勝 賞金 9，100，000円

2901810月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

33 デグニティクローズ 牡3鹿 55 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 528－ 41：46．4 2．6�

66 カノヤプレジデント �4鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 480－101：46．5� 5．9�
55 メイショウソレイユ 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 460－ 21：46．81� 6．7�
78 ウインクルキラリ 牝4栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 476＋ 2 〃 クビ 13．4�
11 � セルリアンラビット 牡5鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B456± 01：46．9クビ 18．0	
22 ガ ヤ ル ド 牡3鹿 55 丸田 恭介ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460＋ 81：47．11 4．4

67 レオナビゲート 牡3黒鹿55 嘉藤 貴行�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 480＋ 4 〃 クビ 31．4�
810 ガッテンキャンパス 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 452－ 4 〃 アタマ 110．3�
811 ゼンノコンゴウ 牡4栗 57

55 △松若 風馬吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 村上 欽哉 490＋ 31：47．31	 7．9
79 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿55 柴山 雄一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470± 01：48．04 41．0�
44 � グリーンパキラ 牡5栗 57

54 ▲小崎 綾也�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：48．21	 101．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 13，946，900円 複勝： 16，778，300円 枠連： 6，459，900円
馬連： 23，238，300円 馬単： 16，206，200円 ワイド： 13，018，400円
3連複： 30，949，600円 3連単： 53，059，600円 計： 173，657，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 340円 �� 480円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，280円

票 数

単勝票数 計 139469 的中 � 42436（1番人気）
複勝票数 計 167783 的中 � 37757（1番人気）� 26108（3番人気）� 21639（4番人気）
枠連票数 計 64599 的中 （3－6） 7258（2番人気）
馬連票数 計 232383 的中 �� 19490（2番人気）
馬単票数 計 162062 的中 �� 9164（3番人気）
ワイド票数 計 130184 的中 �� 10390（2番人気）�� 6864（4番人気）�� 5303（7番人気）
3連複票数 計 309496 的中 ��� 13329（4番人気）
3連単票数 計 530596 的中 ��� 6116（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．6―43．5―56．4―1：08．9―1：21．4―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デグニティクローズ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．24 新潟10着

2011．5．2生 牡3鹿 母 ドレスコード 母母 ハートリーフⅡ 12戦2勝 賞金 15，300，000円



2901910月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 メイショウアズミノ 牝3鹿 53 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 462＋181：08．1 5．7�
714 ジャストザブレイン 牡5鹿 57 丸山 元気ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 472＋101：08．2� 10．4�
23 ランパスキャット 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492－ 81：08．62� 9．7�
713 タイセイゼニス 牝4黒鹿55 杉原 誠人田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B478＋ 6 〃 アタマ 12．9�
611 シャインプレイン 牝3栗 53 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋101：08．7クビ 4．5�
815 サンマルバクシン 牡3鹿 55

53 △松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 454＋ 8 〃 クビ 11．2	
816� ミキノティータイム 牝4栗 55

54 ☆中井 裕二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 468＋ 61：08．8クビ 44．5

24 トーホウジュリア 牝5鹿 55 的場 勇人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 438＋ 4 〃 アタマ 45．1�
510� デカントラップ 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 本桐牧場 470± 01：08．9クビ 22．9�
12 ダンツキャノン 牡3栗 55

52 ▲城戸 義政山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 510± 0 〃 クビ 59．0
47 � グレンデール 牡3鹿 55 古川 吉洋日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 478－ 81：09．0クビ 68．0�
11 マイネルグリプス 牡3鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 2 〃 クビ 8．3�
612� グ ン シ ン 牡4鹿 57 柴山 雄一�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 448＋ 31：09．21	 59．3�
36 レッドルシファー 牡3鹿 55 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 454＋141：09．41	 29．1�
35 シ ェ ー ル 牝4芦 55

52 ▲木幡 初也谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B444－ 2 〃 クビ 6．1�
59 グ ラ ン ツ 牡3黒鹿55 嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－161：09．5� 26．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，161，200円 複勝： 20，802，100円 枠連： 10，155，300円
馬連： 32，704，700円 馬単： 18，226，700円 ワイド： 17，578，600円
3連複： 48，113，400円 3連単： 69，573，400円 計： 234，315，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 250円 � 260円 枠 連（4－7） 1，940円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，280円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 9，500円 3 連 単 ��� 59，830円

票 数

単勝票数 計 171612 的中 � 24016（2番人気）
複勝票数 計 208021 的中 � 26868（3番人気）� 21752（4番人気）� 20444（5番人気）
枠連票数 計 101553 的中 （4－7） 4047（9番人気）
馬連票数 計 327047 的中 �� 6400（18番人気）
馬単票数 計 182267 的中 �� 2148（25番人気）
ワイド票数 計 175786 的中 �� 3199（18番人気）�� 3547（13番人気）�� 3422（14番人気）
3連複票数 計 481134 的中 ��� 3795（30番人気）
3連単票数 計 695734 的中 ��� 843（186番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．5―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．2―45．7―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．9
3 ・（8，13）（4，15，16）（5，11）（2，3，14）（7，12）（1，10，9，6） 4 ・（8，13）（4，15，16）（5，11，14）（2，3）12（1，7，6）（10，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウアズミノ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．9．7 阪神8着

2011．4．24生 牝3鹿 母 フレンチミステリー 母母 ミスティックアイズ 10戦2勝 賞金 17，400，000円
〔発走状況〕 マイネルグリプス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ダンツキャノン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2902010月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第8競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

79 エイユービリオネア 牡3栗 55 藤懸 貴志笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444－101：46．2 9．5�
67 メイスンウォー 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 61：46．73 1．4�

811 ショウナンサンタ 牡3鹿 55
53 △松若 風馬�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 458＋ 21：47．55 7．6�

44 メイショウワッフル 牝3鹿 53
50 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 486＋ 4 〃 ハナ 6．1�

56 ボストンリョウマ 牡6青鹿 57
55 △岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 486＋ 61：47．6� 19．1	

710 チ ャ オ 牡3芦 55 杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B472＋ 61：48．02� 46．4


55 ソロデビュー 牝5黒鹿 55
52 ▲城戸 義政�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 506＋ 81：48．74 28．2�

812 ナイスエモーション 牝3鹿 53
50 ▲木幡 初也吉野 弘司氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 410－ 61：48．9� 99．6�

11 マ グ ネ イ ト �4栗 57 伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 466± 01：49．22 86．3

22 カシノカーム 牡3芦 55
52 ▲井上 敏樹柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 458－ 81：49．3� 104．5�

68 デサフィナード 牝3鹿 53 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438－ 21：49．62 186．2�
33 アンタークティカ 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B464－ 21：51．6大差 47．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，366，200円 複勝： 54，389，200円 枠連： 8，752，300円
馬連： 31，093，100円 馬単： 25，173，700円 ワイド： 16，752，900円
3連複： 39，382，600円 3連単： 88，336，900円 計： 282，246，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 190円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 250円 �� 700円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 183662 的中 � 15333（4番人気）
複勝票数 計 543892 的中 � 22290（5番人気）� 404317（1番人気）� 24698（4番人気）
枠連票数 計 87523 的中 （6－7） 16214（1番人気）
馬連票数 計 310931 的中 �� 42951（2番人気）
馬単票数 計 251737 的中 �� 9149（7番人気）
ワイド票数 計 167529 的中 �� 18535（3番人気）�� 5145（8番人気）�� 18548（2番人気）
3連複票数 計 393826 的中 ��� 28103（3番人気）
3連単票数 計 883369 的中 ��� 6355（30番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．4―13．1―12．8―12．1―12．7―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．9―44．0―56．8―1：08．9―1：21．6―1：33．7

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

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

勝馬の
紹 介

エイユービリオネア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．9．29 阪神6着

2011．5．1生 牡3栗 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 15戦1勝 賞金 16，240，000円
〔制裁〕 ボストンリョウマ号の騎手岩崎翼は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・3番）
〔その他〕 アンタークティカ号は，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。



2902110月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

814 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474－ 61：09．3 2．6�
813 トウショウハマー 牡5栗 57 村田 一誠トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 578－ 21：09．51� 20．3�
45 グラスルノン 牝3鹿 53 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 2 〃 クビ 51．8�
610 ファンファーレ 牝3栗 53 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B480＋ 41：09．6� 8．0�
69 ヒシワイルド 牡5鹿 57 伊藤 工真阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 486＋ 41：09．7� 24．0	
33 	 アイディンビュー 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹米井 勝氏 的場 均 新ひだか 三木田牧場 476－ 21：09．8� 124．7

22 ユキノラムセス 牡7栗 57 柴山 雄一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 2 〃 ハナ 20．4�
11 ベストリーダー 牝3栗 53

51 △松若 風馬 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 21：10．0� 9．8�

57 キョウワメロディー 牝3栗 53
50 ▲長岡 禎仁�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 474－ 41：10．53 7．1

46 ベニノラッキーマン 
3芦 55
52 ▲木幡 初也�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 480－10 〃 アタマ 8．0�

58 シンハディーパ 牝4黒鹿 55
52 ▲小崎 綾也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436± 01：10．6� 12．8�

712 フレンチフェロー 
3鹿 55 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 446＋ 21：10．7� 9．8�
34 	 ピンクストーン 牝4鹿 55 松田 大作吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 三嶋牧場 466＋ 81：10．91� 68．8�
711 ジャストフレンズ 牝5鹿 55 中谷 雄太阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 434＋ 21：11．0� 63．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，465，400円 複勝： 25，955，800円 枠連： 11，530，500円
馬連： 37，408，300円 馬単： 22，161，900円 ワイド： 19，848，500円
3連複： 48，237，200円 3連単： 77，703，500円 計： 259，311，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 350円 � 1，130円 枠 連（8－8） 1，630円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，350円 �� 11，830円

3 連 複 ��� 43，900円 3 連 単 ��� 129，800円

票 数

単勝票数 計 164654 的中 � 50606（1番人気）
複勝票数 計 259558 的中 � 69627（1番人気）� 16353（7番人気）� 4283（12番人気）
枠連票数 計 115305 的中 （8－8） 5462（7番人気）
馬連票数 計 374083 的中 �� 17875（5番人気）
馬単票数 計 221619 的中 �� 6941（6番人気）
ワイド票数 計 198485 的中 �� 8500（5番人気）�� 2122（35番人気）�� 412（76番人気）
3連複票数 計 482372 的中 ��� 824（129番人気）
3連単票数 計 777035 的中 ��� 434（438番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．3―12．2―12．4―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．8―44．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノケアンズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．10．13 京都3着

2010．3．1生 牝4黒鹿 母 スルーザシーズン 母母 ビクトリーマッハ 19戦3勝 賞金 28，600，000円
〔制裁〕 ファンファーレ号の騎手二本柳壮は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

2902210月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第10競走 ��
��2，600�

ざ お う

蔵 王 特 別
発走14時40分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

812 プレストウィック 牡3芦 54 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 514－102：39．4 5．3�
45 マルクナッテ 牝3栗 52 丸田 恭介小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 408－ 82：39．82� 7．8�
69 サンドラバローズ 牝3鹿 52 丸山 元気猪熊 広次氏 奥村 武 洞	湖 レイクヴィラファーム 396－102：40．01 12．1�
813 テイエムブシドー 
4鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 452－10 〃 クビ 24．5�
68 シャイニーデイズ 
4鹿 57 伊藤 工真小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 478－ 2 〃 ハナ 6．0�
22 レ ジ ー ナ 牝4栗 55 松田 大作 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 426± 0 〃 アタマ 10．9

57 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B482－ 82：40．21� 33．1�
11 マイケルチョウサン 牡3鹿 54 中井 裕二	チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B478＋ 22：40．4� 28．9�
44 メイショウラリマー 牡3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 488－ 82：40．61� 6．0
33 ジャングルパサー 牡4鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 528± 02：40．81 4．5�
710 ショウナンバッハ 牡3鹿 54 杉原 誠人国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 ヤナガワ牧場 432－12 〃 クビ 50．6�
56 マンノアクトレス 牝4鹿 55 高倉 稜萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 444＋ 82：41．01 12．1�
711 トミケンホッパス 牡4黒鹿57 村田 一誠冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 坂 牧場 B490± 02：42．610 158．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，968，100円 複勝： 29，359，100円 枠連： 15，464，500円
馬連： 52，352，400円 馬単： 27，352，600円 ワイド： 24，560，900円
3連複： 69，719，400円 3連単： 106，748，300円 計： 346，525，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 240円 � 370円 枠 連（4－8） 810円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，400円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 29，130円

票 数

単勝票数 計 209681 的中 � 31087（2番人気）
複勝票数 計 293591 的中 � 37867（4番人気）� 32981（5番人気）� 18240（8番人気）
枠連票数 計 154645 的中 （4－8） 14693（2番人気）
馬連票数 計 523524 的中 �� 23191（5番人気）
馬単票数 計 273526 的中 �� 7150（2番人気）
ワイド票数 計 245609 的中 �� 9167（7番人気）�� 4412（22番人気）�� 5697（14番人気）
3連複票数 計 697194 的中 ��� 7892（25番人気）
3連単票数 計1067483 的中 ��� 2656（85番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．5―12．4―13．0―12．1―12．7―13．0―12．5―12．0―11．8―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．7―37．2―49．6―1：02．6―1：14．7―1：27．4―1：40．4―1：52．9―2：04．9―2：16．7―2：27．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレストウィック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Linamix デビュー 2013．7．21 函館4着

2011．4．24生 牡3芦 母 フ ー ラ ク サ 母母 Housatonic 10戦2勝 賞金 17，792，000円
※ショウナンバッハ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2902310月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第11競走 ��
��1，200�福島民友カップ

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，25．10．12以降26．10．14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

福島民友新聞社長賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 アンバルブライベン 牝5鹿 52 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 458－ 21：07．1 5．6�
36 � ルチャドルアスール �5黒鹿54 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 506＋ 21：07．42 11．3�
47 スギノエンデバー 牡6鹿 57 丸山 元気杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460＋ 41：07．61	 7．2�
35 プリンセスメモリー 牝7鹿 54 的場 勇人海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 406＋ 61：07．7クビ 17．7�
815 バ ー バ ラ 牝5黒鹿53 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 446＋121：07．91 5．0�
24 レオンビスティー 牡5鹿 54 中谷 雄太備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 492－ 2 〃 クビ 25．7	
510 クリーンエコロジー 牡6芦 54 杉原 誠人石橋 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 502－ 81：08．0クビ 32．3

12 メイショウスザンナ 牝5鹿 53 武 幸四郎松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 472－ 8 〃 ハナ 7．8�
713 インプレスウィナー 牡7青 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454－ 2 〃 クビ 40．2
23 サンディエゴシチー 牡7黒鹿54 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 512－ 21：08．1クビ 27．9�
611 フクノドリーム 牝3栗 51 江田 照男福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 482＋14 〃 クビ 7．1�
11 ケイアイアストン 牡9鹿 53 高倉 稜亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 472－ 21：08．2クビ 84．8�
59 テイエムオオタカ 牡6鹿 55 松若 風馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 B482－ 41：08．3
 13．7�
714 ハ ノ ハ ノ 牡6鹿 56 柴山 雄一�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 468＋ 8 〃 アタマ 14．7�
816 アンゲネーム �6鹿 55 松田 大作�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 468－ 4 〃 アタマ 30．9�
612 ビウイッチアス 牝5黒鹿51 村田 一誠井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 446＋101：08．61
 90．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，046，500円 複勝： 57，797，500円 枠連： 41，718，100円
馬連： 174，222，700円 馬単： 77，145，500円 ワイド： 65，994，200円
3連複： 251，293，600円 3連単： 377，899，700円 計： 1，088，117，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 380円 � 220円 枠 連（3－4） 1，460円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 900円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 57，130円

票 数

単勝票数 計 420465 的中 � 59413（2番人気）
複勝票数 計 577975 的中 � 71837（3番人気）� 34957（7番人気）� 73138（2番人気）
枠連票数 計 417181 的中 （3－4） 22055（5番人気）
馬連票数 計1742227 的中 �� 32924（16番人気）
馬単票数 計 771455 的中 �� 7564（27番人気）
ワイド票数 計 659942 的中 �� 12059（14番人気）�� 19428（4番人気）�� 8643（22番人気）
3連複票数 計2512936 的中 ��� 17751（29番人気）
3連単票数 計3778997 的中 ��� 4795（145番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．3―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．1―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．3
3 ・（8，11）（6，12）（9，14，15）（5，7）2（1，4，10）（3，13）16 4 ・（8，11）（6，12）（9，14，15）（5，7，2）（4，10）1（3，13，16）

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー 2012．1．8 京都2着

2009．2．17生 牝5鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール 23戦6勝 賞金 103，629，000円
〔制裁〕 テイエムオオタカ号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マイネルバイカ号

2902410月19日 晴 良 （26福島3）第2日 第12競走 ��
��1，800�

と お が っ た

遠 刈 田 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

24 イイデフューチャー 牡3黒鹿55 松田 大作 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 456－ 21：47．2 4．1�
713 キネオダンサー 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 21：47．51� 31．1�
36 エスユーハリケーン 牡4鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482± 0 〃 ハナ 8．1�
59 マ デ ュ ー ロ 牡4鹿 57 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 496＋ 4 〃 アタマ 15．9�
816 ヴィオラーネ 牝5青鹿55 丸山 元気平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 80．6�
47 アーマークラッド 牡4栗 57 江田 照男吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 21：47．6クビ 5．9	
11 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 高倉 稜竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 506＋ 2 〃 クビ 6．3

510 ディレットリーチェ 牝4栗 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 500－ 41：47．7クビ 29．8�
611 ヤマニンシバルリー 牡6青鹿57 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 488＋ 41：47．91	 49．3�
815 ダンツアトラス 牡4鹿 57 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 472＋12 〃 クビ 11．7
48 タイセイマジック 牡3鹿 55 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 476－ 21：48．21� 18．6�
23 アグネスドリーム 牡3黒鹿55 中井 裕二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 462－ 21：48．3� 4．6�
12 ジョウテンオリーヴ 牝5鹿 55 松若 風馬田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 506＋ 61：48．4
 126．9�
612 コスモチョコレイ 牝3黒鹿53 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 448＋121：48．72 57．8�
35 マイネルゾンネ 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484－ 21：48．8クビ 45．8�
（15頭）

714 キリシマホーマ 牡3鹿 55 小崎 綾也土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 504＋ 9 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，580，200円 複勝： 46，354，100円 枠連： 27，255，800円
馬連： 98，478，700円 馬単： 41，487，600円 ワイド： 39，951，900円
3連複： 111，777，300円 3連単： 188，268，200円 計： 585，153，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 690円 � 210円 枠 連（2－7） 3，090円

馬 連 �� 8，230円 馬 単 �� 13，090円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 630円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 18，820円 3 連 単 ��� 106，460円

票 数

単勝票数 差引計 315802（返還計 3193） 的中 � 60244（1番人気）
複勝票数 差引計 463541（返還計 4013） 的中 � 75855（1番人気）� 13612（10番人気）� 61912（3番人気）
枠連票数 差引計 272558（返還計 371） 的中 （2－7） 6834（13番人気）
馬連票数 差引計 984787（返還計 24611） 的中 �� 9853（27番人気）
馬単票数 差引計 414876（返還計 11940） 的中 �� 2377（49番人気）
ワイド票数 差引計 399519（返還計 11507） 的中 �� 4495（26番人気）�� 17419（5番人気）�� 3397（38番人気）
3連複票数 差引計1117773（返還計 48771） 的中 ��� 4453（66番人気）
3連単票数 差引計1882682（返還計 87323） 的中 ��� 1282（359番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．4―49．1―1：01．1―1：12．4―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．8
1
3
4（3，12）（5，15）（2，10）11，6，16（7，13）9－（1，8）・（4，12）13（15，11）3（5，10，16）（2，6）9（7，8）1

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

勝馬の
紹 介

イイデフューチャー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2013．11．9 東京3着

2011．4．3生 牡3黒鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター 10戦2勝 賞金 22，222，000円
〔競走除外〕 キリシマホーマ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 タイセイマジック号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 イイデフューチャー号の騎手松田大作は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
〔調教再審査〕 タイセイマジック号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモツケマ号
（非抽選馬） 2頭 セトノフラッパー号・ハイベストバイオ号

３レース目



（26福島3）第2日 10月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 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 手 当

179，260，000円
4，930，000円
1，870，000円
16，310，000円
55，751，500円
5，020，600円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
224，863，900円
345，684，200円
162，891，800円
570，877，300円
310，838，700円
266，479，300円
771，523，100円
1，255，645，500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 3，908，803，800円

総入場人員 11，597名 （有料入場人員 9，212名）
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