
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

2904911月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （芝・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
1：08．6
1：07．8

良
良

11 シ ラ ユ キ 牝2芦 54 丸田 恭介ワタナベホールディ
ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：09．1 1．6�

23 モンサンビアンカ 牝2芦 54 宮崎 北斗山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 442－ 41：09．41� 14．1�
48 シャンパンサーベル 牝2黒鹿54 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 464＋ 21：09．72 13．9�
35 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 412－101：09．91� 10．8�
24 リベルテラミューズ 牝2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也竹本 弘氏 谷原 義明 新冠 田渕牧場 398＋ 21：10．0クビ 56．2�
714 アポロティンクル 牝2黒鹿54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 430＋101：10．53 159．4	
510 ビ ス カ リ ア 牝2鹿 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 444－ 61：10．71� 12．3

59 バイオレットフィズ 牝2黒鹿54 田中 博康中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 434－ 61：11．12� 136．4�
815 ウインニルヴァーナ 牝2栗 54 伊藤 工真�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 448± 0 〃 ハナ 111．2�
611 エレディータ 牝2鹿 54

52 △松若 風馬 シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 クビ 4．7�
47 エアルコンクエスト 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 446＋ 21：11．42 190．2�
12 ウインメアリー 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真�ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 446－ 6 〃 ハナ 251．3�
612 チェリースピリッツ 牝2鹿 54 黛 弘人櫻井 秀樹氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 424－121：11．5� 30．8�
816 トリプルマーメード 牝2青鹿54 丸山 元気平澤 創氏 根本 康広 日高 浦新 徳司 418± 0 〃 クビ 457．1�
36 ナンヨーディンプル 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁中村 德也氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 412＋ 21：11．6クビ 44．9�
713 イ チ ザ ラ ブ 牝2鹿 54 藤懸 貴志奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 416－ 21：13．19 303．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，170，300円 複勝： 63，105，400円 枠連： 8，350，100円
馬連： 27，659，000円 馬単： 21，317，000円 ワイド： 16，088，500円
3連複： 39，059，700円 3連単： 68，891，300円 計： 258，641，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 420円 � 280円 枠 連（1－2） 1，200円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 490円 �� 440円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 16，190円

票 数

単勝票数 計 141703 的中 � 69760（1番人気）
複勝票数 計 631054 的中 � 483565（1番人気）� 9505（6番人気）� 15774（5番人気）
枠連票数 計 83501 的中 （1－2） 5387（5番人気）
馬連票数 計 276590 的中 �� 19697（5番人気）
馬単票数 計 213170 的中 �� 8927（6番人気）
ワイド票数 計 160885 的中 �� 8652（4番人気）�� 9931（3番人気）�� 1933（18番人気）
3連複票数 計 390597 的中 ��� 6407（13番人気）
3連単票数 計 688913 的中 ��� 3085（45番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．8―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 4，7，1（5，11）（3，6，12，13）（8，10）15，9（14，16）－2 4 4，1（3，5，7）（8，11）（6，12）（10，15）9（14，13）16－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シ ラ ユ キ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．21 函館2着

2012．1．23生 牝2芦 母 アドマイヤフッキー 母母 トキオリアリティー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチザラブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1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 ハネムーンソング号
（非抽選馬） 2頭 アラビアンハート号・カンタベリーマミー号

2905011月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時20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
1：48．2
1：45．9

良
良

12 ムーンマジェスティ 牡2栗 55 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 420－ 21：48．9 3．7�
816 キッスアフィニティ 牡2黒鹿55 柴山 雄一 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：49．0� 7．3�
714 シードパール 牝2鹿 54 松田 大作髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 426± 0 〃 ハナ 3．6�
11 カ ラ ッ カ ゼ 牡2鹿 55 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B444＋201：49．1� 9．9�
48 マイネルヘルック 牡2栗 55 丹内 祐次 �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 432＋ 41：49．2� 5．1	
23 ナ ポ レ オ ン 牡2栗 55

53 △松若 風馬前迫 義幸氏 高野 友和 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 21：49．3� 9．6

59 マリーズラン 牝2鹿 54 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 456－ 81：49．83 45．8�
611 ファジーシステム 牡2鹿 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 432－ 61：50．22� 70．2�
713 ボンヌジュルネ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 428－10 〃 クビ 409．9
35 トーセンアイランド 牡2青 55 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 496－ 6 〃 ハナ 31．5�
47 ウインベーネ 牡2栗 55 黛 弘人�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 21：50．3クビ 17．3�
510 マイネルカサドール 牡2栗 55 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 橋本牧場 444＋101：50．4� 70．8�
36 ライトザライト 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 468＋221：50．61	 74．3�
815 タガノプレアデス 牡2黒鹿55 中谷 雄太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 61：51．23� 71．4�
612 オーゴンダーク 牡2栗 55

52 ▲小崎 綾也永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 今 牧場 454－ 2 〃 ハナ 185．9�
24 ブラウンマリンガー 牡2鹿 55 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 410＋ 21：52．47 271．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，785，800円 複勝： 20，557，100円 枠連： 8，103，300円
馬連： 22，536，800円 馬単： 13，705，800円 ワイド： 13，931，700円
3連複： 31，031，300円 3連単： 43，453，100円 計： 165，104，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 230円 � 140円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 490円 �� 260円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 8，520円

票 数

単勝票数 計 117858 的中 � 25107（2番人気）
複勝票数 計 205571 的中 � 40113（2番人気）� 17906（5番人気）� 44369（1番人気）
枠連票数 計 81033 的中 （1－8） 6055（4番人気）
馬連票数 計 225368 的中 �� 12262（5番人気）
馬単票数 計 137058 的中 �� 3829（8番人気）
ワイド票数 計 139317 的中 �� 6763（5番人気）�� 15277（1番人気）�� 6829（4番人気）
3連複票数 計 310313 的中 ��� 16840（2番人気）
3連単票数 計 434531 的中 ��� 3695（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．9―12．6―11．8―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．0―48．9―1：01．5―1：13．3―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．6
1
3
1－6（4，3，8）（5，15）（2，7，16）（12，9）（10，14）－（11，13）・（1，6）（8，3）（2，15）16（4，7，14）（5，9，10）－11，12－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ムーンマジェスティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．8．16 新潟6着

2012．4．4生 牡2栗 母 ベストオブミー 母母 フラワーアーチ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラインレジェンド号

第３回 福島競馬 第５日



2905111月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時50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

610 バンブーデルピエロ 牡4鹿 57
55 △松若 風馬�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 492－ 41：46．2 14．3�

22 イノセンテス 牡3鹿 55
52 ▲小崎 綾也小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 458－ 21：46．41 7．5�

46 マッチレスヒーロー 牡3栗 55 柴山 雄一�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B476＋ 8 〃 クビ 3．7�
34 フミノスナイパー 牡3栗 55 黛 弘人谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 490＋ 81：46．5� 4．7�
23 レオネプチューン 牡6鹿 57 丸田 恭介	レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 478＋121：47．03 7．4

59 シュシュブリーズ 牝3黒鹿53 勝浦 正樹 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：47．42� 8．1�
11 � 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 468－ 21：47．5� 4．8�
35 ナリタタイフーン 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政	オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 506－ 21：48．24 78．7
713� トップドリーム 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 482－301：48．3� 66．7�
815 エアーウェーブ 牡4鹿 57 高倉 稜小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 516－ 81：48．62 84．3�
712 クラウンシュバルツ 牡4栗 57 松田 大作	クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 476＋121：49．34 23．1�
611� カンタベリーマーチ 牡3栗 55 古川 吉洋峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 476± 01：49．51 145．7�
47 セ ヴ ェ ル ス 牡5鹿 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 510－ 61：49．6� 107．3�
814 ワンダービリーヴ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：52．8大差 173．5�
（14頭）

58 メイショウワッフル 牝3鹿 53 丸山 元気松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 488＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，316，100円 複勝： 20，028，500円 枠連： 8，278，600円
馬連： 21，223，000円 馬単： 12，515，800円 ワイド： 13，208，300円
3連複： 29，843，600円 3連単： 37，886，900円 計： 157，300，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 410円 � 240円 � 160円 枠 連（2－6） 3，880円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 10，740円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，400円 �� 710円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 60，360円

票 数

単勝票数 差引計 143161（返還計 6601） 的中 � 7989（7番人気）
複勝票数 差引計 200285（返還計 7725） 的中 � 10104（7番人気）� 20806（5番人気）� 41900（1番人気）
枠連票数 差引計 82786（返還計 832） 的中 （2－6） 1651（12番人気）
馬連票数 差引計 212230（返還計 30448） 的中 �� 3225（18番人気）
馬単票数 差引計 125158（返還計 18496） 的中 �� 874（41番人気）
ワイド票数 差引計 132083（返還計 17828） 的中 �� 1899（20番人気）�� 2389（17番人気）�� 4972（9番人気）
3連複票数 差引計 298436（返還計 66751） 的中 ��� 2765（26番人気）
3連単票数 差引計 378869（返還計 88229） 的中 ��� 455（181番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．6―12．6―12．8―12．7―12．9―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．2―42．8―55．6―1：08．3―1：21．2―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

バンブーデルピエロ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー 2012．11．10 東京6着

2010．3．2生 牡4鹿 母 ソラーティカ 母母 Telescopica 16戦3勝 賞金 19，500，000円
〔競走除外〕 メイショウワッフル号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダービリーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1日まで平地

競走に出走できない。

2905211月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第4競走 2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20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� コースレコード3：00．1良

814 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 524－ 43：03．1 4．6�
45 シップウハヤト 牡3鹿 58 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 458＋ 63：03．31� 77．8�
11 ジオメトリー 牡4栗 60 横山 義行池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 492± 0 〃 クビ 4．3�
57 プ レ ス リ ー 牡3黒鹿58 田村 太雅田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 486＋ 63：03．83 28．5�
711 ミヤビリファイン 牡5青鹿60 山本 康志村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 508± 03：04．01� 2．0�
69 トーセンエスプリ 牝3栗 56 浜野谷憲尚島川 	哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 23：04．21� 14．5

33 � ブルーグランツ 牡4鹿 60 鈴木 慶太 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 506± 03：04．51� 27．4�
22 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 58 五十嵐雄祐榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 488＋ 23：05．88 29．8�
34 シゲルシモウサ 牡3鹿 58 高野 和馬森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462＋ 43：06．33 25．6
58 カワキタバルク 牡5青鹿60 草野 太郎川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 478＋10 〃 クビ 95．1�
46 コーリンジャヴロー 牡3鹿 58

56 ▲原田 和真伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 474＋ 63：07．04 50．5�
712 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 56 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 452＋ 83：07．2� 141．4�
813 フ リ メ ー ル 牝3栗 56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 430＋ 23：07．83� 48．5�
610 ビックナサンクス 牡3青鹿58 蓑島 靖典平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 520＋ 6 （競走中止） 41．6�
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売 得 金
単勝： 11，972，500円 複勝： 13，580，400円 枠連： 8，193，400円
馬連： 19，639，000円 馬単： 14，288，500円 ワイド： 12，132，600円
3連複： 29，920，000円 3連単： 47，314，300円 計： 157，040，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 1，510円 � 200円 枠 連（4－8） 5，380円

馬 連 �� 19，510円 馬 単 �� 22，230円

ワ イ ド �� 4，870円 �� 510円 �� 5，990円

3 連 複 ��� 31，160円 3 連 単 ��� 225，670円

票 数

単勝票数 計 119725 的中 � 20541（3番人気）
複勝票数 計 135804 的中 � 29702（2番人気）� 1593（13番人気）� 18825（3番人気）
枠連票数 計 81934 的中 （4－8） 1180（17番人気）
馬連票数 計 196390 的中 �� 780（39番人気）
馬単票数 計 142885 的中 �� 482（55番人気）
ワイド票数 計 121326 的中 �� 611（43番人気）�� 6667（4番人気）�� 496（48番人気）
3連複票数 計 299200 的中 ��� 720（77番人気）
3連単票数 計 473143 的中 ��� 152（461番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 55．2－3F 41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモダイナミック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2010．11．21 京都5着

2008．3．10生 牡6鹿 母 エレガントグリーン 母母 エレガントローザ 障害：16戦1勝 賞金 17，600，000円
〔競走中止〕 ビックナサンクス号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 プレスリー号の騎手田村太雅は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※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 ジョープラチネラ号



2905311月1日 曇 良 （26福島3）第5日 第5競走 ��
��1，150�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

良
良

35 グローリアスヴォレ 牝2栗 54 古川 吉洋日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 426 ―1：10．7 25．5�
611 ディナミック 牝2栗 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 482 ―1：10．8� 5．9�
59 メイショウヒルガオ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 450 ―1：11．12 3．8�
612 リンガスヴィグラス 牝2鹿 54 丹内 祐次伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 450 ― 〃 アタマ 4．2�
510 サクラエクレール 牡2栗 55 高倉 稜�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 498 ―1：11．42 33．9�
816 スティールブルグ 牡2鹿 55 西田雄一郎井上 啓子氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498 ―1：11．5クビ 9．6	
11 リ ニ ア 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 見上牧場 442 ―1：11．71� 9．2

714 マサノボーラー 牝2栗 54 松田 大作猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 448 ― 〃 ハナ 13．8�
815 ナゲットレイツ 牝2鹿 54 宮崎 北斗竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 452 ― 〃 クビ 68．4�
48 コウユーココロザシ 牝2鹿 54

52 △松若 風馬加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 498 ―1：12．23 11．7
24 テ ヅ ク リ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 450 ― 〃 ハナ 75．7�
713 ビレッジキャロル 牝2鹿 54 丸山 元気村山 浩伸氏 高橋 文雅 新冠 川島牧場 464 ― 〃 クビ 63．4�
36 ルイヴィルリップ 牡2鹿 55 勝浦 正樹松村 真司氏 田中 剛 日高 増尾牧場 450 ―1：12．3� 33．2�
47 フレンドマキシマム 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也保谷フミ子氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 430 ―1：12．4クビ 73．9�
12 タイセイブラッサム 牝2黒鹿54 柴山 雄一田中 成奉氏 伊藤 大士 新ひだか 山田牧場 434 ―1：13．03� 20．7�
23 フジサンベア 牝2栗 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 むかわ 市川牧場 414 ―1：22．2大差 109．7�
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売 得 金
単勝： 13，393，500円 複勝： 18，279，800円 枠連： 11，702，700円
馬連： 25，278，800円 馬単： 16，246，600円 ワイド： 15，956，400円
3連複： 36，731，500円 3連単： 51，134，300円 計： 188，723，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 600円 � 230円 � 170円 枠 連（3－6） 1，920円

馬 連 �� 8，100円 馬 単 �� 16，920円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 1，910円 �� 620円

3 連 複 ��� 12，230円 3 連 単 ��� 122，750円

票 数

単勝票数 計 133935 的中 � 4188（9番人気）
複勝票数 計 182798 的中 � 6200（9番人気）� 20995（3番人気）� 33595（1番人気）
枠連票数 計 117027 的中 （3－6） 4719（9番人気）
馬連票数 計 252788 的中 �� 2418（32番人気）
馬単票数 計 162466 的中 �� 720（64番人気）
ワイド票数 計 159564 的中 �� 1507（31番人気）�� 2090（21番人気）�� 7048（2番人気）
3連複票数 計 367315 的中 ��� 2252（42番人気）
3連単票数 計 511343 的中 ��� 302（414番人気）

ハロンタイム 9．8―11．3―11．5―12．5―12．7―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．1―32．6―45．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリアスヴォレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エアジハード 初出走

2012．4．13生 牝2栗 母 エアヘイリー 母母 マザーエルフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 リンガスヴィグラス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 リンガスヴィグラス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジサンベア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1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 キレイ号・レヴィン号

2905411月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：57．3
1：56．1

良
良

47 アンジュデュバン 牝3黒鹿53 津村 明秀後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 438－ 61：59．9 40．4�
23 � イメージガール 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 456－ 22：00．11� 12．2�
713 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿 53

50 ▲城戸 義政土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 518＋ 2 〃 アタマ 19．5�
610 ツクバアスナロ 牝3鹿 53 古川 吉洋荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－ 42：00．31� 5．3�
35 ホワイトマニキュア 牝3芦 53

50 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448－ 8 〃 クビ 19．2�
815 サトノフェアリー 牝4鹿 55 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 ハナ 5．2�
58 エスターブレ 牝4栗 55 高倉 稜草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 462－ 22：00．51� 57．3	
34 フィールフリーリー 牝4栗 55

52 ▲小崎 綾也吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋ 42：00．6	 25．0

46 スプレンダー 牝3栗 53 平野 優 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 22：00．81� 38．1�
814 ムードスウィングス 牝3黒鹿53 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋18 〃 ハナ 4．6
611 ミラクルルージュ 牝4青鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：00．9	 47．9�
59 ハ ツ ガ ツ オ 牝3鹿 53

50 ▲井上 敏樹江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 484± 02：01．11	 44．9�
11 ソムニアシチー 牝4鹿 55 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 454－ 4 〃 クビ 3．4�
712� マーティンゴールド 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太大戸 時子氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 444－102：01．2
 183．9�
22 エリーフェアリー 牝3鹿 53

51 △松若 風馬谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486± 02：01．51
 36．0�
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売 得 金
単勝： 14，599，000円 複勝： 22，482，300円 枠連： 10，187，300円
馬連： 25，237，400円 馬単： 15，309，500円 ワイド： 15，497，500円
3連複： 33，002，600円 3連単： 46，736，500円 計： 183，052，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，040円 複 勝 � 860円 � 420円 � 1，030円 枠 連（2－4） 8，440円

馬 連 �� 15，900円 馬 単 �� 27，010円

ワ イ ド �� 5，660円 �� 5，630円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 85，940円 3 連 単 ��� 639，320円

票 数

単勝票数 計 145990 的中 � 2884（11番人気）
複勝票数 計 224823 的中 � 6697（8番人気）� 15320（5番人気）� 5510（10番人気）
枠連票数 計 101873 的中 （2－4） 935（23番人気）
馬連票数 計 252374 的中 �� 1230（52番人気）
馬単票数 計 153095 的中 �� 425（88番人気）
ワイド票数 計 154975 的中 �� 706（58番人気）�� 709（57番人気）�� 927（49番人気）
3連複票数 計 330026 的中 ��� 288（209番人気）
3連単票数 計 467365 的中 ��� 53（1408番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．4―13．2―12．8―11．7―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．8―47．2―1：00．4―1：13．2―1：24．9―1：36．4―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アンジュデュバン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．8．3 新潟7着

2011．3．4生 牝3黒鹿 母 マイネレーヌ 母母 グレースマリヤ 14戦2勝 賞金 18，246，000円



2905511月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第7競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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

713 ボーンレジェンド 牝3鹿 54 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 482＋ 41：09．0 3．9�
59 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 502－ 61：09．21� 9．4�
510 ド ン マ ネ ー 牡4黒鹿 57

55 △松若 風馬山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 470＋ 21：09．41� 5．5�
714 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 576－ 21：09．5� 7．3�
24 ジギースンナー 牝3青鹿54 勝浦 正樹佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 466＋ 21：09．81� 49．9�
12 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 438－18 〃 ハナ 5．6	
815 フレンチフェロー 	3鹿 56

53 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 B444－ 2 〃 ハナ 15．0

612 モ ン テ ネ オ 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 41：10．01 11．0�
23 ルスナイプリンセス 牝3鹿 54 松田 大作�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504－ 21：10．1� 9．3
11 ジョリフェロー 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太�フォーレスト 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 484＋ 2 〃 クビ 62．4�
35 タイセイパラゴン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 512－ 21：10．2� 113．5�
611
 ハ ル コ マ チ 牝4鹿 55 西田雄一郎髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 484－ 2 〃 アタマ 19．3�
47 ロマンシーズ 牡3鹿 56 丸田 恭介菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516＋ 61：10．3� 96．8�
36 コアレスキング 牡4鹿 57 的場 勇人小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 516＋ 61：10．4� 67．7�
816
 グ ン シ ン 牡4鹿 57 古川 吉洋�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 454＋ 61：11．67 162．6�
48 
 カシノリーベ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム B496－ 61：12．13 189．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，037，000円 複勝： 23，696，900円 枠連： 11，410，900円
馬連： 29，064，800円 馬単： 17，697，400円 ワイド： 17，450，900円
3連複： 38，140，800円 3連単： 54，154，100円 計： 208，652，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 240円 � 170円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 770円 �� 500円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 170370 的中 � 34597（1番人気）
複勝票数 計 236969 的中 � 43535（1番人気）� 21340（5番人気）� 36559（3番人気）
枠連票数 計 114109 的中 （5－7） 16838（1番人気）
馬連票数 計 290648 的中 �� 10078（9番人気）
馬単票数 計 176974 的中 �� 3542（11番人気）
ワイド票数 計 174509 的中 �� 5641（8番人気）�� 9307（3番人気）�� 6478（7番人気）
3連複票数 計 381408 的中 ��� 9005（4番人気）
3連単票数 計 541541 的中 ��� 3983（2番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．4―11．9―12．2―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．0―43．9―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーンレジェンド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．2 東京9着

2011．2．15生 牝3鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 10戦2勝 賞金 18，260，000円

2905611月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第8競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

815 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 468＋ 41：46．1 2．0�
610 サンライズアルブル 牡3黒鹿 55

53 △松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 61：46．2� 14．2�

46 ヴァンヘルシング 牡5青鹿 57
54 ▲小崎 綾也市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456－101：46．3クビ 4．5�

34 ブロンクスシルバー 牝3芦 53
50 ▲城戸 義政 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 486＋ 81：46．62 17．1�

814 コスモチャイム 牡3黒鹿 55
52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B482＋ 21：46．92 50．2�

58 メイショウソレイユ 牡4鹿 57
56 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 458－ 2 〃 クビ 7．0	

713 ワンダーバイファル 牡3鹿 55 藤懸 貴志山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 468＋ 21：47．43 12．0

11 ボストンリョウマ 牡6青鹿 57

54 ▲井上 敏樹ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 486± 0 〃 ハナ 34．4�
22 � グリーンパキラ 牡5栗 57 伊藤 工真�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：47．5� 115．0
23 カシノカーム 牡3芦 55

52 ▲伴 啓太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B466＋ 81：47．6� 145．3�
59 ハタノエンジェル 牝3鹿 53 杉原 誠人 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 492＋ 61：48．34 27．2�
47 レイヨンヴェール 牝3黒鹿53 平野 優 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 494－ 21：48．4クビ 28．7�
611 フロールシータ 牝3栗 53 小野寺祐太 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 526＋ 31：48．61� 162．8�
35 レッドルシファー 牡3鹿 55 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 21：48．81� 34．2�
712 ゼンノブショウ 牡3鹿 55

52 ▲原田 和真ホースアディクト高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 438－ 41：49．01� 153．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，382，900円 複勝： 29，485，100円 枠連： 10，172，400円
馬連： 31，876，800円 馬単： 19，405，800円 ワイド： 17，527，900円
3連複： 38，441，100円 3連単： 62，639，400円 計： 226，931，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 420円 �� 180円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 173829 的中 � 69412（1番人気）
複勝票数 計 294851 的中 � 117268（1番人気）� 22884（4番人気）� 47809（2番人気）
枠連票数 計 101724 的中 （6－8） 8031（3番人気）
馬連票数 計 318768 的中 �� 21123（3番人気）
馬単票数 計 194058 的中 �� 7194（5番人気）
ワイド票数 計 175279 的中 �� 9761（4番人気）�� 30383（1番人気）�� 4465（10番人気）
3連複票数 計 384411 的中 ��� 23033（2番人気）
3連単票数 計 626394 的中 ��� 6371（10番人気）

ハロンタイム 7．3―11．0―11．7―12．6―12．8―12．5―12．7―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．3―30．0―42．6―55．4―1：07．9―1：20．6―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイスンウォー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．3．23 中山9着

2010．4．29生 牡4鹿 母 ネバーエンディング 母母 マキシマムデニール 13戦3勝 賞金 33，850，000円
〔発走状況〕 サンライズアルブル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サンライズアルブル号は，発走調教再審査。



2905711月1日 小雨 良 （26福島3）第5日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

11 サクセスフィリア 牝3鹿 54 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 436－ 21：09．2 15．0�

714 ラ ヴ ィ オ リ 牝3黒鹿54 高倉 稜星野 祐介氏 鈴木 孝志 日高 西野 春樹 462＋181：09．3� 21．7�
612 スパイスシャワー 牝3鹿 54 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 462＋ 21：09．4� 38．7�
713 シャルマンウーマン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 512＋ 6 〃 クビ 4．0�
36 ダノンルージュ 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 41：09．5クビ 2．2	
510 ダイワカリエンテ 牝5栗 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 10．3

47 ブルーヴァルキリー 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 438＋ 21：09．71� 50．5�
24 ニ シ ノ ニ カ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 468－ 21：09．8クビ 25．8�
12 エ ル ノ ル テ 牝3鹿 54

52 △松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462± 01：09．9� 9．1
816 ドナエテルニテ 牝3鹿 54 松田 大作山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 450－12 〃 ハナ 74．5�
48 スイートガーデン 牝3鹿 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 490－ 6 〃 アタマ 77．0�
35 デンコウスカイ 牝4鹿 55 	島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 478± 01：10．22 80．3�
815 アンスポークン 牝5鹿 55 杉原 誠人 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 6 〃 クビ 17．3�
59 ニナフェアリー 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 448－ 41：10．41� 23．9�
611
 キュールエアリス 牝4青鹿55 丸山 元気岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 458＋ 5 〃 ハナ 122．0�
23 コスモアンダルシア 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：10．93 72．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，426，800円 複勝： 27，208，200円 枠連： 13，998，500円
馬連： 40，947，900円 馬単： 23，773，900円 ワイド： 24，734，800円
3連複： 51，295，600円 3連単： 81，110，600円 計： 282，496，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 350円 � 530円 � 930円 枠 連（1－7） 930円

馬 連 �� 12，900円 馬 単 �� 27，340円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 7，070円 �� 8，500円

3 連 複 ��� 149，110円 3 連 単 ��� 773，750円

票 数

単勝票数 計 194268 的中 � 10356（5番人気）
複勝票数 計 272082 的中 � 21976（4番人気）� 13345（6番人気）� 7125（10番人気）
枠連票数 計 139985 的中 （1－7） 11624（3番人気）
馬連票数 計 409479 的中 �� 2460（37番人気）
馬単票数 計 237739 的中 �� 652（74番人気）
ワイド票数 計 247348 的中 �� 2086（31番人気）�� 899（62番人気）�� 747（69番人気）
3連複票数 計 512956 的中 ��� 258（268番人気）
3連単票数 計 811106 的中 ��� 76（1359番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．5―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．6―46．1―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 ・（13，14）（10，16）（12，8，15）（4，6，9）（1，11）5，2（3，7） 4 ・（13，14）（10，12，16）（4，6，8，15）1（9，5）（3，11，2）7

勝馬の
紹 介

サクセスフィリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．7．20 福島8着

2011．2．18生 牝3鹿 母 リアルエクスペクテイションズ 母母 Educated Risk 11戦2勝 賞金 17，700，000円
〔制裁〕 ダイワカリエンテ号の騎手丸田恭介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・6番・4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 スピーディユウマ号

2905811月1日 曇 良 （26福島3）第5日 第10競走 ��
��2，600�

りょうぜん

霊 山 特 別
発走14時50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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

46 ピュアソルジャー 牡4鹿 57 村田 一誠鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 B476－ 42：39．3 3．6�
34 ル ー 牡4鹿 57 丸田 恭介武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 446－122：39．51� 41．8�
11 	 ラルプデュエズ 牡4黒鹿57 小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：39．81
 16．7�
23 マイネルアクロス 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 472＋10 〃 ハナ 27．5�
22 	 キ ン コ バ ン 牡3栗 55 古川 吉洋熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 484＋ 42：40．12 11．7�
814 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57 原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B448＋ 22：40．2
 49．8	
611	 モンテエクリプス 牡5鹿 57 勝浦 正樹毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 454＋ 22：40．3クビ 10．0

712 マイケルチョウサン 牡3鹿 55 中井 裕二�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B482＋ 42：40．4� 38．8�
713 カレングラスジョー 牡4栗 57 松田 大作鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 516－ 22：40．5
 4．0�
59 ユールドゥー 牡3鹿 55 伊藤 工真小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 472－ 2 〃 アタマ 135．3
47 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 494－ 22：40．6� 7．6�
610 ローリングストーン 牡5鹿 57 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 496－122：40．91
 18．7�
815 ゴールドメイン 牡4栗 57 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 464＋ 6 〃 クビ 6．1�
35 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 黛 弘人 �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 B486＋ 42：41．11� 44．8�
58 クラウンアトラス �4黒鹿57 西田雄一郎�クラウン 田島 俊明 新冠 カミイスタット B472＋ 42：41．84 145．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，374，200円 複勝： 27，225，800円 枠連： 16，101，500円
馬連： 43，866，900円 馬単： 24，400，800円 ワイド： 22，424，500円
3連複： 56，461，000円 3連単： 84，422，400円 計： 293，277，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 1，230円 � 490円 枠 連（3－4） 3，250円

馬 連 �� 12，020円 馬 単 �� 20，330円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 1，610円 �� 9，000円

3 連 複 ��� 76，430円 3 連 単 ��� 351，760円

票 数

単勝票数 計 183742 的中 � 40211（1番人気）
複勝票数 計 272258 的中 � 53631（1番人気）� 4647（13番人気）� 13005（8番人気）
枠連票数 計 161015 的中 （3－4） 3837（13番人気）
馬連票数 計 438669 的中 �� 2828（40番人気）
馬単票数 計 244008 的中 �� 900（69番人気）
ワイド票数 計 224245 的中 �� 1277（51番人気）�� 3685（18番人気）�� 633（72番人気）
3連複票数 計 564610 的中 ��� 554（183番人気）
3連単票数 計 844224 的中 ��� 174（909番人気）

ハロンタイム 13．3―11．7―12．1―12．0―12．3―12．0―12．5―13．2―12．6―11．7―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―25．0―37．1―49．1―1：01．4―1：13．4―1：25．9―1：39．1―1：51．7―2：03．4―2：15．5―2：27．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．6―3F35．9
1
�
・（4，8）（2，3，11）（13，15）1（5，6）7，12（9，10）－14・（4，15，7）（2，6）8（3，11，13，5）1（12，10）－（9，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピュアソルジャー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2012．7．21 新潟4着

2010．2．25生 牡4鹿 母 ラブアンドピース 母母 ピースオブワールド 26戦3勝 賞金 51，146，000円



2905911月1日 曇 良 （26福島3）第5日 第11競走 ��
��1，700�福 島 放 送 賞

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

福島放送賞（1着）
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

813 ストロングサウザー 牡3鹿 55 柴山 雄一村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 21：44．9 2．5�
711� エビスグレイト 牡4黒鹿57 丸山 元気加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 496＋ 81：45．0	 4．5�
812 シュガーヒル 牡5芦 57 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 21：45．21	 10．0�
11 ソルモンターレ 牡8鹿 57 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B480＋121：45．51
 9．6�
57 コーリンギデオン 牡5鹿 57 村田 一誠伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 466＋ 61：45．6
 9．3	
56 � エイトプリンス 牡6栗 57 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－ 41：45．81 168．9

22 トリニティチャーチ �6鹿 57 小崎 綾也 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 21：46．33 31．0�
68 ファンシーミューズ 牝3鹿 53 勝浦 正樹吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：46．83 18．0�
710 グリサージュ 牝3芦 53 古川 吉洋吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 476＋ 21：47．22	 9．8
69 マイネルマルシェ 牡7黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 456＋ 6 〃 クビ 94．8�
33 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋161：47．94 16．2�
45 オメガエンブレム 牝5青 55 松若 風馬原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468＋ 41：48．21
 100．4�
44 ケツァルコアトル 牡4青鹿57 津村 明秀�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 504－161：48．62	 19．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，490，400円 複勝： 41，324，100円 枠連： 25，809，100円
馬連： 97，385，800円 馬単： 50，501，600円 ワイド： 38，893，000円
3連複： 120，152，300円 3連単： 204，890，900円 計： 607，447，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 280円 �� 490円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 計 284904 的中 � 89071（1番人気）
複勝票数 計 413241 的中 � 123043（1番人気）� 69527（2番人気）� 33874（5番人気）
枠連票数 計 258091 的中 （7－8） 61484（1番人気）
馬連票数 計 973858 的中 �� 129814（1番人気）
馬単票数 計 505016 的中 �� 39012（1番人気）
ワイド票数 計 388930 的中 �� 39245（1番人気）�� 19614（3番人気）�� 15626（5番人気）
3連複票数 計1201523 的中 ��� 70623（1番人気）
3連単票数 計2048909 的中 ��� 35131（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．7―12．6―12．8―12．5―12．4―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．0―42．6―55．4―1：07．9―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストロングサウザー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．9．15 中山4着

2011．1．28生 牡3鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 9戦3勝 賞金 36，629，000円
〔制裁〕 エビスグレイト号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番）

2906011月1日 曇 良 （26福島3）第5日 第12競走 ��
��1，200�

す か が わ

須 賀 川 特 別
発走16時00分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

58 サンキストロード 牡4鹿 57 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 512－ 21：09．1 2．4�
712 ラブリープラネット 牡3栗 56 松若 風馬三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 476＋16 〃 クビ 8．8�
711 エーシンマイェスタ 牡4黒鹿57 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 526－ 21：09．2クビ 4．9�
34 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 398± 01：09．3� 25．1�
69 エクスパーシヴ 牝4鹿 55 丸山 元気前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 476＋ 4 〃 アタマ 15．9	
814 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B446± 0 〃 アタマ 8．8

22 コスモマイルール 牝3栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 434－ 41：09．51 101．0�
45 マコトサダイジン 牡3栗 56 	島 良太�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 B456＋121：09．82 20．7�
11 イーグルアモン 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452＋ 81：09．9� 17．6
610 タイザンホクト 牡4鹿 57 荻野 琢真�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 498＋ 61：10．11
 26．2�
33 レッドジャイヴ 牡4青鹿57 田中 博康 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 466＋ 41：10．31� 63．4�
813 クレムリンシチー 牡7栗 57 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 アイオイファーム 510－ 81：10．83 111．5�
57 ビップイシマツ 牡4青 57 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：10．9クビ 7．9�
46 クリノイザナミ 牝3青 54 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 422＋161：12．510 92．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，175，000円 複勝： 35，191，800円 枠連： 18，859，500円
馬連： 62，002，400円 馬単： 33，456，200円 ワイド： 29，846，700円
3連複： 77，767，900円 3連単： 131，355，800円 計： 412，655，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 250円 � 160円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 530円 �� 250円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 8，750円

票 数

単勝票数 計 241750 的中 � 78229（1番人気）
複勝票数 計 351918 的中 � 92459（1番人気）� 27738（5番人気）� 54630（2番人気）
枠連票数 計 188595 的中 （5－7） 37541（1番人気）
馬連票数 計 620024 的中 �� 34293（4番人気）
馬単票数 計 334562 的中 �� 12595（5番人気）
ワイド票数 計 298467 的中 �� 13667（4番人気）�� 34690（1番人気）�� 10624（6番人気）
3連複票数 計 777679 的中 ��� 30612（4番人気）
3連単票数 計1313558 的中 ��� 10873（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．1―45．7―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキストロード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2012．12．8 阪神3着

2010．4．27生 牡4鹿 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー 20戦3勝 賞金 41，440，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノイザナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1日まで平地競走

に出走できない。



（26福島3）第5日 11月1日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

167，600，000円
7，880，000円
1，680，000円
15，150，000円
63，968，500円
5，494，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
205，123，500円
342，165，400円
151，167，300円
446，718，600円
262，618，900円
237，692，800円
581，847，400円
913，989，600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 3，141，323，500円

総入場人員 7，250名 （有料入場人員 5，492名）
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